国民運動リレー情報 21

東京を禁煙都市にする国民運動リレー情報

タバコフリーサミット２０１７・東京

仮に、次回の選挙で当選できず、新

議員が現職にいる限り、それはない。

ということではない。現在の自民党

れば成立して実施されるようになる

ったほうは無視できなくなる。

で、大した意味はないとしても、貰

ＪＴからの当選祝い金のようなもの

算では、一人当たり 万円となる。

こ産業）しかない。献金額は単純計

都民の意識力が受動喫煙のない
新東京をつくる

６月 日に通常国会が閉会した。
たな自民党議員が誕生しても、やは

国会提出が見送られた
受動喫煙防止対策法案
会期中に「受動喫煙防止対策法案」
り望み薄である。

会に提出しても廃案となることが分

法案に反対の自民党議員が多く、国

厚生労働省案といってよい防止対策

法案の審議見送りを決めた。政府・

いたが、政府は６月初旬、早々に同

ちろん、その献金は正当である。

以上の政治献金を行なっている。も

党議員にタバコ業界は６０００万円

での６年間に、１６０人以上の自民

では、２０１０年から２０１６年ま

一般社団法人日本禁煙学会の調査

のは、そうした事情からだ。

時代に真似たのだろう。望みが薄い

習慣は古く、日本では唐（中国）の

く袖の下的な商習慣である。この商

ら、いや、もっと以前から延々と続

止対策法案は、これから時間をかけ

国会提出を予定された受動喫煙防
なことができるのはＪＴ（日本たば

タバコ業界といっても、そのよう

煙も、当人の意志を尊重すべきだと

で、他人の体を害してしまう受動喫

マに、それぞれの体験に基づいて受
動喫煙防止をアピールした。
たけし

二つのシンポジウムが開かれる前

選挙であろうと、立候補者を選ぶ投

いまや、国政選挙であろうと地方

月 日に、今年の世界禁煙デーイベ

果たしてどうなるかという渦中の５

受動喫煙防止対策法案の行方は、

が国立がん研究所センターがん対策

を記念する「タバコフリー日本賞」

には、平山 雄 博士（故人）の業績

票条件の中に、禁煙者であることを

また、
「タバコフリー社会デザイン

情報センターがん統計・総合解析研
来場を予定され

賞」が北海道美唄市で受動喫煙防止

ントが東京・千代田区の東京都医師

ていた塩崎恭久厚

条例制定に尽力した井門 明 美唄市

加えなければならない時代になって

生 労 働 大 臣、 小 池

医師会長（本誌連載「国民運動リレ

究部部長、片野田耕太氏に贈られた。

いる。

百合子東京都知事

ー情報」８の筆者・平成 年５月号）

い ど あきら び ばい

の 姿 は、 流 石 に 時

に贈られた。
で き な か っ た が、

行なわれたのだが、本欄のテーマで

その後に、二つのシンポジウムが

しょうばやしとくあき

コフリーオリンピックをめざして」

３００名を超える
午前

の基調講演、 正 林 督 章 氏（厚生労

後 の 部「 東 京 の 空

クをめざして」
、午

師会長）の言葉を少し紹介しておき

の大会会長、尾崎治夫氏（東京都医

その前に、世界禁煙デーイベント

働省健康局健康課長）による「受動

気 が 一 番、 お い し

たい。尾崎氏は、現在の東京の人口

各 ス ピ ー カ ー が、

くなる日」をテー

喫煙防止対策の徹底について」から、

名の

時から午後

ある受動喫煙防止の視点で、
「タバ

さすが

期がら見ることは

会館で行なわれた。

さに期待がかかる。

人物を当選させない国民の意識の強

言って喫煙を容認する。そのような

世界禁煙デーに行なわれた
今年のアピール

昨今の国会議員といっても様々

かって、先送りにした形となった。

これも商法の一つで、江戸時代か

もら

が提出され、審議されると見られて
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午 前 の 部「 タ バ コ
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主要な言葉を伝えることにする。
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フリーオリンピッ

時 ま で、

10

来場者を前にして、

望月友美子実行委員長

タバコフリーサミット・2017・東京
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が増えると前置きして、次のように

はしばらく減らず、ますます高齢者
しくお願いします」

行きたいと思っていますので、よろ

います。これからもしっかりやって
て普及啓発を図る」としている。

次では、
「受動喫煙の危険性につい
正林氏は、
「健康日本 」の成立

話した。
禁煙のことばかりやっているわけで

「私は東京都の医師会長ですから、
きる癌の最大の予防策は禁煙である

煙宣言を行なっている。喫煙者に起

東京都医師会は、２０１３年に禁

なんとなく聞いていました。平成

務していて、スイスのジュネーブで

「ちょうどその頃、私はＷＨＯに勤

ければいけないと思っています。ま

もてなしができるような日本にしな
とで、
「受動喫煙」の害に対する認

が目標となった。今から 年前のこ

一、禁煙支援プログラムの普及

ではありませんでした。それで、１

うとしても、残念ながらできること

いくら厚労省でタバコを半減させよ

る法律はなかったのです。ですから、

国のあちらこちらで、
「館

批判されたようだが、全

力義務かよ」とさんざん

ち か ら は、
「 な ん だ、 努

禁煙を推進したい人た

を受けなければならない。案の定、

その前に、自民党の総務会で審査

に提出することにした。

上では、
「努力義務」として、国会

がなかった。そこで正林氏は、条文

どという文言は受け入れられるはず

らないくらいで、
「タバコ規制」な

に増してというより、比べものにな

平成 年頃の国会の雰囲気は、今

対策をやろうということです。それ

開催に向け、きちんと受動喫煙防止

邸が動き始めました。オリンピック

「受動喫煙防止対策については、官

案に関わることになる。

ピックに向けて受動喫煙防止対策法

して、東京オリンピック・パラリン

に健康局がん対策・健康増進課長と

それから 年が経過し、平成 年

次第に喫煙率低下傾向が出て来た。

動喫煙防止対策法案作成までこぎつ

長を務めるなどして議論を重ね、受

プができたのである。正林氏は、座

の下に、課長級のワーキンググルー

討チームが結成された。そのチーム

局長級が集まり受動喫煙防止強化検

ぞ、と宣言されました」

け受動喫煙防止対策をしっかりやる

す。安倍総理は、オリンピックに向

は、全省庁が合意したということで

制する法律を作ってもらいたい。そ

長室に行くと﹃あなたにタバコを規

ある日、健康局長から呼ばれて局

に大きく関わって来た。

はありませんが、 年後の東京では、
ことや、脳卒中・心臓病の原因とな
年に帰国して、厚労省の生活習慣対

平成 年に「健康日本 」の方針

の十分な知識の普及

た、そうすることで、健康寿命も延
識が薄く、
「分煙」とした時代であ

法を成立させたという経

カ月間役所に寝泊まりする勢いで作

内は健康増進法に基づき

緯がある。

り上げました。特に 条の受動喫煙

禁煙です」という掲示が

この条文はケシカランということに

が１年半前のことで、オリパラ基本

けたのだった。

見られるようになって、

なった。正林氏は、この条文は努力

方針が閣議決定されたのです。それ

安倍総理の発言を受け、各省庁の

義務ですということで、自民党総務

た」
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がん

在宅医療は５万人分が不足すると予
る動脈硬化、呼吸器疾患にもタバコ

測されています。
策室長補佐になりました。

21

煙が深く関わっている。

日本人が死ぬ原因の一位をやっつ
けないで、何が健康寿命でしょうか。
私はシンプルに物事を考えるほうで
限り、日本人は健康を取り戻せない
が出され、実施するための施策が始

正林督章氏の
基調講演から

という堅い信念で、タバコ対策に力
まった。喫煙については、

す。タバコ対策を徹底的にやらない

を入れて来ました。
２０００万人を越えています。オリ
一、未成年者の喫煙をなくす

一、喫煙が及ぼす健康影響について

ンピック・パラリンピックが行なわ
一、公共の場及び職場における分煙
の徹底及び効果の高い分煙に関

びて、お子さんたちもよい環境で育
った。平成 年度から始まった第二

する知識の普及

てられ、皆が健康になれると信じて

会を通過させ、健康増進

言われたのです。

のためにＷＨＯから呼び寄せた﹄と

そういう中で、しっかりとしたお

人になると言われています。

れる２０２０年には、倍の４０００万

今 で も 訪 日 外 国 人 は、 年 間

12

防止措置には、思い入れがありまし

当時の日本には、タバコを規制す
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タバコフリーサミット・2017 東京のリーフレット
基調講演をする正林督章氏

21

10

25

「世論時報」第 50 巻第 7 号（通刊 794 号）
14
15

「世論時報」第 50 巻第 7 号（通刊 794 号）

13

安倍総理は受動喫煙防止策をしっかりやるぞと言った
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都民ファーストの会が
掲げる受動喫煙対策
都議会議員選挙が、 月 日に行
2

あいまい

なわれる。都民の関心は薄く、どこ
か曖昧な都議選が、過去何回も繰り
返されて来た。小池百合子都知事が
代表となって「都民ファーストの会」
が結成されたことで、にわかに新旧
対決の様相がクローズアップされる
ことになった。
新旧とは、都民ファーストの会の
立候補者と都議会自民党の立候補者
との対決で、近年にない分かりやす
で、過去の都政の在り方がいかに旧
態依然として時代遅れなものである

い選挙である。
立候補者が都民から一票を投じて
か、一つ一つの事象によって都民の

旧態依然を象徴する出来事の中

もらうには、重要な要件がいくつか

に影響が大きいのは、所属する党へ
に、というより、最たることは議会

目の前に明かされた。豊洲問題だけ

の“追い風”である。これまで多数
棟で平然とタバコを吸い、受動喫煙

ある。もちろん、当選後に取り組む

の議席を占めて来た都議会自民党に
など知りませんという議員たちで占

のことではないのである。

は、逆風が吹いている。議席数をど
められていた。そうした他人の健康

政策課題の訴えもあるが、それ以上

こまで減らすかに焦点が集まるほど

「忖度だらけのふるい都議会をあた

政 の 在 り 方 を 真 っ 向 か ら 否 定 し、

都民ファーストの会は、旧来の都

ことが都政だと思い込んできた面々

の健康より、都市開発や道路を通す

小池百合子都知事が誕生したこと

そのことを感じ取って、急いで「受

る。現職の都議会自民党員でさえ、

風をもたらすキーワードとなってい

民の健康を守ることで、選挙に追い

阻まれたが、
「受動喫煙対策」は都

出することを、多くの自民党議員に

受動喫煙防止対策法案を国会に提

のまま都政に反映されて来た。都民

なる。

一気に挽回する機運が訪れたことに

になったことで、日本の時代遅れは

都議会選挙の争点が「受動喫煙対策」

員は少なくなかっただろう。今度の

ッチャー氏の言葉を鼻先で笑った議

た。３カ月ほど前のことである。ベ

れです」という言葉を残して帰国し

などおかまいなしという姿勢が、そ

らしく」を基本政策に掲げた。そし

動喫煙対策」を選挙公約の一項目に

ただ、都民ファーストの会が訴え

である。

て、
「議会棟での禁煙を実施します」

加えた。それによって、都議会選挙

る受動喫煙対策はあてにしてもよい

そんたく

たちであった。

と宣言し、５つの重点政策を挙げた。

の争点は、
「受動喫煙対策」である

が、都議会自民党のそれはあてにな

喫煙から守ります。未成年者と子ど

煙を徹底し、利用者と働く人を受動

職場・公共の場所での屋内での禁

ノロジーは発展していますが、タバ

が来日した時、
「日本は経済やテク

慣予防部長ダクラス・ベッチャー氏

ＷＨＯ（世界保健機関）の生活習

ているからである。

では、防止にならないことが分かっ

同じでも、ＪＴ寄りの自民党の対策

らない。受動喫煙対策という言葉は

を実施します。

もをタバコの煙から守る東京にして

（本誌・河田英治）

コ対策、特に受動喫煙対策は時代遅

ばんかい

その中の一つに、
「受動喫煙対策

と言われ始めたのである。

都民ファーストの会
政策パンフレット 2017 から転載

いきます」と打ち出している。
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