
1 



世田谷区環境計画課長 安藤良徳  

世田谷区たばこルールと
今後の取組みについて 

2 



１．「世田谷区たばこルール」    
   策定の背景と目的 
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１-1）これまでの区の屋外のたばこ対策① 

行為 内容 範囲 罰則規定 

ポイ捨て たばこのポイ捨てを禁止 区内全域の 
公共の場所 

環境美化推進地区
（5箇所）はあり 

歩きたばこ 歩きながらの喫煙を禁止 区内全域の 
公共の場所 なし 

路上喫煙 
立ち止まって喫煙すること、
自転車に乗車しながらの

喫煙を禁止 

区内12箇所の 
路上 

（道路のみ） 
なし 
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■世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例での取組み 
 



■地域と連携した取組み 
・ 路上禁煙地区指定後の効果をより高めるために、申請いただいた町会や

自治会、商店街等地域の皆様を中心に、啓発用ティッシュの配布や清掃
活動など、定期的にキャンペーン活動にご協力いただいています。 

啓発用ティッシュの配布 清掃活動 
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１-1）これまでの区の屋外のたばこ対策② 



・世田谷区では、これまでポイ捨てや歩きたばこの禁止、一部地区において路  
 上喫煙を禁止し、区民・事業者等とともに、まちの環境美化を推進してきま      
   した。 
 
・しかしながら、たばこのにおいや煙など、屋外の路上喫煙に関する苦情も多く、 
 たばこの煙による迷惑防止の観点からの対策が求められています。 
 
・そのため、区民にとって、より健康で安全かつ良好な環境の実現を目指し、 
 屋外の路上喫煙についてのルールづくりが必要となりました。 
 
・一方で、東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けて、受動喫煙対策 
 が必要とされており、国を中心に、屋内のルール整備が検討されています。 
 
・これらを見据え、たばこを吸う人と吸わない人の双方がともに認め合える 
 バランスのとれたルールとする必要があります。 

１-2）たばこルール策定の目的 
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２．ルール策定に向けた取組み 
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２．ルール策定に向けた主な取組み 

①鉄道駅周辺における屋外灰皿等の調査（平成29年2月~4月） 

 
②区民アンケート調査（平成29年4月6日~5月22日） 

 
③区民ワークショップ（平成29年7月15日） 

 
④区民意見募集（平成29年9月20日~10月11日） 

 
⑤検討委員会・庁内会議 
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■目的 
・世田谷区たばこルール策定に向けて、鉄道駅周辺における屋外の灰皿設置状況を把
握するとともに、今後の屋外喫煙場所設置に向けた候補地の検討を目的に実施。 

■調査概要 
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調 査 
箇 所 

・鉄道駅39 箇所の半径300m圏内と⾺事公苑を対象 
・路上や沿道を調査 

期間 平成29年2月～4月 
調 査 
項 目 

・調査⽇  ・対象駅   
・所在地  ・灰皿の数量 

調 査 
方 法 

①地図上に半径300m の円を描き、範囲内の道路上     
  の灰皿位置を調査する。 
②灰皿を見つけたら、地図上にそのポイントを落とし、必  
   要な情報（調査項目）を⼊力する。 
③灰皿の置かれている状況、灰皿の数や形が分かる写  
   真を撮影し登録する。 調査の様子 

①鉄道駅周辺における屋外灰皿等の調査 
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①鉄道駅周辺における屋外灰皿等の調査 

駅周辺に、公共性
のある灰皿がない駅
があった。 

 
 

■駅から300ｍ圏内にある 
 「公共性のある灰皿」の設置状況 

区設置の 
喫煙場所 

たばこ店 
前の灰皿 

公共性のある灰皿： 
 不特定多数の人が利用 
 できる灰皿 

コンビニ 
前の灰皿 

三軒茶屋と 
二子玉川のみ 
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■駅から100ｍ圏内にある 
 「公共性のある灰皿」の設置状況 

①鉄道駅周辺における屋外灰皿等の調査 

特に、駅から100ｍ圏内に
公共性のある灰皿がある
駅は少なく、繁華街でも、
公共性のある灰皿がない
駅があった。 

また、公共性のある
灰皿があっても、数
が少ない。 
●2箇所、○1箇所 

区設置の 
喫煙場所 

たばこ店 
前の灰皿 

公共性のある灰皿： 
 不特定多数の人が利用 
 できる灰皿 

コンビニ 
前の灰皿 

三軒茶屋と 
二子玉川のみ 



■目的 
・世田谷区たばこルール策定に向けて、現在のたばこ対策の認識状況や今後の
ルールのあり方などについて幅広い意見を聞くために実施。 

■調査方法・回収結果概要 
・20歳以上の一般区民4,000人を無作為抽出し、アンケート調査票を郵送 
・実施期間：平成29年4月6⽇~5月22⽇ 
・回収数：1,499件（回収率37.4％） 

性別 年代 喫煙経験 

※構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100％とはなりません。（以下同様） 12 

②区民アンケート調査 



・区内の、路上喫煙やポイ捨て等のたばこのマナーに関する満足度は、全体で「満足」
と「まあ満足」の合計（満足傾向の割合）が34.1 ％だった。 

・一方、たばこマナーに関する不満足度は、全体で「不満足」と「やや不満足」の合計
（不満足傾向の割合）が56.2%だった。 

全体 喫煙者のみ 
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■現在のたばこマナーに関する満足度 

②区民アンケート調査 



・区の路上喫煙やポイ捨て等のたばこルールの満足度は、全体で「満足」と「まあ満足」
の合計（満足傾向の割合）が33.3％だった。 

・一方で、たばこルールの不満足度は、全体で「不満足」と「やや不満足」の合計（不
満足傾向の割合）が55.0%だった。 

・たばこマナーと区のルールに関する満足度はほぼ同じ傾向が見られた。 
・不満の理由は、「喫煙者のマナーが悪い」が39.5％ 、「区内全域の路上が禁煙でな
いこと」 が37.2％などの意見が多かった。 

全体 喫煙者のみ 
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②区民アンケート調査 

■区のルール等に関する満足度 



全体 

喫煙者のみ 

・全体の92.3％で「路上におい
て制限をすることは賛成」だった。 

・そのうち「喫煙場所確保の必要
がある」との回答は55.9％で、
喫煙者では74.2％であった。 
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②区民アンケート調査 

■道路上での喫煙規制に対する意向 



全体 

喫煙者のみ 

・全体では、「過料付きの条例を制
定」が37.8％と最も多く、次いで「過
料付きの条例を制定、かつ区税を
使って路上パトロール等を実施」
（25.2％）が上げられた。 

・喫煙者は、「啓発活動のみでよい」が
42.2％と最も意見が多かった。 
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■今後のたばこルールの規制の度合い 

②区民アンケート調査 
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 区民と一緒になって区内のたばこに関する現
状や課題を整理して、たばこを吸う人・吸わな
い人双方がともに認め合えるバランスのあるルー
ルを作るのにはどうしたらよいか、話し合うことを
目的に実施。 
 実施⽇：平成29年7月15⽇ 

ワークショップ 
の様子 

③区民ワークショップ 
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■区内のたばこ環境・ルールに関する主な意見 

沿道や民有地 
での喫煙 

ポイ捨て 

たばこを売っている
のに、灰皿を置いて
いないコンビニが多

い！ 

裏路地に 
ポイ捨てが 
多い！ 

歩きたばこ 

路上禁煙地区に指定
された地域では、歩き
たばこが減少した！ 

電柱に区の広告 
看板が増えて、 

効果が出てきた！ 

喫煙者と非喫
煙者が共存でき
る仕組みや取り
組みが必要！ 

喫煙を規制するだ
けでは、まちはきれ
いにならない！ 

喫煙場所を 
適正に整備す
ることが重要！ 

外で待つ行列客のため
に屋外の灰皿ではない
喫煙ルームを設けてい

る店舗がある！ 

公園の砂場に
吸殻が捨てられ

ている！ 

③区民ワークショップ 
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■ワークショップにおける今後のアイディア 

⼊店する際に、たばこ
が吸えるかどうか 

分かるステッカーが 
ほしい！ 

ガードレールに路上
禁煙の告知を増や

す 
空き家を活かして、 
喫煙スペースを 

整備したらどうか！ 

女性専用の 
喫煙場所があった

らいいな！ 

もっと喫煙者にま
ちの清掃活動に
参加してほしい~ 有料の喫煙場所も

検討したら！ 

③区民ワークショップ 

誰もが参加しやすい、 
清掃DAYの設定など、 
みんなでまちをきれい

にする。 

注意表示はまちの景
観のことも考えて設

置してほしい！ 
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ルールの策定に向け、策定前の段階で素案をお示しし、ご意見やご提案を募集。 

■目的 
素案の公表にあたり区民意見募集を行い、
意見を集計・分析することで素案の修正を
図るために実施。 
 

■期間 平成29年9月20⽇~10月11⽇ 

■調査概要 
  227人、563件の意見がありました。 

提出様式 人数 
はがき 157人 
FAX 3人 
HP 58人 
封書 9人 

④区民意見募集 
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■主な意見 

≪全体について≫  
 ・ルールの策定・内容に賛成である。

（40件） 
 ・ルールを徹底してほしい。（15件） 

≪規制の度合いについて≫  
 ・ルールに罰則規定が必要。（59件） 
 ・もっと厳しい内容にすべき。 （28件） 
 ・過度な規制は避けるべき。 （15件） 
 ・現状のルールのままがよい。（9件） 

罰則規定や規制の度合いについて、
多方面から議論した上で、「区民
協働によってマナーが向上するま
ちづくりの実現を目指すべき」との
考え方に基づき、罰則規定は設け
ないこととしました。 

ルール策定、徹底し、健康で安全
かつ良好な環境づくりを進めます。 

④区民意見募集 
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■主な意見 

≪普及啓発について≫  
 ・ルールを徹底させるために、厳しい指導や注意喚
起が必要。（15件） 

 ・喫煙禁止であることを分かりやすく周知してほしい。
（17件） 

 ・大量の注意表示は効果的ではない。（8件） 

喫煙者と非喫煙者が相互に
理解が得られるよう、公共の
場と人の出⼊りの多い空間
を対象にルールを設け、指定
喫煙場所を設置していきま
す。 
屋内等については、国や都と
整合を図ります。 

≪規制の範囲について≫  
 ・区内の屋外は全面禁煙にしてほしい。（12件） 
 ・民有地にまでルールを設定する必要はない。（21

件） 
 ・ベランダや階段、庭などでの喫煙もルール化してほ

しい。（14件） 
 ・屋内や車内にもルールがほしい。（28件） 

区による啓発・周知を進める
ほか、官民が協働して啓発
活動を行うことにより、地域全
体のたばこマナー向上を目指
します。 

④区民意見募集 
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■主な意見 

≪アイディア≫  
 ・喫煙者を減らす対策のアイディア（29件） 
  （パッケージデザイン、販売制限、税負担、やめた人にインセンティブ付与など） 
 ・ルールだけでなく、喫煙者の健康対策が必要。（14件） 

≪指定喫煙場所について≫  
 ・喫煙者が困らないよう、指定喫煙場所を増や
してほしい。（36件） 

 ・指定喫煙場所から煙やにおいがもれないよう
にしてほしい。（26件） 

 ・喫煙場所を迷惑のかからない場所に設置して
ほしい。（10件） 

 ・民間の喫煙場所の整備費を助成するのはおか
しい。（8件） 

公共の場所にいる区民等へ
のたばこの煙による迷惑防止
に配慮の上、指定喫煙場所
を選定し、増やしていきます。 
公共空間だけでは不足が想
定されるため、民間と協働で
指定喫煙場所を増やしていき
ます。 

④区民意見募集 
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■検討委員会 
 平成29年2月より、学識経験者、区民、区職員によ
る検討委員会を4回開催。 

■庁内会議（幹事会・作業部会） 
  平成29年3月より、6回の幹事会・作業部会を開催。 

⑤検討委員会・庁内会議 

■検討委員会メンバー                             （敬称略） 
 学識経験者 中央大学総合政策学部 教授  細野 助博 
 学識経験者 社会福祉法人東京有隣会有隣病院 病院長 工藤 宏一郎 
 団体代表 世田谷区商店街振興組合連合会 副理事長  池戸 義明 
 団体代表 特定非営利活動法人 せたがや子育てネット 代表  松田 妙子 
 団体代表 世田谷区町会総連合会 副会長  山野井 崇二 
 区職員 世田谷区環境政策部長 松下 洋章 
 区職員 世田谷区烏山総合支所長  進藤 達夫 
 区職員 世田谷区世田谷保健所長  辻 佳織 

■幹事会・作業部会メンバー 担当部署 
 環境政策部（環境計画課） 玉川総合支所（地域振興課） 
 政策経営部（政策企画課）  産業政策部（商業課） 
 世田谷保健所（健康企画課） みどりとみず政策担当部（公園緑地課）  
 道路・交通政策部（道路指導課） 土木部（工事第一課、工事第二課） 幹事会・作業部会のようす 

検討委員会のようす 



３．世田谷区たばこルールの内容 
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（１）区民等（区内に住んでいる人、働いている人、訪れる人）は、区内全域 
   の道路、公園（⾝近な広場を含む）では、指定喫煙場所を除き喫煙を   
   してはならないものとします。 

（２）区民等は、道路、公園以外の屋外で喫煙する場合には、公共の場所   
    にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止に配慮することとします。 

（３）区民等は、区内全域で喫煙禁止である道路、公園はもとより、それ以外 
      の屋外の公共の場所及び公開空地(※) においても、歩きたばこ（自転車       
   乗車中を含む）はしないよう努めるものとします。 
      ※公開空地：⽇常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、⼜は利用することができる敷地を  
            いう。 

（４）事業者は、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止を       
    図るため、その有する敷地内において、灰皿の撤去、移設、適切な喫煙   
      場所の確保等の環境整備、ルール周知の協力に努めるものとします。 

（５）区は、道路、公園、公共の場所等に指定喫煙場所を整備するとともに、 
   要件を満たす民間の喫煙場所を指定喫煙場所に指定します。 

３-1）新ルールの内容 
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３-2）従前のルールと新ルールとの違い 

従前の 
ルール 
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３-2）従前のルールと新ルールとの違い 

≪ポイント≫ 
 ・路上禁煙の範囲が地
区限定から区内全域へ 

 ・道路のみから公園での
喫煙も禁止へ（指定
喫煙場所を除く） 

 ・道路・公園以外の屋
外の禁煙も迷惑防止に
配慮が必要。 
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（１）ルールの周知活動 
  ①区民や事業者と連携したキャンペーン活動の実施 
  ②区のおしらせ、広報板、Twitter、Facebook 等での周知 
  ③転⼊者、大学等へのリーフレット配布 
  ④巡回指導・啓発の強化 
  ⑤路面標示シート、電柱・ガードレール看板等での啓発 
  ⑥マナー向上標示等のデザイン公募の実施 

（２）指定喫煙場所の整備 
  ①指定喫煙場所整備指針の策定 
  ②世田谷区基本計画における「広域⽣活・⽂化拠点」及び「地域⽣活拠 
     点」等を重点に、たばこ事業者の協力を得ながら、区による指定喫煙場   
     所の整備 
  ③民間の喫煙場所整備（指定喫煙場所として指定）に対する補助制度の 
     創設 

３-3）これからの取り組み 
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東京2020 大会までに、区内のたばこマナーに関する満足度を
34.1％(※)から、50.0％に高めます。 
          ※ 平成29 年4 月実施の区民アンケート調査による。 

３-4）ルールに関する目標の設定 

３-5）区民の意識啓発と自発的配慮行動の推進 

（１）罰則による規制ではなく、喫煙者の自発的な配慮行動を促すなど、    
     意識啓発によるたばこマナーの向上をめざします。 
（２）まちをきれいにする取組みを区民・事業者・区が協働して進めます。 
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参考：喫煙場所整備指針 

■指針の内容 
（１）区による指定喫煙場所整備は、世田谷区基本計画で定める「広域⽣    
     活・⽂化拠点」及び「地域⽣活拠点」等における駅周辺の道路、公園、   
         区施設の敷地等の公有地から重点的に整備していく。 
（２）既に民間により設置されている喫煙場所のうち、指針に適合すると判断 
         された場合、指定喫煙場所として指定することができる。 
（３）民間が喫煙場所を整備する場合は、指針に適合すると判断された場 
         合、区は、整備費を補助することができる。 

■基本的考え方 
 世田谷区たばこルールにより、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区
民協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりの実現を目指す一環として、
指定喫煙場所整備指針を策定します。 
 指針に基づき、区自ら整備を進めるとともに、要件を満たす民間の喫煙場所を
指定喫煙場所に指定します。 
また、民間による整備に対して補助を行い、国、都等の補助制度も活用しなが
ら喫煙場所整備の促進を図ります。 



世田谷区環境計画課長 安藤良徳  

ご清聴 
ありがとうございました 
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