
都道府県別がん・タバコ対策関連情報 

国が定めた「がん対策推進基本計画」：喫煙率については、平成 34（2022）年度までに、禁煙希望者が禁煙

することにより成人喫煙率を 12％とすることと、未成年者の喫煙をなくすことを目標とする。さらに、受

動喫煙については、行政機関及び医療機関は平成 34（2022）年度までに受動喫煙の機会を有する者の割合

を 0％、職場については、事業者が「全面禁煙」又は「喫煙室を設けそれ以外を禁煙」のいずれかの措置を

講じることにより、平成 32（2020）年までに、受動喫煙の無い職場を実現することを目標とする。また、

家庭、飲食店については、喫煙率の低下を前提に、受動喫煙の機会を有する者の割合を半減することにより、

平成 34（2022）年度までに家庭は 3％、飲食店は 15％とすることを目標とする。（厚生労働省・がん対策推

進基本計画、平成 24年） 

 

（下表の見方）平成 24年 12月 24日時点において、全都道府県の「がん対策推進計画」をインターネット

で調査した結果を表にしました。数値目標がある自治体は○、ない自治体は×を記しています。赤字は 2012

年度以降のものが未発表のものです。右欄には推進する条例等を制定している場合には○をつけています

（×はがん対策推進に逆行すると考えられるものです）。葉タバコ生産量は参考値として記しています。 

（誤記があればご連絡ください                ） 

下表をマップにしたものは左をご参照下さい（http://square.umin.ac.jp/nosmoke/data/2012gantaisakuzu.pdf） 

 

都道府県名 
数値
目標 

条例
等 

葉タバコ
生産量 
ﾄﾝ・2011 

がん対策推進計画および関連する条例 
（赤字は将来分が検索不能で現状または過去の年限を示す） 

2012年 12月 24日インターネットで検索可能な範囲 

北海道 ○ ○  
成人喫煙率を 12％以下に引き下げる（2022年度まで） 

北海道がん対策推進条例（2012年） 

青森県 ○  2994 成人喫煙率：男性 39.4％→25％以下、女性 8.2％→5％以下（2012年） 

岩手県 ○  2699 成人喫煙率の減少：20％未満目標（2010年度まで） 

宮城県 ○  157 成人喫煙率の減少：25.5％→12％（2022年度まで） 

秋田県 × ○ 919 
習慣的に喫煙する者の割合：減少（2012年度まで） 

秋田県がん対策推進条例（2011年） 

山形県 ○  255 20 ・30 歳代の喫煙率を全国平均以下に（2012年度まで） 

福島県 ○   成人喫煙率の減少：男性 25％、女性 5％（2010年度まで） 

茨城県 ○  1041 成人の喫煙率の減少：男性 35.3％→23％以下、女性 11.3％→6％以下 

栃木県 ○  198 成人の喫煙率の減少：18％（2017年度まで） 12％（2022年度まで） 

群馬県 ○ ○ 
1173 

（+新潟） 

成人の喫煙率 現状 22.4％→目標 12％（2022年度まで） 

群馬県がん対策推進条例（2010年） 

埼玉県 ○   現状値 26％→目標値 12％（2022年度目標） 

千葉県 ○  526 成人喫煙率の減少：男性 26％、女性 6％（2012年度まで） 

東京都 ○   成人喫煙率の低下（男性 26.2％、女性 13.0％）（2012年度まで） 

神奈川県 ○ ○○  

喫煙率の低下：男性 30％未満、女性 10％未満（2014年度まで） 

神奈川県がん克服条例（2008年） 

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例（2009年） 

新潟県 ○ ○ 
1173 

（+群馬） 

成人喫煙率の低下（男性 39％、女性 5％）（2012年度まで） 

新潟県がん対策推進条例（2007年） 

富山県 ○   成人喫煙率の低下（男性 40％以下、女性 10％以下）（2012年度まで） 
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/gan_keikaku02.pdf
http://square.umin.ac.jp/nosmoke/data/2012gantaisakuzu.pdf
http://www.hatabakotda.or.jp/fukenbetu_hanbai_H23.pdf
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http://ganseisaku.net/practices/archives/law/gan_local.html/ordinance_akita.pdf
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090005/gantaisakusuisinkeikakudai4syou.pdf
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http://ganseisaku.net/practices/archives/law/gan_local.html/gunma_jorei.pdf
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/533569.pdf
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/keikaku/kenkoufukushi/documents/p_ch3.pdf
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gantaisaku/suishinkeikaku.files/0401bunnyabetu.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/49428.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6024/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6955/p23021.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/gankeikaku.pdf
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http://square.umin.ac.jp/nosmoke/


石川県 ×  200 喫煙をやめたい人への禁煙支援による禁煙率増加（2012年度まで） 

福井県 ○   成人喫煙率の低下（男性 32％、女性 4％）（2012年度まで） 

山梨県 ○ ○  
成人喫煙率の低下（2022年度までに、13.9％）〔平成 21年 21.2％〕 

山梨県がん対策推進条例（2012年） 

長野県 ○  109 成人喫煙率の低下（男性 32％、女性 3％）（2010年度まで） 

岐阜県 ○ ○ 6 
喫煙する者の割合、男性 21％→16％、女性 7.8％→6％（2017年度） 

岐阜県がん対策推進条例（2010年） 

静岡県 ○  61 喫煙習慣のある人の割合：半減（2012年度まで） 

愛知県 ○ ○ 242 
成人の喫煙率：半減（2010年度まで） 

愛知県がん対策推進条例（2012年） 

三重県 ○  14 成人喫煙率目標：16.4％（2017年度まで） 

滋賀県 ○   成人の喫煙率の半減（2017年度まで） 

京都府 × ○  
成人の喫煙率：現状以下（2010年度まで） 

京都府がん対策推進条例（2011年） 

大阪府 ○ ○  
成人喫煙率の低下（男性 30％、女性 5％）（2012年度まで） 

大阪府がん対策推進条例（2011年） 

兵庫県 ○ ○  
成人喫煙率の低下（男性 27.5％、女性 5.7％）（2012年度まで） 

受動喫煙の防止等に関する条例（2012年） 

奈良県 × ○  
成人喫煙率の減少（2012年度まで） 

奈良県がん対策推進条例（2009年） 

和歌山県 ○   成人喫煙率の低下（男性 28％、女性 4％）（2012年度まで） 

鳥取県 ○  310 成人喫煙率の低下（男性 30％、女性 2％）（2012年度まで） 

島根県 ○ ○ 63 
成人喫煙率の低下（全年齢男性 30.1％、他）（2012年度まで） 

島根県がん対策推進条例（2006年） 

岡山県 ×  78 成人喫煙率目標に関する記載なし（2012年度まで） 

広島県 ×  39 成人喫煙率目標に関する記載なし（2012年度まで） 

山口県 ×  116 成人の喫煙率：減少（2010年度まで） 

徳島県 ○ ○ 144 
成人の喫煙率、男性 18％、女性 3％への減少を目指す（2022年度まで） 

徳島県がん対策推進条例（2010年） 

香川県 ○ ○ 108 
成人喫煙率の減少：18.0％→14.4％（2017年度まで） 

香川県がん対策推進条例（2011年） 

愛媛県 ○ ○ 342 
成人喫煙率の低下：男性 20％、女性 2％（2012年度まで） 

愛媛県がん対策推進条例（2010年） 

高知県 ○ ○ 378 
成人喫煙率の低下：男性 20％、女性 2％（2012年度まで） 

高知県がん対策推進条例（2007年） 

福岡県 ×  43 成人喫煙率の減少（2012年度まで） 

佐賀県 ×  629 喫煙をやめたい人への禁煙支援（2012年度まで） 

長崎県 × ○ 1310 
成人喫煙率目標に関する記載なし（2012年度まで） 

長崎県がん対策推進条例（2008年） 

熊本県 × × 3701 
成人の喫煙の割合を低下させる。（喫煙をやめたい人がやめる） 

熊本県における｢受動喫煙防止対策｣の現実的な対応を求める請願 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenkou/gankeikaku/documents/gankeikaku-chapter4.pdf
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/gantaisaku/gantaisaku-suisinkeikaku_d/fil/001.pdf
http://www.pref.yamanashi.jp/gyoukaku/public/kenko-zsn/documents/gan2_plan_soan.pdf
http://www.pref.yamanashi.jp/gikaisom/h24_2gann_jourei.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/eisei/hokenyob/kenzo/g_taisaku/g_keikaku/gn_keikaku.pdf
http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kenko/gantaisaku/gankeikaku-ikenbosyu.data/gan-plan.pdf
http://www.pref.gifu.lg.jp/gikai/gikai-shokai/seisaku/gan/gan.data/jourei.pdf
https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download1040.nsf/3B1D77DBF32C65904925746E0024264E/$FILE/shizuokakengankeikaku.pdf
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000053/53193/shinchoku.pdf
http://ganseisaku.net/practices/archives/law/gan_local.html/aichi2012.pdf
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/201212015124.pdf
http://www.pref.shiga.jp/e/kenko-t/gan/gan4.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/hofukuki/resources/1206679077976.pdf
http://www.pref.kyoto.jp/gan/resources/1300423950169.pdf
https://www.pref.osaka.jp/kenkozukuri/keikaku/index.html
http://www.pref.osaka.jp/kenkozukuri/ganjyourei/index.html
http://web.pref.hyogo.jp/hw12/documents/000100996.pdf
http://web.pref.hyogo.jp/kf17/judoukitsuen_jourei.html
http://www.pref.nara.jp/secure/83604/keikaku.pdf
http://124.146.182.228/search3.php?k_id=0909000082
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_sippei/gan/gankeikaku.pdf
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=124074
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/kenko/iryo/shimaneno_iryo/gan/shimane_gan_keikaku.data/gank.pdf
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/kenko/iryo/shimaneno_iryo/gan/gyousei_siryou.data/gannjourei.pdf
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/30456_111789_misc.pdf
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/41392_44806_misc.pdf
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15200/kenkou/20080508001/apd1_5_2008020508133204.pdf
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2012120600044/files/gantaisakusuishinkeikaku.pdf
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2010032300113/files/ganjyourei.pdf
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kgwpub/pub/cms/upfiles/gansoan_15300_1.pdf
http://ganseisaku.net/practices/archives/law/gan_local.html/kagawa_111011.pdf
http://www.pref.ehime.jp/h20180/gan_iryou/keikakupdf/6bunyabetsu.pdf
https://www.pref.ehime.jp/h20180/gan_iryou/actionplan/ganjyorei.pdf
http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/attachment/32669.pdf
http://web2.pref.kochi.jp/~seisakuhousei/reiki/act/frame/frame110002671.htm
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b01/ganntaisaku-keikaku.html
http://www.pref.saga.lg.jp/web/var/rev0/0009/2684/gannkeikaku.pdf
http://www.pref.nagasaki.jp/gantaisaku/torikumi/pdf/suishin_keikaku.pdf
http://www.pref.nagasaki.jp/gikai/tayori2007_01.html
http://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/70006.pdf
http://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/34775.pdf


国におけるたばこ政策に関する意見書 

大分県 △ ○ 918 
やめたい人が止めた場合の予測喫煙率：男性 30.4％、女性 3.0％ 

大分県がん対策推進条例（2011年） 

宮崎県 × ○ 2372 
成人喫煙率目標に関する記載なし（2012年度まで） 

宮崎県がん対策推進条例（2012年） 

鹿児島県 ×  1602 禁煙を支援し、禁煙に導く（2012年度まで） 

沖縄県 × ○ 780 
禁煙しようと思う人：増加（2012年度まで） 

沖縄県がん対策推進条例（2012年） 

※数値目標設定の赤字「×」「△」は、2012年度以降の分が未公開のもの 

http://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/64629.pdf
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/12967.pdf
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/131592.pdf
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000110550.pdf
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/gikai/plenary_session/2012_02/pdf/bill_201202_12.pdf
http://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/seikatusyukan/cancer/documents/keikaku6.pdf
http://www.pref.okinawa.jp/imu_kokuho/iryotaisaku/gantaisaku/zenbun.pdf
http://ganseisaku.net/practices/archives/law/gan_local.html/okinawa2012.pdf

