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はじめに 
2005 年 2 月に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」が発効して以降、政府や自治体

のほか、企業などにおいても受動喫煙防止対策の取り組みが拡大してきた。また、厚生労働省は

喫煙に関して一層の規制強化を立案している一方、緩やかな規制にとどめるべきなどの反対意見

も出ている。 

そこで、帝国データバンク大阪支社は、企業における喫煙などに関する見解について調査を実

施した。なお、本調査は、TDB 景気動向調査 2017 年 9 月調査とともに行った。 

 

※調査期間は 2017 年 9 月 15 日～30 日、調査対象は近畿 2府 4県の 3,759 社で、有効回答企業数

は 1,747 社（回答率 46.5％）。 

※本調査における詳細データは景気動向調査専用 HP（http://www.tdb-di.com/）に掲載している。 
 
 

調査結果（要旨） 
 

1.自社の本社事業所もしくは主要事業所内の喫煙状況について、適切な換気がされている喫煙場

所がある、または屋外に喫煙場所を設けている「完全分煙」が 56.4％で最も高い割合となった。

社内での喫煙を不可とする「全面禁煙」は 23.6％と企業の 5 社に 1 社が実施。以下、「不完全

分煙」（10.1％）、「特に喫煙制限は設けていない」（6.5％）、「時間制分煙」（2.7％）が続いた 
 

2.本社事業所もしくは主要事業所において、何らかの喫煙制限を設けたことによる影響について、

「職場内がきれいになった」と考える企業が 62.5％で突出して高い。次いで、「安全面が向上

した（火事のリスク低減など）」（34.3％）、「喫煙者と非喫煙者の公平性が向上した（業務中の

たばこ休憩など）」（22.4％）、「業務の改善・効率化につながった」（12.0％）が上位にあがった 
 

3.今後、法令等により職場や店舗などを含む公共施設の全面禁煙が実施された場合について、自

社の業績に「影響はない」とする企業が 71.6％で最も高かった。「プラスの影響がある」（7.6％）

や「マイナスの影響がある」（6.6％）はいずれも 1割弱にとどまった 
 

4.全面禁煙実施が自社業績に与える影響について業種別にみると、「プラスの影響がある」のは、

「医薬品・日用雑貨品小売」「金融」「自動車・同部品小売」などが高い。「マイナスの影響があ

る」では、「飲食店」が 66.7％と 7割近くに上ったほか、「娯楽サービス」など、個人向けの『サ

ービス』や『小売』が上位となった 
 

 

特別企画 ：喫煙に関する近畿企業の意識調査 

企業の 23.6％が「全面禁煙」実施、「完全分煙」も 5 割超 
～ 全面禁煙実施、「飲食店」の 66.7％が自社業績にマイナスの影響 ～ 
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1. 職場の全面禁煙は 23.6％、半数超が完全分煙を実施 

 

自社の本社事業所または主要事業所内の喫煙状況を尋ねたところ、適切な換気がされている喫

煙場所がある、または屋外に喫煙場所を設けている「完全分煙」が 56.4％で最も高い割合となっ

た。社内における喫煙を不可とする「全面禁煙」は 23.6％で企業の 5 社に 1 社だった。以下、屋

内に適切な換気がされていない喫煙場所がある「不完全分煙」（10.1％）、「特に喫煙制限は設けて

いない」（6.5％）、決められた時間に指定場所での喫煙が可能な「時間制分煙」（2.7％）が続いた。 

全面禁煙についてみると、業界別では『不動産』（41.3％）が 4割を超える一方、『製造』（12.1％）、

『建設』（15.5％）が 1割台にとどまるなど業界間で大きく異なっている（『農・林・水産』は回答

が不完全分煙の 1 件の為割合は 0.0％）。また、規模別では、規模の小さい企業ほど全面禁煙を実

施している割合が高く、「小規模企業」（31.8％）

が「大企業」（19.4％）を 12.4 ポイント上回った。 

企業からは、「全面禁煙を原則としているが、

営業所では分煙とし、喫煙室を設けている」（運

輸・倉庫、滋賀）や「喫煙者の嗜好により非喫煙

者へ健康被害があるのは大きな問題だと考える

べき。従って完全分煙を制度化している」（飲食

料品卸売、兵庫）といった声があった。他方、喫

煙制限を設けていない企業からは、「個人の問題

であり強制は必要ない。定期健康診断や健康指導

は行っている」（広告関連、京都）などの意見が

みられた。 

 

 

 

全面禁煙
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注：母数は有効回答企業1,747社
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主要事業所における喫煙状況 

主要事業所における「全面禁煙」割合～規模・業界別～ 
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2. 喫煙制限実施、職場内の環境改善に好影響の一方、喫煙者からの不満増加も 

 

本社事業所もしくは主要事業所において何らかの喫煙制限を設けている企業1,621社に対して、

喫煙に関する対応策を実施することによりどのような影響が表れたか尋ねたところ、「職場内がき

れいになった」が 62.5％となり、突出して高かった（複数回答、以下同）。次いで、「安全面が向

上した（火事のリスク低減など）」（34.3％）が 3社に 1社にのぼった。さらに、「喫煙者と非喫煙

者の公平性が向上した（業務中のたばこ休憩など）」（22.4％）や「業務の改善・効率化につながっ

た」（12.0％）、「喫煙者からの不満が増えた（集中できないなど）」（5.9％）が続いた。 

企業からは、「非喫煙者にとっては空気環境が良くなって非常にありがたい」（専門サービス、

大阪）や「会社の印象が良くなった」（機械製造、大阪）など、職場環境の改善や顧客からのイメ

ージアップなどの効果があったとする声が多くみられた。また、「健康面から禁煙を始める社員が

増えた」（建設、兵庫）など健康意識の高まりを指摘する意見もあがった。他方、「喫煙者はビル内

に設置された喫煙場所へ行って喫煙するため、非喫煙者との不公平感が増した」（メンテナンス・

警備・検査、大阪）や「会社内での従業員同士のコミュニケーションは減少した」（不動産、大阪）

など、喫煙制限の実施にともないマイナス面が表れたという声もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喫煙に関する対応策を実施したことによる影響 

（複数回答、上位 10 項目） 

（％）

1 職場内がきれいになった 62.5

2
安全面が向上した
（火事のリスク低減など）

34.3

3
喫煙者と非喫煙者の公平性が向上した
（業務中のたばこ休憩など）

22.4

4 業務の改善・効率化につながった 12.0

5
喫煙者からの不満が増えた
（集中できないなど）

5.9

6 従業員のコミュニケーションが活発化した 5.6

7 時間当たりの生産性が向上した 5.2

8
費用負担が増加した
（喫煙室の設備設置費など）

4.4

9
費用負担が減少した
（喫煙室の維持費など）

2.3

10 採用活動等で有利に働いた 1.5

注： 母数は、自社の本社事業所もしくは主要事業所における喫煙に
関して、「全面禁煙」「完全分煙」「不完全分煙」「時間制分煙」の
いずれかを回答した企業1,621社
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3. 法令等による全面禁煙実施、業績に影響なしと考える企業が約 7 割 

 

今後、法律や条例などにより公共施設1の全面禁煙が実

施された場合、自社の業績にどのような影響があると予

想されるか尋ねたところ、「影響はない」が 71.6％と最

も高かった。企業の約 7割は、法令等による全面禁煙実

施で、自社業績に影響を与えないと考えていることが明

らかとなった。 

また、「プラスの影響がある」（7.6％）や「マイナスの

影響がある」（6.6％）はいずれも 1割弱だった。「プラス

の影響がある」企業を業種別にみると、「医薬品・日用雑

貨品小売」が 50.0％となり最も高く、以下、「金融」「自

動車・同部品小売」「家電・情報機器小売」が続いた。企

業からは、「クリーニングや消臭対策などのランニングコ

ストが軽減する」（寝具製造、京都）といった意見が聞か

れた。 

他方、「マイナスの影響がある」では、「飲食店」が 66.7％と 7割近くに達したほか、「娯楽サー

ビス」など、個人向けの『サービス』や『小売』が上位となった。企業からは、「アルコール飲料

製造の為、飲食店の扱いによりマイナス要因になりうる」（飲食料品・飼料製造、奈良）や「隠れ

て吸う社員が現れる可能性が高く、火災の危険性や作業の効率悪化や集中力の低下等が懸念され

る」（機械製造、兵庫）などの声があがった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 公共施設は、公的機関の施設だけでなく、店舗や事業所（職場）、飲食店や公共交通機関など、不

特定多数の人が利用できる施設なども含む。 

法令等による全面禁煙実施が 

自社業績に与える影響 

法令等による全面禁煙実施が自社業績に与える影響～上位 10 業種～ 

（％）

1 医薬品・日用雑貨品小売 50.0 1 飲食店 66.7

金融 28.6 2 娯楽サービス 25.0

自動車・同部品小売 28.6 再生資源卸売 20.0

4 家電・情報機器小売 25.0 繊維・繊維製品・服飾品小売 20.0

5 再生資源卸売 20.0 教育サービス 20.0

6 広告関連 15.8 6 情報サービス 13.2

精密機械、医療機械・器具製造 15.4 7 繊維・繊維製品・服飾品製造 12.5

医療・福祉・保健衛生 15.4 8 専門サービス 10.0

9 繊維・繊維製品・服飾品製造 12.5 9 リース・賃貸 9.5

10 飲食料品卸売 11.1 10 化学品卸売 9.5

プラスの影響がある マイナスの影響がある

2

7

3
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【 内容に関する問い合わせ先 】 

株式会社 帝国データバンク  大阪支社 担当：田中 秀明 

 TEL 06-6441-3100  FAX 06-6445-9532 

まとめ 

 

喫煙に関する議論は、医療費の削減や東京五輪などを背景に、厚生労働省や地方自治体におい

て受動喫煙に対する規制強化が立案される一方、緩やかな規制にとどめるような意見も出ている。 

本調査では、本社事業所や主要事業所において、企業の 5 社に 1 社がすでに「全面禁煙」を実

施していることが判明した。また、企業の 56.4％が「完全分煙」を実施しているなど、企業の 9

割超で何らかの喫煙制限を行っていた。さらに、喫煙制限の実施による影響では、「職場内がきれ

いになった」ことを挙げる企業が最も多かったほか、火事のリスク低減など「安全面の向上」や、

業務中のたばこ休憩などに関して「喫煙者と非喫煙者の公平性向上」が指摘された。また、法律や

条例などにより職場や店舗などを含む公共施設の全面禁煙が実施された場合、自社の業績に「影

響はない」とする企業が約 7 割にのぼった。しかし、飲食店では 7 割近くの企業が全面禁煙によ

る業績悪化を懸念している。 

企業からは「全面禁煙を原則としているが、営業所では分煙とし喫煙室を設けている。臨機応

変に対応しないと人材確保が難しいと思われる」（運輸・倉庫、滋賀）といった意見もみられた。

顧客、従業員ともに喫煙者と非喫煙者双方の立場を鑑み、全面禁煙には踏み込んでいない企業も

あり喫煙に関してさまざまな議論が展開されている。国や地方自治体などにおいて、企業におけ

る喫煙に関する取り組みが加速するなか、法令等による規制強化が企業業績に与える影響の検証

など、エビデンスに基づく政策立案が求められよう。 

当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 

当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法

の範囲内でご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。 

業界 大企業 中小企業（小規模企業を含む） 小規模企業

製造業その他の業界 「資本金3億円を超える」 かつ 「従業員数300人を超える」 「資本金3億円以下」 または 「従業員300人以下」 「従業員20人以下」

卸売業 「資本金1億円を超える」 かつ 「従業員数100人を超える」 「資本金１億円以下」 または 「従業員数100人以下」 「従業員5人以下」

小売業 「資本金5千万円を超える」 かつ 「従業員50人を超える」 「資本金5千万円以下」 または 「従業員50人以下」 「従業員5人以下」

サービス業 「資本金5千万円を超える」 かつ 「従業員100人を超える」 「資本金5千万円以下」 または 「従業員100人以下」 「従業員5人以下」

注1：中小企業基本法で小規模企業を除く中小企業に分類される企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが上位3％の企業を大企業として区分

注2：中小企業基本法で中小企業に分類されない企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが下位50％の企業を中小企業として区分

注3：上記の業種別の全国売上高ランキングは、TDB産業分類（1,359業種）によるランキング

企業規模区分 

中小企業基本法に準拠するとともに、全国売上高ランキングデータを加え、下記のとおり区分。 


