情報提供
報道関係者各位
2020 年 2 月 7 日
禁煙推進企業コンソーシアム

改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例全面施行直前
イベント『時代を創る

禁煙推進と従業員の働き方 2020』

～先進企業が「禁煙推進と従業員の働き方」を世の中に宣言～

2019 年 4 月に東京都に事業所を置く企業を中心に発足した『禁煙推進企業コンソーシアム』 23
の会員企業／団体でのスタートから約１年。現在、禁煙を強く進める先進企業会員も、31 に広がり
ました。このたび、2020 年 4 月 1 日の改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例全面施行に先
立ち、禁煙推進企業コンソーシアムでは、人生 100 年時代を迎え、社員の健康の重要性、そして企
業の禁煙推進を広げていくために、東京都医師会と共催でイベントを開催することになりました。

現在禁煙推進企業コンソーシアムの会員企業は、社員の健康増進を主目的とし、社内喫煙率の低
下を共通の目標として様々な取り組みノウハウを共有しております。各会員企業は個々の喫煙率目
標に対して、期待以上の低下をしておりますが、禁煙の重要性がより社会に浸透することにより、
この活動はより一層進むものと期待しております。
3 月 4 日（水）のイベントでは、会員企業を代表してファイザー ジョンソン・エンド・ジョンソ
ン ロート製薬 アフラック ＳＯＭＰＯひまわり生命 エムステージホールディングス等の企業が
登壇するだけでなく、先進事例を含めた「禁煙推進ノウハウ」を発表します。
また、東京都知事 小池百合子様にもゲストとしてご登壇いただき、4 月 1 日の改正健康増進法
及び東京都受動喫煙防止条例全面施行直前期でのご挨拶も頂戴する予定です。

■ 禁煙推進企業コンソーシアムイベント
「時代を創る 禁煙推進と従業員の働き方 2020」
日時：

2020 年 3 月 4 日（水）

午前の部 10 時 30 分～12 時 30 分（開場 10 時 00 分） 企業経営層／健康経営担当者向け
午後の部 14 時 00 分～16 時 00 分（開場 13 時 30 分） 報道／メディア様向け宣言イベント
場所：

東京都医師会館 2F 講堂
東京都千代田区神田駿河台 2-5

ゲスト： 東京都知事 小池百合子様【予定】
主催：
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公益社団法人 東京都医師会
後援：

東京都（申請中）

【イベント詳細】
午前の部 10 時 30 分～12 時 30 分（開場 10 時 00 分）
企業の健康経営担当者／企業経営層向け
※報道関係者の方もお席はご用意させていただいております。
主なプログラム
10:38～ 講演「健康経営と禁煙推進」
ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ

統括産業医

11:00～ 講演「禁煙推進を一歩進めるノウハウ共有」ファイザー他
※配布物：企業の禁煙推進を一歩進める「禁煙推進ノウハウ BOOK（仮）
」

午後の部 14 時 00 分～16 時 00 分（開場 13 時 30 分）
報道関係者向け
※企業の健康経営担当者／企業経営層の方もお席は用意させていただいております。
主なプログラム
14:17～ 禁煙推進先進企業による「禁煙推進と働き方宣言」
※小池都知事もご登壇予定
14:33～ 東京都 小池都知事ご挨拶【予定】
14:45～ パネルディスカッション「経営層の役割：企業ならびに社会に対して出来ること」
登壇予定者
アフラック生命保険株式会社

代表取締役社長 古出眞敏

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ

コンシューマー・ヘルス・ジャパン代表

マリオ・スタイン
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 取締役常務執行役員
公益社団法人 東京都医師会

会長

小林健一

尾﨑治夫

ファイザー株式会社 代表取締役社長 原田明久
ロート製薬株式会社 代表取締役会長 山田邦雄
株式会社エムステージホールディングス 代表取締役 兼 グループ CEO 杉田 雄二

※当日の登壇者は告知なく変更になる可能性がございますことご了承ください。
※お申込みは、下記からお願い申し上げます。

http://ptix.at/AC584C
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禁煙促進の動き
平成 28 年度の厚生労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」では、日本人
の年間死亡者は、能動喫煙によって約 13 万人、受動喫煙によって約 1 万 5 千人（肺がん、虚血
性心疾患、および脳卒中による死亡）と推計されていると報告されており、禁煙は最も基本的か
つ効果的な対策であると考えられています。また、東京都では、都民の健康促進の観点から、そ
して 2020 年の東京五輪に向け、受動喫煙防止対策を推進していくため、
「東京都受動喫煙防止条
例」を制定しました。

本コンソーシアムはこれらの背景を踏まえ、「社内禁煙の推進」に特化し、参加企業は、2018 年
3 月に閣議決定された「がん対策推進基本計画（第 3 期）
」で目標としている 2022 年度の喫煙率
12％について、社内で達成することを共通の目標とし、より健康的な企業を目指しております。

【禁煙推進企業コンソーシアム

参加企業および団体】 （五十音順・31 企業／団体）

株式会社ＩＤホールディングス

株式会社ＳＫＹグループホールディングス

アフラック生命保険株式会社

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

株式会社イトーキ

ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社

株式会社 AHS

株式会社ダイアナ

株式会社 榮太樓總本鋪

株式会社ダイナム

株式会社エムステージホールディングス

中外製薬株式会社

株式会社 MTG

公益社団法人東京都医師会

株式会社オートバックスセブン

日本アイ・ビー・エム株式会社

オムロン ヘルスケア株式会社

日本光電工業株式会社

協和キリン株式会社

公益財団法人日本対がん協会

医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

ファイザー株式会社

佐藤製薬株式会社

ミサワホーム株式会社

三京化成株式会社

株式会社メディヴァ

株式会社資生堂

メドケア株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グルー

株式会社龍角散

プ

ロート製薬株式会社

本リリースのお問い合わせ
禁煙推進企業コンソーシアム事務局（株式会社シーピーユー） 米田哲郎
EMAIL: press@kinen-support.com
イベントの申込

http://ptix.at/AC584C
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禁煙推進企業コンソーシアムイベント
参加お申込み書（報道関係者用）
下記の必要事項をご記入いただき、2 月 28 日（金）までに、下記までご返信ください。

返信先 FAX: 03-6456-2071 / メール: press@kinen-support.com

貴社名

媒体名
ご参加者情報
お名前

電話番号
FAX 番号
電子メール
※ 複数名でご参加される場合は、備考欄に参加される方のお名前、または人数を
ご記入ください。
※ 後日個別取材をご希望の場合は、その旨をご記入ください。担当者より折り返
しご連絡いたします。

備考欄

■お問い合わせ先
株式会社シーピーユー 禁煙推進企業コンソーシアム担当
EMAIL: press@kinen-support.com

米田哲郎（080-1230-4122）※留守電をいれていただければ別途折り返し致します。
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