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の普及率が向上し、下水道の整備に
の莫大な維持費で財政を圧迫してい

では、大きな施設を作った後に、そ
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空気のバリアフリーを考え
オリンピックまでに禁煙都市に
齋藤麗子

より水洗トイレが普及し始め、汚れ
るところもあった。誘致レースに参

した際は、日本中で喜びに沸いたよ

一昨年のオリンピック招致が決定
その結果として

が奨励されていた。

ても減り、手洗い

よみがえ

た河川が蘇り、道路のゴミの投げ捨

うな雰囲気だった。１９６４年以来
赤痢、コレラなど

東京オリンピックの
レガシー（正の遺産）

２度目の夏のオリンピックが再び東
）
の感染症が減り （１、

が、最近はどこの

京に来るのである。前回のオリンピ

加したものの、予算がかさみすぎる
国でも室内は禁煙

公衆衛生思想の普

ために、断念した都市もあった。た
となっている。テ

ックの時には、私は中学生で、自宅

だ、パラリンピックを開催した後に
ラス席に灰皿があ

及というレガシー

は都市のバリアフリー化が進み、障
り、吸いたい人は

のすぐ近くの甲州街道を疾走するア

碍者スポーツの機会も増えるなどの
そこで飲食するよ

（正の遺産）が残

正の遺産が残るメリットもあった。
う に な っ て い る。

ベベ選手を間近に見たものだった。

では、 世紀の東京オリンピック
地下街のビルの中

ったイベントであ

では、次世代に対してどのような正

ではもちろん禁煙

当時は、オリンピックに間に合わ

の遺産が残せるのであろうか。喫煙

となっている。我

ったと思う（図１）
。

に対しては前回の場合と大きく違う

が国は、地下街の

せるように、新幹線や高速道路など

ことがある。１９６０年代は日本男

店舗での喫煙を禁

従来オリンピッ

性の喫煙率が ％を超えていた。し

止 し て い な い が、

が開通し、我が国の交通インフラ整

かし、最近は ％と減少している。

火事になった時の

クを開催した都市

さらに、タバコの受動喫煙の害が世

避難が難しいとこ

備の幕開けともいえた。また、水道

界的に明らかとなり、医学界の常識

ろもあり、８００

め、２００４年開催のアテネ以後夏

コの煙の無いオリンピックをすす

（国際オリンピック委員会）はタバ

ＷＨＯ（世界保健機関）とＩＯＣ

喫煙を禁止すべき

地下街は全面的に

防止の観点からも

るタバコは、火災

度の火が付いてい
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となっていることである。

季、冬季共にすべてのオリンピック

ではないか。

私は、大学１年

嫌と言えない
日本人の特徴

が、施設のみならず飲食店も含めて
禁煙となっていて、違反者には罰則
も科していることである。
私は旅行先の先進諸国やアジアの
国々で飲食店を利用することが多い

日本の水道の普及率と水系伝染病患者数と乳児死亡率の変化
図１
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1964 年に開催された東京オリンピックで入場する
日本選手たち。
（写真提供・共同通信社）

生（ ・ 歳）と３年生（ ・ 歳）
21

たちに苦しい思いをさせているの

少ない喫煙者が、数多い吸わない人

る現状がある。我が国では比率的に

者が受動喫煙による被害を受けてい

利用する風潮があり、多くの非喫煙

煙者も喫煙同伴者に合わせ喫煙席を

日本では、一般に男女ともに非喫

を遊ばせてはいけ

の濃度で、子ども

えると、外出自粛

が μｇ／㎥を超

日 ご ろ Ｐ Ｍ ２・５

度 に な っ て い る。

は北京以上の高濃

いる。

受動喫煙の問題は解決できる。現在

となれば、この非喫煙者と従業員の

場所に子どもを連れて入るのは、ま

という計測結果がある。そのような

Ｍ２・５は２００～８００μｇ／㎥

されている。このような表示が、子

ご遠慮ください」と掲示する例が示

では、喫煙席に「未成年者の入室は

などの表示が必要である。神奈川県

喫煙室の中のＰ

多くの国がそうしているように。

たしている。

飲食店の禁煙は従業員やバイト学生を守る

室禁止」
「未成年者の入室を禁じる」

所に喫煙所ができると、受動喫煙の

厚生労働基準局安全衛生部環境改善室（平成 年５月 日）

子ども連れが喫煙所に入ることが起
きてくる。実際に、そうした場面を
見かける。
閉鎖された喫煙所の中の空気の汚
受動喫煙による健康影響について

受動喫煙の有害性に係る認識

害は減少するが、新たな問題として

分煙ということで、いろいろな場

子どもを喫煙所に
連れて行くことの問題

どもを守る考え方を広める役割を果

図３

）
さに虐待と言えるのではないか （３。

神奈川県の条例の案内

喫煙所の入り口に、
「子どもの入

レストランや喫茶店がすべて禁煙

慢していることとなっている。

ない基準となって

多いという現状である。

も自己主張ができない女性がいまだ

あること、あるいは害を知っていて

受動喫煙の害についての認識不足で

これらの結果から言えることは、

【考察】

い（図３）
。

「嫌です」とはっきり断る人は少な

うぞと言って席を離れる」が続き、

が毎年一番多い。次に「どうぞ」
「ど

れたら、
「嫌だけど、どうぞと言う」

同席の人に吸ってもよいかと聞か

われる（図２）
。

めに、そのような機会が増えると思

成人となり喫煙する友人が増えるた

毎年いて、学年が進むほどに増える。

席に座ることがある」と答えた人も

「吸わないが吸う人に合わせて喫煙

ので禁煙席に座る」が多かったが、

分煙のレストランでは「吸わない

【結果】

）
３年生は授業の後に実施した （２。

はタバコの害についての授業の前に、

査を行なっている。調査は、１年生

の女性に受動喫煙についての意識調

20

で、立場の弱い者がタバコの煙を我

図２

70

すことが科学的証拠により明白に証

とが死亡、疾病及び障害を引き起こ

いて、
「たばこの煙にさらされるこ

は、たばこ規制枠組条約第８条にお
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か、国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）

明されている」と規定されているほ
とんどの航空会社に拡がった。

ートし、機内の禁煙化は、その後ほ

たちが始めた裁判への訴えからスタ
化が当然ではないか。

の急性影響を避けるためにも、禁煙

の機内サービスに係る従業員の肺が

閉鎖空間の中で長時間働く飛行機

ている。

ん性が認められる）に位置付けられ

煙はグループ１（ヒトに対する発が

飛行機同様に窓が開かない飲食店

かなり高価な一服となったであろう。

の乗客は、ガソリン代を請求され、

ったというニュースも時々ある。そ

た乗客を降ろすために、飛行機が戻

最近では、タバコを吸ってしまっ

去を要望し、１年近く経て区内すべ

を通じて首長さんにも直接灰皿の撤

で灰皿を見つけ驚いた。区の広報課

置されている児童公園がある。そこ

私の自宅近くに、滑り台などが設

ひろ

の発がん性分類においても、受動喫

ん発症がきっかけとなり、欧米の飛
では、従業員やほかの客の受動喫煙

児童公園の禁煙化

行機のＣＡ（キャビンアテンダント）
ての児童公園から灰皿が撤去された

なるには、実効性と罰則のある受動

管轄内の児童公園・遊園における

いという現状であるので、今後は横

通知は、公園の所管には伝わりにく

きる。和食の素材を生かした味は、

界の人々をおもてなしすることがで

そのうえできれいな空気で本当に世

かったようですが、
先進国とは思えない暴論は、

現場で理解されず却下されました。このように

霞が関・永田町と我々国民のスタンスに乖離が

あるのは、タバコ問題だけではありませんが、

少なくとも世紀のオリンピック開催に、お粗末

な喫煙対策では恥をかくことは必至です。現状

の流れは喫煙擁護派ですが、それに異を唱え楔

を打ち込むのが国民運動です。現在乗船してい

るのが、氷山に向かって直走るタイタニック号

のようなもので、いかに異常であるかを大勢に

知らせなくてはなりません。それによって、世

界水準の喫煙対策を期待したいです。

河原木 譲（本誌読者）

リンピックを契機に、喫煙対策にお
いても我が国が先進国の仲間入りを
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ことがある。
そのこともあって、全国の政令指
定都市、特別区、都内市町村に児童
公園の喫煙対策について２０１３年
に調査を行ない、２１５カ所に依頼
し、１４９カ所（延１９０カ所）か
ら回答を得た 。
この調査で回答を得た市区町村の
うち、
「灰皿を設置している公園・
遊園はない」が８割に及んだ。しか
し、
「禁煙表示をしている公園・遊
園がある」との回答は１割であった。
子供の受動喫煙への取り組みが
「進んでいる方だと思う」との回答

しては母子保健課あるいは子育て支

は、全体の２割に留まり、
「どちら

ともいえない」あるいは「進んでい

今後の取り組み意向を尋ねたとこ

断的に子どもの健康を考える対策と

ニコチンの舌では味わえないと危惧

すべての飲食店が無煙化となり、

ろ、
「灰皿の撤去意向がある」とし

して、全庁的な子どもの周囲のスモ

健康増進法や厚生労働省健康局長

た の は ２ 割、
「禁煙表示を進める」

する。

我が国が、子どもや気管の弱い人、

２回目の東京オリンピック・パラ

）
ークフリー政策が望まれる （４。

とど

うかが

み意向が見られない現状が窺えた。
公園や児童公園を所管しているの

した。驚くことに自民党内に異論はほとんどな

し、子どもや孫に煙の害のない社会

歳に引き下げるのが適当！」の主張を行ないま

化学物質過敏症の人々が安心して生

こは『大人』の象徴！」成人年齢について「18

である。受動喫煙問題は、健康推進

とで『大人』の自覚が芽生える！ 「酒やたば

という正の遺産を残すことになれ

だ！」
「飲酒や喫煙の解禁年齢も引き下げるこ

活できる空気のバリアフリー社会に

は、自治体の公園課あるいは土木課

受動喫煙防止条例

は１割弱に留まり、積極的な取り組

めた。

喫煙防止条例の制定が不可欠である。

「禁煙表示を進める」が１割
援課である。

「灰皿の撤去意向がある」が２割

ない」との回答が６割と過半数を占

「禁煙表示をしている」が１割

この夏、自民党特命委員会は「18 歳は大人

課の所管であり、子どもの健康に関

ば、意義深いものになる。
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