WHO 世界禁煙デー記念 第５回ＴＭＫＣ全
県調査

World
No-Tobacco Day

県内市町村３４議会で喫煙率調
査
ＴＭＫＣは０８年から世界禁煙デーにちなんだ活
動として、県内全市町村を対象にインターネットを
利用したアンケート調査を実施しています（一部
Fax）。今年のテーマは「県内自治体議会の喫煙
率調査および議員控室状況」。 ４月１６日に、今
回は県内全５４市町村に千葉県も加えて一斉送
信しました。 設定した回答期限の５月１４日まで
に回答が届いたのは、県および５４市町村（３６市
１７町１村）のうち県および３０市９町で、回答率は
７２.７％。催促を重ねて、２１日に県および全市町
村からの回答が揃いました。
当初は議員の喫煙率を訊くことが主眼でした
が。喫煙率を調査しているのは３４議会（６１.8％）
のみで、残念ながら全議員の喫煙率は判明しま
せんでした。県議会、千葉市、船橋市、柏市議会
など大規模議会で軒並み調査していないのは残
念です。議員の喫煙率の低い西地域（6／14 市
町）、東地域（4／8 市町）、中央地域（3／9 市町）
で調査率が低く、喫煙率が高い南地域（21／23
市町村）で調査率が高かったのは意外でした。
ただ、全議会で喫煙率調査を行なっているとは
期待していなかったことも事実で、むしろ予想以
上の調査率だったと言えます。調査を依頼した翌
日に議員の喫煙率を回答してきたところも複数あ
ることから、今回の依頼に関係なく調査していたと
ころも少なくなかったようです。 そこで、調査の主
眼を「議員の喫煙率」から「議会の喫煙率調査状
況」としました。
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（タバコ産業の干渉）
タバコ産業の妨害を許す
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５月３１日～６月６日は禁煙週
間（厚生労働省）

世 話 人 か ら の メ
ッ セ ー ジ
みな、社会を良くしたい
「駅のホームで喫煙している人」
も社会を悪くしたいとは思ってい
ない。「職場の禁煙を義務から努
力に引き下ろした議員」も同じだ。
ヒトはいろいろで、社 会を良くす
る方法についての考え方もみな
違う。これらの人を無知、無能と
非難したところで、社会は少しも
良くならない。
このような社会を良い方に変え
てゆくには、法的な改善が急には
期待できない現状では、世論を
変えて行くのが近道に思える。そ
の時、社会の反発を避けて同 意

県民より高い議員の喫煙率
調査している議会の議員６６０人のうち喫煙者
は１５８人で、喫煙率は２３.9％。千葉県が実施し
た平成２３年度生活習慣アンケート調査の全体
（2,694 人）喫煙率１７.4％よりかなり高くなってい
ます。

を得ながらという行動が重要であ
ろう。
例えば「分煙」は医学的に有害
であることは明らかであるから、
法的な面から考えれば推奨はで
きないが、「分煙」は社会に受け
入れられやすい、無煙の良さ に

地域別の喫煙率は、西地域１８.3%、東地域１
５.3%、中央地域１９.7%、南地域２８.6%。議員の喫
煙率が最も低かったのは東地域・香取市議会の
８％（２５人中２人が喫煙者）で、最も高かったの
は南地域・長南町議会の５０％（１４人中７人が喫
煙者）。

気づく発端になる、禁煙区域での
被害は弱くなる等々、社会的には
「分煙」の利点を認める考えもあ
る。一方、良くないモノは絶対だ
めと考え、分煙を認めた 人や条
例を非難する人もいる。経済面か
らみても、分煙は今の社会が変
====================================
わるには必要悪という人もいる
==================
し、無駄な投資と強く非難する人

６月の定例会は
６月７(木)午後７時～９
時
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もいる。個人的にも、時 間分煙
の店でも禁煙時間帯なら利用し
て禁煙を応援したいとの意見もあ
るし、完全禁煙でないレストランを
利用するのは反活動的と言う人
もいる。
私達は、タバコ問題の解決とい
う目標に向かって、いろんな考え
と進め方があることを容認して、

自分達以外とも可能な範囲の協
力をしながら今後も活動を続 け
TEL047-４３１－６０７７
たい。
（船橋駅南口スクランブル交差点角・スクエ
（船橋市・中久木 一乘）

ア 21 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
====================================
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議員控室の禁煙率は７４.5％
議員控室の状況については０９年にも調査しており、同年の禁煙率は６４.３％（３６
／５６：当時。県議会は対象外だった）でした。全体的にみれば禁煙率は高まっていま
すが、一部で禁煙から喫煙室が設けられたり（匝瑳市）、仕切られていないながらも喫
煙スペースが限られていたのに喫煙可能となった（旭市）のは残念。０９年より禁煙率
が高まったのは、西地域と南地域で、東地域と中央地域では変化がありませんでした。
喫煙率の高い南地域でも議員控室の禁煙率は上がっており、喫煙率が４０％を超え
る議会の議員控室もほとんどが禁煙。議員の喫煙率と議員控室の禁煙率との相関
関係は、あまりないようです。
§
§
§
初の試みとして調査結果を地図上にも示してみました。ＴＭＫＣサイトのトップページ
からダウンロードできます。ご覧になりたい方は直接事務局へも。また今回の調査結
果を報道用として２８日に県庁の県政記者会に提供しました。

勉強会参加希望はお早めに！
今年のＴＭＫＣ勉強会は、「神戸先生、行ってらっしゃい ! でも すぐにでも帰って
来てね。ずっと待ってるよ」会として、福島県南相馬市の病院へ赴任される旭市の神
戸敏行さん（国保旭中央病院）にお話を伺います。参加ご 希望の方はお早めに事務
局までご連絡ください。
◎日時：７月７日(土)１５時～
◎会場：田那村内科小児科医院（京成「千葉中央」駅前）
◎懇親会会費：３,０００円
（勉強会の後、引き続き同医院ラウンジで開催します）

《SUPP0RTER'S VOICE》
◎大谷様
おはようございます。
お元気に御活躍のこととお慶び申し上げます。
御多忙の中にも係わらず御連絡いただきありがとうございます。タバコ問題につい
ては、皆さんの日本における取り組みが着実に成果として随所に根付いてい ると感
じられる今日この頃です。
といいますのは、昨年９月にスイスに、この４月にドイツに出かける機会がありまし
た。その際、どちらの国も駅のプラットホームやバス停、歩道上など、現在の千葉県

内では考えられない程の喫煙者がおり、不快であるとともに驚きも極めて大きなもの
がありました。特に、若い女性を中心とした女性喫煙者も数多く見受けられました。
ヨーロッパは先進国というイメージを持ちますが、ことタバコの問題については発展
途上国と言えるのではないかと感じた次第です。
７月７日にお会いできることを楽しみにしています。
（千葉ヘルス財団・Ｆ．Ｎ．）

空気も美味しい店・千葉
【カフェ】
ブルーシャ ：無煙
八千代市保品９６９－２
（八千代市少年自然の家から徒歩５分）
TEL047ー４８８ー５２００
１１時～１８時 （12～14 時ランチあり）
火曜定休
※古民家をリノベーション。ギャラリー併設
【大型商業施設】
流山 おおたかの森 S・C
流山市西初石６－１８５－２
（つくばエクスプレス、東武野田線「流山おおたかの森」駅)
＜無煙＞（１０／２２店）
[１F]
コールド・ストーン・クリーマリー（アイスクリーム TEL04-7155-6669/10～21 時)
ベーグル＆ベーグル(ベーグルカフェ TEL7136-1685/L.O.21 時)
[３F]
うどんのう(TEL7156-6710/L.O.21 時 30 分)
かつ工房 和幸 (TEL7156-7521/L.O.21 時 15 分)
四六時中（和食 TEL7156-5651/L.O.21 時 15 分)
トラットリア サレルノ（イタリアン TEL7156-7631/L.O.21 時 15 分)
ナナズ・グリーンティー（和カフェ TEL7153-6351/L.O.21 時 30 分)
バケット（ベーカリーレストラン TEL7140-5250/L.O.21 時 15 分)
ぷんぷくまる（中国料理 TEL7156-1170/L.O.21 時 30 分)
ポムの樹たまご物語（卵料理・洋食 TEL7156-6731/L.O.21 時 30 分)

■閉店…自然食レストラン 華音（習志野市：無煙）
【短信】
◆禁煙行政を進める小宮山洋子厚労相が主導し、労働者の受動喫煙対策を盛り込
んだ労働安全衛 生法改正案に与野党内から「現実的な案ではない」などと不満が噴
出。民主党は全面禁煙などを義務づけた規定は削除し、客離れが懸念される飲食店
などに配慮 した新たな受動喫煙防止策を政府に検討するよう求める規定を付則に
盛り込んだ。今回の修正案では事業者に受動喫煙防止に向けた「努力義務」も課さな
い内容 となり、新たな対策を講じる必要はなくなる。すでに自民党など野党と大筋合
意しており、改正案は修正の上、今国会で成立する見通し。

＜＜事務局 備 忘 録＞＞
▼4.29(日)１６３号１１８部プリントアウトのつもりが３ 部ロス。明日発送できないので
本日はこれまで
▼5.1(火) 今年度通信・活動協力費未払いの２名に WEB 版閲覧への切り替え確認メ
ール
▽大網白里町から回答
▽別納で１６３号を９７通（会員４０通、贈呈等５７通）発送
▽習志野市健康づくり支援課から講演依頼について問い合わせ Tel
▽Ｕさんに画像ファイルを添付して１６３号原稿を送信
▼5.2(水) 鋸南町、市原市、香取市から回答
▽サポセンに１６３号８部配置、２部掲示依頼（１６２号残５部）
▼5.3(木) Ｕさんから WEB 版１６３号アップ連絡メール→WEB 版購読 会員に WEB 版
１６３号のお知らせ、関係各位宛、新[muen]ML、全県調査回答自治体担当宛に WEB
版１６３号のご案内配信
▼5.4(金) 自然食レストラン華音宛の贈呈会報が「あて所に尋ねあたりません」で返
送されて来た。ネットのストリートビューで見ると、シャッターが降りていた
▼5.7(月) 習志野市から回答
▽タバコ問題首都圏協議会宛情報提供コーナー用原稿投函
▽事務局通信４５２号（５月定例会案内）配信
▼5.8(火) 「タバコやめてネ」コンテストにご参加を配信
▼5.9(水) 東金市、木更津市、船橋市から回答
▼5.10(木)「食べログ」に完全禁煙と記載されていた千葉市の韓国料理店が禁煙でな

いことが判明
▽中久木相談役から「世話人からのメッセージ」
▼5.11(金) 東庄町から回答
▼5.12(土) ふなばし健康まつり 2012 の出展者募集案内
▽Ｋさんに 4.12～5.9 収支記録送信
▼5.14(月) 山武市（回答漏れあり）、御宿町、千葉市、千葉県、柏市（Fax）から回答
▼5.15(火) 残１５市町村に催促メール＆サイトから送信→白子町、館山市、印西市、
市川市、八街市（Fax）、長生村、九十九里町から回答
▼5.16(水) 富津市から回答
▼5.17(木) 佐倉市から回答
▼5.18(金) 多古町から Fax で回答＝紙づまりで気づいたのは２１日
▼5.21(月) 睦沢町、栄町（Fax）、芝山町、君津市、酒々井町から回答＝県および全
市町村からの回答が揃う
▼5.24(木) 県政記者会に記者会見のセッティングについて問い合わせ Tel→今月の
幹事のひとつである産經新聞に Tel して担当記者からの連絡を待ったが、結局連絡
なし
▼5.26(土) 全国禁煙推進協議会からニュースレター１０６号など
▼5.28(月) 全県調査結果資料を県庁の県政記者室に持参
▽契約駐輪場で自転車がなくなる→盗難届
★この間にメールで配信した事務局通信は４５２～４５３号、メール版<メンバーズボイ
ス>６２９～６３２号。
★５月定例会は１０日、 千葉市・ちば環境情報センターで開催し、６名が参加しまし
た。＝５月３０日現在で会員は１１４名
【お詫び】１６３号１面リレートークをレクチャーされる村松広康先生は、正しくは村松
弘康先生でした。お詫びいたします。なお、WEB 版の 時点では誤りに気がついたた
め、１６３号で修正しました。

………………………

編 集 後 記

…………………………

おおたかの森 S・C はホームページで終日禁煙の飲食店が検索できるようになっ
てい
るのですが、テラス席で喫煙できるお店も含まれていました。もちろん本紙では除外
しています◆自転車が盗まれショック (S.Y)

