
第１４回総会・１月定例会 開催 

「神奈川会議」長谷 章 理事が記念講演 
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「神奈川の条例は突破口」 

ぜひ神奈川以上の条例を 

 今年の記念講演は、神奈川県藤沢市・長谷内科医院院長の長谷章先生(右 

写真)にお願いしました。長谷先生は「禁煙．分煙活動を推進する神奈川会議」

の理事として、「神奈川県公共施設における受動喫煙防止条例」成立に尽力されまし

た。 

 同条例の制定は画期的なことでしたが、禁煙を推進する関係者には飲食店やホテ

ルなどの分煙を認めたことを問題視する人も少なくありません。しかし、「あくまでも全

面禁煙で進めていたら（議会で否決され）ゼロになってしまっていた。（分煙を認めた

のは条例成立の）妥協点としてやむを得なかった」と説明。神 奈川の条例を突破口



として、兵庫や千葉をはじめとして各地で神奈川を上回る条例ができれば、タクシー

の禁煙化のように全国に広がることが期待できるとし、 神奈川の条例も通常は５年

で見直すとされるところを当時の松沢知事が３年とした点を評価してほしいと強調され

ていました。 

 最新のアンケート調査によれば、神奈川県民の８割以上が、喫煙者でも６割が条例

に賛成しており、条例をもっと厳しくしてほしいという人が４４％で、現状 のままでいい

という４２％を上回ったとのこと。さらに、同県民の８割が国による規制を望んでいるそ

うです。 

 また、台湾では2009 年１月に警察が取り締りを行なう煙害防止法が施行されていて、

３人以上が集まる場所は全て禁煙とのこと。これで職場も家庭もほとんど禁煙にでき

ます。 営業店舗についても２１時以降に開店する店は喫煙可能ということで、食事や

喫茶が中心の店は自動的に禁煙に。実にシンプルで合理的な規定で、日本でも導入

してほしいものです。 

 「国が（受動喫煙防止法を）作るまでは全国各地で（条例制定を）進めるべきで、目

指すことは同じなのだからいろんな進め方があっていい、大事なのは未成 年や妊婦

の保護、千葉県も頑張ってください」と 神奈川会議からのメッセージです。 

 

============================================================== 

２ 月の定例会は 

２月９(木)午後７時～９時 
                エスト   

於：船橋市＜cafe EST＞ 

Tel（０４７）４３１－６０７７ 

（船橋駅南口スクランブル交差点角・スクエア１ビル２F） 

※エストさんでは思い思いに会食しながらのスタイルです 

=============================================================== 

 

県内自治体・議員、静岡、東京からも 

 

 講演には市議会議員さんも加えた当会メンバーのみならず、柏市、

流山市、船橋市の担当者が、東京からは一昨年講師を務めてくださっ

http://www.geocities.jp/tmkc_island/news/image/12.2est.pdf


た高岩寺・来馬明規氏が、静岡からは県外会員の加藤一晴さんも参加され、地域を

超えた語り合いができました。また、千葉県受動喫煙防止対策検討会の会長を務め

られた羽田明さん（左写真）、独自に活発な要望活動を続けている松戸市のＫ．Ｍ．さ

ん、当日に入会くださった君津市のＫ．Ｙ．さん（歯科医）からも独自の活動のお話を

伺うことができました。Ｋさん製作のポスター、シールは残部僅少ですが、ご希望の方

には定例会でお分けできます。 

 

浦安市・Ｔさんが休養 

 記念講演後に開催された第１４回総会で、代表世話人、副代表、事務局・会計、会

計監査の全員留任、浦安市世話人のＴ．Ｒ．さんの休養が了承されました。Ｔさんは

現在、浦安市を離れて療養されています。今年度の役職・世話人は以下のとおりです

（敬称略）。 

▼世話人…大谷美津子（船橋市/１１期目＝代表世話人/６期目）、Ｂ．Ａ．（習 志野

市/９期目＝副代表/３期目）、Ｈ．Ｍ．（流山市/５期目＝副代 表/３期目）、中久木一

乘（船橋市/１４期目＝相談役）、島崎洋一（船橋市/１４期目＝事務局・会計/１４期

目）、田那村雅子（千葉市/７期目）、Ｉ．Ｓ．（船橋市/３期目）、星野啓一（柏市/２期目） 

▼会計監査…Ｋ．Ｉ．（千葉市/７期目） 

 

第５回検討会開催 年度内に報告書提出 

 

 １２月２２日に開催された第５回検討会で検討日程を終了した千葉県受動喫煙防止

対策検討会（会長・羽田明千葉大大学院医学研究院教授）は、公共空間での喫煙を

禁止する受動喫煙防止条例の制定を県に求めることなどを盛り込んだ報告案をまと

めました。子どもや妊婦の保護に配慮し禁煙の基準を設定。教育や医療 機関、官公

庁などでは敷地内を禁煙としたほか、公園や通学路では屋外も禁煙とする防止策を

示したことが特徴。原案どおりの内容で年度内に知事に報告書が提出される予定で

す。  

 

市民公開講座で大谷代表が講演 

 

 1 月 14 日の第 4 回市民講座（NPO 法人 医療・福祉ネットワーク千葉主催）の大谷

代表の講演された「がんとタバコ 吸う人も吸わない人も危ない」という内容は、所々

声のトーンや抑揚に配慮されていて、説得力のある事例をあげての説明がとてもわ

かりやすかったです。 



 特に 1980 年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニュウムを 99 パーセ

ント除染する方法があったにもかかわらずタバコ産業は何の対策も行 なってこなか

ったという事実は衝撃的でした。 

 喫煙所や換気扇のそばで喫煙してすぐに戻ってきた喫煙者から吐き出される息や

衣服から、不快に臭っていたのは経験的に知ってはいたのですが、それが体にとって

有害で、きちんと数値で表わされているということもわかりました。これまでまるでゴジ

ラのように吐き出される息に何度苦しめられたかわかりません。 

 佐倉市の保健師さんの方にも積極的に学校・一般企業等での禁煙講座を実現して

欲しいと、特に大谷さんを強く推薦しておきました。  

【佐倉市・Ｉ．Ｋ．】 

 

【短信】 

◆１２月１５日まで開催された船橋市議会第４回定例会で杉川 浩議員（自由市政会）

が第２回定例会に続き学校敷地内全面禁煙について一般質問。「近隣市ではできて

いるのに船橋市ができない理由は何か」との問いに市は 「敷地内もしくは建物内禁

煙の学校は増加しており成果は上がっている。今後も各学校の実情に応じて機会を

とらえて働きかけていく」と答えるにとどまった。 

◆全国 27,000 件以上の禁煙・分煙飲食店情報を掲載した 口コミグルメサイト「禁煙

スタイル」の管理人が１月１６日から開設者の岩崎拓哉氏から丸山純さん（市川市）に

交代。 

◆子どもを含む日本人の死因となった危険因子を比較した東大・阪大などの研究に

よると、07 年の年間死亡者約１１０万８千人のうち喫煙が原因でがんなどで 亡くなっ

た大人が約１２万９千人と最も多かったと推定されることがわかった。２番目は高血圧

の約１０万４千人。WHO による 04 年の全世界の死亡者約 5900 万人の分析では、最

多が高血圧で、喫煙は２番目。 

 

空気も美味しい店・千葉 

 

＊更 新 情 報 

【複合型商業施設】 

ららぽーと TOKYO-BAY 

 船橋市浜町２－１－１ 

 （JR 南船橋駅、京成船橋競馬場駅から無料バス） 

＜新規無煙店＞ 

http://www.geocities.jp/tmkc_island/chiba/index.htm
http://tokyobay.lalaport.net/pc/shop_guide/restaurant_cafe/


 大戸屋 ごはん処（和食/北館３F） 

  TEL047-４２１－７６３６／１１時～２２時 

 串家物語（串揚げ/南館３F） 

  TEL047-４２１－７３２７／１１時～２３時 

 パスタフローラ（パスタ/南館１F） 

  TEL047-４９５－０７３０／１１時～２２時 

■退店…ラケーリ、フルーツパッソ（北館１F） 

※西館は建て直しのため、１月２９日で閉館。 

 

ららぽーと柏の葉 

 柏市若柴１７５ 

 （つくばエクスプレス・柏の葉キャンパス駅西口前） 

＜新規無煙店＞ 

 大戸屋 ごはん処（和食/３F） 

  TEL04-７１６８－１９０１／１１時～L.O.21 時 30 分 

■退店…沼津魚がし鮨 

 

＜＜事務局 備 忘 録＞＞ 

 

 ▼12.26(月)君津保健所から小学校での講演依頼 

▼12.28(水)別納で１５９号を１１３通発送 

 ▽サポセンに１５９号８部配置、２部掲示依頼（１５８号残６部）、総会、大谷代表が

講演する市民公開講座のチラシ、ポスターも依頼 

▼12.31(土) WEB 版購読会員に WEB 版１５９号のお知らせ、関係各位宛、新

[muen]ML に WEB 版１５９号のご案内配信 

▼'12.1.2(月)一部関係者宛年賀状投函 

▼1.3(火)会員、関係者宛年賀状投函 

 ▽Ｋさんに 12.16～12.31 収支記録送信 

 ▽首都圏協議会サイト担当氏に総会・記念講演会＆１月定例会情報掲載依頼メー

ル、ちば環境情報センターサイト「談話室」に書き込み、千葉ＮＰＯ情報ネッ トに掲載

申請 

▼1.6(金)ららぽーとバスのりば後方にあった喫煙所がなくなっていた。ただし、無料送

迎バスの１つ手前の降車場近くには出入り口をはさ んだ反対側に喫煙スペース。降

車場からは７m 程度は離れているが、出入り口のすぐそばなので受動喫煙必至  

▼1.8(日)「タ バコやめてネ」コンテストにご参加を配信 

http://kashiwa.lalaport.jp/shopguide/gourmet.html


▼1.9(月)ららぽーと柏の葉に無煙店更新情報問い合わせメール→ 即日、回答メー

ル 

 ▽県内関係者に週末の２つのイベント案内配信  

▼1.27(金) 夜、船橋駅北口で久々にクルマから火がついたままのタバコの投げ捨て

を目撃。１０m 以上先で渋滞もなかったので残念ながら返却できず 

★この間にメールで配信した事務局通信は４３３～４３７号、メール版<メンバーズ ボ

イス>６０７～６１３号。 

 

★第１４回総会・記念講演会、１月定例会は１５日、 船橋市浜町公民館で開催し、非

会員１０名、当日入会１名を含む２５名が参加しました。同日＜ほっと家＞さんで開催

した新年会には９名が参加。 

★新加入…Ｋ．Ｙ．さ ん(君津市、1／15)、Ｈ．Ｓ．さん(千葉市、1／25)＝１月 ３１日現

在で会員は１１３名 

 

m(..)m カンパ御礼 m(..)m 

 Ｋ．Ｙ．さん（船橋市、1／7）、来馬明規氏（東京都、 1／15）、 

中久木一乘さん（船橋市、1／17）、Ａ．Ｙ．さん（八千代市、 1／18）、 

Ｈ．Ｋ．さん（流山市、1／21）、安井幸一さん（東京都、 1／25） 

 

……………………… 編 集 後 記 ………………………… 

 冊子版『空気も美味しい店・千葉版』は来月以降になります(S.Y)  

 


