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２．喫煙について 

 

問４０ 現在，たばこを吸っていますか。（○は１つ） 

 

現在，たばこを吸っているかについては，「現在も過去も吸っていない」が 53.2％で最も高く，次

いで「過去に吸っていたが，現在は吸っていない」が 31.0％，「吸っている」が 14.5％の順となって

いる。 

前回調査に比べて，「吸っている」と回答している割合は 0.9ポイント，「過去に吸っていたが，現

在は吸っていない」と回答している割合は 2.7ポイント高くなっている一方で，「現在も過去も吸っ

ていない」と回答している割合は 2.5ポイント低くなっている。 

性別でみると，男性では「吸っている」「過去に吸っていたが，現在は吸っていない」が女性より

高い一方で，「現在も過去も吸っていない」の女性の割合は７割を超えている。 

年齢別にみると，31～35歳，51～60歳においては「吸っている」の割合が２割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

■性別とのクロス集計結果 

 

 

 

 

 

 

■年齢とのクロス集計結果 
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吸っている 過去に吸っていたが，現在は吸っていない 現在も過去も吸っていない 無回答
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問４１ 受動喫煙について知っていますか。（○は１つ） 

 

受動喫煙の認知度については，「言葉も意味も知っている」が 84.5％で最も高く，次いで「言葉は

知っているが意味はよく知らない」が 7.2％，「言葉も意味も知らない」が 6.0％の順となっている。 

前回調査に比べて，「言葉も意味も知っている」と回答している割合は 7.1ポイント高くなってい

る一方で，「言葉も意味も知らない」と回答している割合は 6.3ポイント低くなっている。 

性別でみると，「言葉も意味も知らない」の割合は男性より女性が高くなっている。 

年齢別にみると，71 歳以上を除く年齢層において「言葉も意味も知っている」と回答している割

合が８割を超えている一方で，71 歳以上においては「言葉も意味も知らない」が，他の年齢層に比

べて高くなっている。 

現在の喫煙状況別にみると，喫煙経験の有無に関わらず，「言葉も意味も知っている」の割合は８

割を超えている。 

 

 

 

 

 

■性別とのクロス集計結果 

 

 

 

 

 

■年齢とのクロス集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現在の喫煙状況とのクロス集計結果 
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