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その日は必ず来る～♪♪

答えは無くっていい
最多 の国・地域から、２９２５選

オリンピックが開催中である。史上

政令市浜松の健康政策を支援する会 代表理事

ＥＮＥＯＳのCM～ドリカム
『その日は必ず来る』～
は、アスリートの「決意と覚悟」を

吉田美和さんが作詞したこの曲
から 日までの 日間にわたる本大

手がエントリーしている。２月９日

登るんだ あなたにしか来れない明

♪♪～長い坂道を あなたは

間で放映されている。

心地よい響きであり、日本中の茶の

応援ソング（ＥＮＥＯＳ）は、大変

ックに対し、期待に胸を膨らませる

やがて訪れる２０２０東京オリンピ

高めることに成功している。国民も

しめ、ＥＮＥＯＳの未来イメージを

かって研鑽している選手団を鼓舞せ

熱く支援するものとして、目標に向

に対して最高 万円以上の罰金とい

精神は、韓国でも継続され、違反者

す「タバコのないオリンピック開催」

（国際オリンピック委員会）が目指

ＷＨＯ（世界保健機関）とＩＯＣ

である。

会の予算は、約 億ドル（約１兆円）

吉田美和さんが歌うオリンピック

日を 見ていたいなら 登れ！ 登
ことだろう。これはオリンピック開

たる保健福祉部、総務省と地方自治

あたる企画財政部、厚生労働省にあ

きく３つある。まず日本の財務省に

韓国には、タバコ関連の行政が大

50

けんさん

れ！ 登れ！ 登れ！ 登れ！ そ
う情報も伝わって来た。

第 回オリンピック
冬季競技大会
２月 日現在、韓国の平昌で冬季

ピョンチャン

催に関して光の部分である。

それで正しかったかは
わからない 苦しくて 苦しくて
息もできない程泣いた夜も
いつの日か力放つ その日まで

体にあたる行政自治部だ。それぞれ
所管する法律が異なり、企画財政部
がタバコ事業法と個別消費税法を、
保健福祉部が国民健康増進法とＦＣ
ＴＣ（タバコ規制国際条約）遵守を、
つかさど

行政自治部が地方税法においてタバ
コ規制を司るというように、複数の
たい じ

担当省庁が国難ともいうべき問題と
対峙しているのである。

東京２０２０スポンサーシップ
このまま行けば我が国は、種々の
思惑により平和の祭典（オリンピッ
ク）が、不健康・不見識・非常識な

2 月 9 日から 25 日まで韓国・平昌で開催された冬季オリンピック大会。開会式で日本選手らが入場する。
（写真提供・共同通信社）

の一歩が その一日が

90 17

加藤一晴

～もうひとつの光と影～店舗内に遺された灰皿

拝啓 東京２０２０オリンピックオフィシャルスポンサー各位
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祭典に移行する可能性が高い。キャ
スティングボードを握っているはず
の厚生労働省が、自民党議員を中心
とした勢力（もくもく会）によって、
制御されているからだ。前厚生労働
大臣塩崎恭久議員の更迭劇は、暗に
それを示唆するものだった。
政界がダメならば、後は財界に期
待するしかないのだが、オリンピッ
ク公式スポンサーは、現政権への支
持を変えることはできないだろうか
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ら、なお困難かも知れない。実際に、
オリンピックオフィシャルサポータ
ーは、パナソニック・トヨタ・ＮＥ
Ｃ・ＥＮＥＯＳ・ＮＴＴ・ＮＯＭＵ
ＲＡ・ＦＵＪＩＴＳＵ・ＭＩＺＵＨ
Ｏ・ＪＴＢ・ＮＩＳＳＩＮ・ＴＯＴ
そう

Ｏ・JR東日本・ＲＥＣＲＵＩＴ・他、
我が国の財界を支える、錚々たる企
業ばかりなのだ。しかし、中には喫
煙対策が世界水準ではない企業も存
在している。我々の生活に密着する

ドリカムの吉田美和さんのオリンピック応援ソングを、今一度検証して
みよう。するとアスリートたちへの応援歌だけではないように思える。
♪～苦しくて 苦しくて 息もできない程泣いた夜も
いつの日にか力放つ その日まで 答えは無くっていい
その日は必ず来る～♪

しくない。街中のガソリンスタンド

に灰皿が設置されているケースも珍

だに堂々とガソリンスタンド店舗内

プダウンできるわけではない。いま

はず。従って、すべての事象がトッ

つかの旧企業系派閥が存在している

かないので、おそらく会社内には幾

る。しかしながら、 年間の歴史し

ソリン給油口付近では火気厳禁なの

が減ることはない。揮発性の高いガ

いては、
受動喫煙犠牲者（１・５万人）

いる。このまま企業の善意に頼って

も、社会環境は確実に禁煙化されて

物でもない。罰則規定は無いにして

晒らしにされたのは、怠慢以外の何

案が審議されているが、 年間も店

された、健康増進法二十五条の改正

要があるだろう。企業にしても、こ

も減っており、時代の流れを汲む必

スタンドが含まれるが、誰も言及し

『池上彰のニュースそうだったの
か ︵
』テレビ朝日系︶

リンピック開催のメリットなのだ。

ういう施策の展開ができるのも、オ

ンスタンドで捨てられるタバコ吸殻

国民喫煙率の低下に伴い、ガソリ

却下されてしまうことだろう。

煙オリンピック開催」など、一瞬で

が、旧態依然のままの経営であれば、

に、店舗内の禁煙を要求していない。

ＷＨＯからは「日本が世界最低水

ないのが現実だ。これは、オリンピ

たな

従来の因習を引きずっていても不思

健康増進法では、対象となる場所に

準の喫煙対策」と指摘されたが、そ

ック開催を後押ししている企業の影

ざ

議ではなく、確実に店舗内では受動

ついて、
「その他」の中にガソリン

ENEOS のガソリンスタンド。来客用テープに灰皿を用意している。

喫煙被害は生じているのだ。

れは厚生労働省だけではなく、全国

の部分であろうか。
作業するスタッフの健康問題＝受動

つまり、施設管理者はスタンドで

津々浦々のガソリンスタンドでも
「世界最低水準の喫煙対策」なので
ある。

喫煙被害まで、配慮していないとい
うことになる。これは、都合の良い
されるオリンピック開催では、
「ダ

ご当地ルールであり、世界から注視

現在、国会では２０２０東京オリ

メじゃないか！」と一笑に付されて

店晒らしにされた
健康増進法第二十五条
ンピックに向け、２００３年に制定

問題」が、
ＴＶで放映（２月 日・土）

決している？ として、
「受動喫煙

!!﹄で日本の問題、世界はどう解

上彰のニュースそうだったのか

先日、
池上彰さんが徹底解説！﹃池

!!

15

された。視聴者は諸外国での、
「受
動喫煙から人間を保護するには、罰
則規定が必要」との認識に驚いたに
違いない。長らくタバコ産業は、受
動喫煙被害を認めておらず、健康の
問題より、マナーと気配りで批判を
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場所として、ガソリンスタンド（Ｅ
ＮＥＯＳ）があるが、全ての店舗が
高い志を持っているわけではない。

ＥＮＥＯＳ︵オリンピック
オフィシャルパートナー︶
１９９９年に日本石油と三菱石油
の統合から、２０１７年までに、ジ
ャパンエナジー（ＪＯＭＯ）
・エッソ・
モービル・ゼネラルと合併を繰り返
し現在に至っている。
ＥＮＥＲＧＹ（エネルギー）とＮ
ＥＯＳ（ギリシャ語で新しいという）
の造成語であり、次世代の幾つかの
エネルギー構想も持ち合わせてい

「その日は必ず来る」 再検証
しまう。もくもく会の主張する「分

もしかすれば、これは永らく受動喫煙被害に
遭ってきた人に向けた激励と云ったら言い過
ぎだろうか。
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火気厳禁のガソリン給油口付近の店舗内で禁煙を求めないのはなぜ？
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ー活動は常軌を逸しており、まさし

かわしてきた。その水面下でのロビ
ことだろう。それは、現代版の黒船

し、キリキリと照準を合わせて行く

赤字を転換させたタバコ事業に対

している。日清・日露戦争での大幅

どのように規制して行くかにシフト

きわ

来航だが、１６５年前と同じ結果に

いっ

く人間性を逸した経済至上主義の極

受動喫煙被害で１万５０００人犠

ことに気づかなければならない。

し、世界中からダメ出しされている

本当の国難を見極める

なることを期待したい。

みであろう。
ＷＨＯとＩＯＣの目論む「タバコ
のない東京オリンピック実現」の雲

牲になるということは、ジャンボジ

ェット３００機が墜落することと同

行きが怪しくなった今、ＷＨＯ、Ｉ
我が国は、タバコ販売を国策とし

27

万人、受動喫煙が 万人だった。

と 報 告 さ れ た。 患 者 数 は、 喫 煙 が

で３２００億円の医療費が発生した

喫煙で１兆１７００億円、受動喫煙

本年１月、厚生労働省の試算では、

している計算になる。

は、クイーンエリザベス 隻が沈没
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べきではないだろうか。

行される前に、企業は自ら襟を正す

ら国難に対し、改正健康増進法が施

容認国家の最たるものだろう。これ

街中に点在している灰皿は、喫煙

あろう。

った利己主義的な企業姿勢の極みで

は、ＷＨＯの進言にも耳を貸さなか

７０００億円を超えている。これら

喫煙者では、がんの医療費が多く、

79
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ＯＣおよび海外メディアや参加国

豪華客船クイーンエリザベスが 27 回の沈没事故に相当する
という。これもあり得ない犠牲者が喫煙によって起きている。

じだ。また、喫煙死 万９０００人

喫煙犠牲者
129,000 人とは

ているが、他の国々は国難と捉え、

ジャンボジェット機 300 回の墜落事故という、あり得ない事
態に等しい犠牲者数である。

は、我が国の喫煙対策阻害因子に対

受動喫煙被害者
15,000 人とは

