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1．緒言 

近年、社会の喫煙やタバコに関する意識は急速

に変化してきている。とりわけ受動喫煙の防止に

ついては、商業施設や学校での意識が高まってい

る。 

平成 15 年、茨城県教育委員会は県内公立学校を

対象として、平成 17 年度末までに全ての公立学校

での学校敷地内禁煙の実施計画を発表した。現在、

全国では22の都道府県が取り組みを始めているが、

学校敷地内禁煙の教員や児童・生徒への影響、ま

た実施に対する教員の意識といった点については

十分に検討されていない。 

そこで本研究では，平成 16 年 4月までに学校敷

地内禁煙が実施されているＡ市内公立小中学校を

対象として、学校敷地内禁煙実施前後の教員の意

識と行動の変化を検討し、学校敷地内禁煙の成果

について明らかにすることを目的とした。 
 

2．研究方法 

2-1 調査対象 

平成 16年 4月までに学校敷地内禁煙が実施され

ているＡ市内全公立小学校 31 校、中学校 15 校、

計 46校の全教員 1091 名を対象とした。そのうち、

回答済みで回収されたものは、小学校 366 部（回

収率 53.7％）、中学校 204 部（回収率 49.9％）、計

570 部（回収率 52.2％）であった。 

2-2 調査方法 
無記名自己記入式の質問紙郵送調査法で行った。

各学校には、教員数の調査票、学校長宛ておよび

各教員宛ての調査依頼状、回収整理表、返信用の

封筒を同封し郵送した。 

2-3 調査期間 
平成 16年 12 月上旬～平成 17年 1月中旬に実施

した。 

2-4 調査内容 

 学校敷地内禁煙実施前後の喫煙習慣、喫煙・受

動喫煙に対する意識、喫煙防止教育に対する意

識・行動といった内容と学校敷地内禁煙に対する

考えについての内容（自由記述を含む）からなる

全 23 問である。 

2-5 分析方法 

 学校敷地内禁煙実施前後の比較は、χ２検定によ

った。 
 

3． 結果と考察 
3-1 対象者の構成 
（人） 男性 女性 無記入 計 
小学校 １１７ ２４６ ３ ３６６

中学校 １１３ ８９ ２ ２０４

計 ２３０ ３３５ ５ ５７０

3-2 喫煙習慣 

学校敷地内禁煙実施前（以下、実施前）の喫煙

習慣は、「１日に１本以上」が全体 14.3％であり、

「全く喫煙していない」が全体 81.4％であった。

学校敷地内禁煙実施後（以下、実施後）は、「１日

に１本以上」が全体 10.9％、「全く喫煙していない」

が全体 87.0％であった。喫煙量が減った者は 32 名

いた。そのうち理由を答えた者は 30 名であり、一

番多い理由は「自分の健康を考えて」（15 人）であ

った。ただし、「学校敷地内禁煙になったから」と

答えた者は 1 人であった。一方、喫煙量が増えた

者は１名いた。理由は「なんとなく」であった。 

学校敷地内禁煙が直接的ではないが、喫煙者の

行動に影響を与えたと考えられる。 

3-3 喫煙に対する意識  

社会一般の喫煙に対する意識では、「悪いことで

ある」および「どちらかと言えば悪いことである」

と回答した者が実施前は全体54.1％、男性35.6％、

女性 66.8％であり、実施後は全体 59.3％、男性

41.1％、女性 72.1％と増加した。実施前後の回答

の差は有意であった（P＜0.001）。男女間に差が認

められた（P＜0.001）。また、「どちらとも言えな

い」と回答した者が実施前で全体 44.3％、実施後

でも全体 38.9％と中間的な回答も少なくなかった。 

教員の喫煙に対する意識では、「悪いことであ

る」および「どちらかと言えば悪いことである」

と回答した者が実施前は全体48.7％、男性32.6％、

女性 59.7％であり、実施後は全体 54.2％、男性

38.1％、女性 65.6％と増加した。実施前後の回答

の差は有意であった（P＜0.001）。社会一般の喫煙

に対する意識と同様、男女間に差が認められた（P

＜0.001）。また、「どちらとも言えない」と回答し

た者が実施前で全体 49.9％、実施後でも全体

44.0％と中間的な回答も少なくなかった。 
3-4 受動喫煙に対する意識 

受動喫煙に対する意識では、「問題である」と回

答した者が実施前全体 75.3％、男性 64.7％、女性

82.4％であり、実施後は全体80.4％、男性70.8％、

女性 86.8％と増加した。実施前後の回答の差は有

意であった（P＜0.001）。全体的に高い問題意識が

あった。男女間に差が認められた（P＜0.001）。 

学校敷地内の受動喫煙に対する意識では、実施

前「問題である」と回答した者が全体 81.9％、男

性72.6％、女性88.1％であり、実施後は全体86.6％、

男性 77.9％、女性 92.4％と増加した。受動喫煙に

対する意識よりも全体的に高い問題意識があった。

実施前後の回答の差は有意であった（P＜0.001）。

男女間に差が認められた（P＜0.001）。 

どちらも増加がみられたが、特に学校敷地内の

受動喫煙に対する問題意識が強い点は注目できよ

う。 

3-5 喫煙防止教育に対する意識・行動 

喫煙防止教育が「必要である」と回答した者は、

実施前全体 86.0％であり、実施後全体 89.7％と増

加した。実施前後の回答の差は有意であった（P＜

0.001）。 

喫煙防止教育は全教員が関わって行うものかと

いう問いに対して、「そう思う」と回答した者は、



実施前全体 85.6％であり、実施後全体 88.3％と増

加した。実施前後の回答の差は有意であった（P＜

0.001）。 

実施後の喫煙防止教育に対する姿勢は、「変化は

ない」と回答した者が７割以上（全体 72.2％）で

はあったが、「力を入れて取り組むようになった」

および「どちらかと言えば力を入れて取り組むよ

うになった」と回答した者が２割以上（全体

27.6％）であった。 

喫煙経験が低年齢化している現在、学校で全教

員がかかわって喫煙防止教育を行うことは、理想

の形であろう。 

3-6 学校敷地内禁煙における変化 

 児童・生徒と教員との間のかかわりが「良くな

った」と回答した者が全体 5.2％、男性 5.3％、女

性 5.2％であった。「変化はない」と回答した者が

約９割（全体 85.9％）を占めた。「悪くなった」と

答えた者はいなかった。 

 教員同士の会話やかかわりは、「良くなった」と

回答した者が全体 6.4％、男性 2.6％、女性 8.5％

であった。「変化はない」と回答した者が約８割（全

体 78.2％）を占めた。 

 健康に対する意識は、「気にするようになった」

および「どちらかと言えば気にするようになった」

と回答した者が全体 23.6％、男性 26.6％、女性

21.5％であり、２割以上が健康に対する意識が変

化していた。 

 勤務態度は、「変化はない」と回答した者がほと

んど（全体 90.1％）であったが、男性では「良く

なった」および「どちらかと言えばよくなった」

と回答した者が 8.8％、「悪くなった」および「ど

ちらかと言えば悪くなった」と回答した者が 7.4％

であった。 

 校内環境が「良くなった」および「どちらかと

言えば良くなった」と回答した者が、全体 57.8％、

男性 52.4％、女性 61.9％と半数以上が校内環境の

良化を指摘していた。 

 目立った変化はなかったが、「悪くなった」とい

う回答は数少なく、良い影響を及ぼしていると解

釈できるであろう。 

3-7 学校敷地内禁煙に対する期待 

 「教員の喫煙やタバコに対する意識を変えるこ

とができると思うか」との質問には、「そう思う」

および「どちらかといえばそう思う」と回答した

者が約７割（全体 73.2％）であった。 

 「教員の喫煙やタバコに対する行動を変えるこ

とができると思うか」との質問には、「そう思う」

および「どちらかといえばそう思う」と回答した

者が約７割（全体 67.4％）であった。 

 「児童・生徒の喫煙やタバコに対する意識を変

えることができると思うか」との質問には、「そう

思う」および「どちらかといえばそう思う」と回

答した者が約６割（全体 64.2％）であった。 

 どの項目も６割以上が前向きな回答をしており、

学校敷地内禁煙に対する教員の期待が高い。 

 「学校敷地内禁煙は良いものか、悪いものか」

との質問には、「良いものである」と回答した者が

全体 65.5％、男性 48.9％、女性 77.5％であった。

全体では約７割であったが、男性では５割に満た

ず、女性は８割に近かった。男女間に差が認めら

れた（P＜0.001）。 
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4．結論 

本研究は、学校敷地内禁煙の成果について明ら

かにすることを目的として、Ａ市内公立小中学校

の教員 570 名を対象として実施し、次のような結

果を得た。 

1) 学校敷地内禁煙実施後に喫煙量が減った者は
32 名いた。しかし、その理由は「自分の健康

を考えて」とする者が多かった。 

2) 喫煙に対する意識は、社会一般においても、
教員においても「悪いことである」および「ど

ちらかと言えば悪いことである」と回答した

者が増加し、半数を占めた。 

3) 受動喫煙に対する意識は、「問題である」と回
答した者が増加し、約８割を占めた。学校敷

地内禁煙においては特に「問題である」と回

答した者が多かった。 

4) 学校における喫煙防止教育が「必要である」、
喫煙防止教育は全教員がかかわって行うもの

だと回答した者が増加し、約９割を占めた。 

5) 教員の喫煙やタバコに対する意識や行動を変
えることができると回答した者が約７割であ

った。 

6) 児童の喫煙やタバコに対する意識を変えるこ
とができると回答した者が約６割であった。 

7) 学校敷地内禁煙を「良いものである」と回答
している者が約７割であった。 

以上のことから、学校敷地内禁煙の効果が認め

られたといえる。ただし、項目によっては男女差

のあるもが見られ、今後この意識の差を埋めてい

くことも必要と考えられる。また、学校敷地内禁

煙の目的を理解できず、学校「敷地外」喫煙が存

在することは問題であり、そのような喫煙教師に

対して今後どのような措置を取っていくかも同時

に考えなければならない。 
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