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第８回すこやか大阪２１（第２次）推進会議 会議録 

 

１ 日時 平成３０年３月２日（金）１４時～１４時５１分 

２ 場所 中央区役所 ７階 703・704会議室 

 

司会  

 お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただ今から「第８回すこやか大阪２１（第２

次）推進会議」を開催させていただきます。私は本日の進行役を務めさせていただきます、大阪

市健康局健康推進部健康づくり課、課長代理の林です。どうぞよろしくお願いいたします。  

 本日は、健康局長と健康局理事が公務のため欠席させていただいておりますので、開会にあた

りまして、健康局健康推進部長の中出から一言ごあいさつを申しあげます。  

 

中出健康局健康推進部長  

 大阪市健康局健康推進部長の中出でございます。本来でございましたら、甲田健康局長からご

挨拶させていただくところでございますが、本日はあいにく市議会の民生保健委員会が開会中

でございまして、欠席となってございますことから、開催にあたりまして、私のほうから一言ご

あいさつ申しあげます。  

 本日は、年度末でお忙しい中、「すこやか大阪２１（第２次）」推進会議にご出席を賜り、感謝

申しあげます。委員の皆様方には、平素から本市の保健衛生行政の推進にご理解とご支援を賜り、

心からお礼申しあげます。  

 これまで委員の皆様から、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」（案）の作

成に向けまして、貴重なご意見を頂戴してまいりました。おかげさまをもちまして、昨年の１２

月に第２次後期計画（案）を公表させていただき、１２月の２２日から１月２２日までの１ヶ月

間、パブリック・コメントを実施して、市民の方々のご意見をいただいたところでございます。   

 本日は、これらの結果も踏まえ、継続して健康づくり施策を推進していくよりどころとなりま

す、第２次後期計画の策定に向け、最終的なご意見を頂戴したいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。  

 最後になりますが、現在の委員の方々で開催していただきます「すこやか大阪２１（第２次）」

推進会議は、今回で終了予定となります。これまで、委員の皆様方には、専門的なご見地から健

康都市大阪の実現に向けまして、さまざまなご意見をいただき本当にありがとうございました。
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今後とも、本市保健衛生行政の推進にご支援賜りますようお願い申しあげ、開催のご挨拶とさせ

ていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。  

 

司会  

 続きまして、お手元の資料の確認をお願いします。緑色のファイルにとじておりますが、「す

こやか大阪２１（第２次）」推進会議開催要綱。１枚めくっていただきまして、推進会議の委員

名簿。もう１枚めくっていただきますと、本日の次第。資料１としまして、第７回すこやか大阪

２１推進会議における意見。資料２としまして、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２

次後期）」（案）に対するパブリック・コメントの実施結果について。資料３としまして、大阪市

健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」（案）のパブリック・コメントで寄せられた意

見に対する本市の考え方。資料４としまして、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次

後期）」（案）の修正案について。資料５としまして、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第

２次後期）」策定スケジュール（案）。続きまして、参考資料１としまして、大阪市健康増進計画

「すこやか大阪２１（第２次後期）」（案）。参考資料２といたしまして、大阪府「受動喫煙の防

止に関するガイドライン」。参考資料３としまして、喫煙と健康（喫煙の健康影響に関する検討

会報告書）の抜粋となっております。以上ですが、資料はお揃いでしょうか。  

 それでは、本日ご出席をいただいております委員の皆様をご紹介させていただきます。正面が、

座長の稲葉委員でございます。次に、右側のお席から順にご紹介させていただきます。市原委員

でございます。大関委員でございます。北𠮷委員でございます。澤田委員でございます。田中委

員でございます。寺村委員でございます。福島委員でございます。前田委員でございます。宮田

委員でございます。矢野委員でございます。松田委員が少し到着が遅れておりますので、よろし

くお願いいたします。  

 なお、岡田委員、岡本委員、五嶋委員、高嶋委員、寺田委員、福岡委員、森原委員におかれま

しては、ご欠席との連絡をいただいております。  

 続きまして、本市側の出席者でございますが、先程、ごあいさつを申しあげました中出健康推

進部長でございます。竹内医務監でございます。藪本保健指導担当部長でございます。その他、

関係局の担当が出席いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。  

 なお、この会議につきましては、「審議会等の設置及び運営に関する指針」に基づき公開とさ

せていただきます。  

 それでは、ここからの進行は座長の稲葉委員に行っていただきます。どうぞよろしくお願いい
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たします。  

 

稲葉座長  

 それでは、進めさせていただきます。座長の稲葉です。よろしくお願いいたします。それでは

さっそく議事に入らせていただきたいと思います。 

まず最初に報告の「第７回すこやか大阪２１（第２次）推進会議における意見」につきまして、

この資料１をご参照いただきまして、事務局よりご説明をお願いいたします。  

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹  

 健康局健康推進部生活習慣病担当医務主幹の國吉でございます。以降、ちょっと座って説明さ

せていただきます。  

 資料１をご覧ください。第７回すこやか大阪２１（第２次）推進会議におけるご意見をもとに

修正した点について説明させていただきます。  

 変更点は２点です。一つは、若い女性のやせの増加の抑制が目標にあったほうがよいというご

意見を受け、項目を追加したこと。もう一つは、受動喫煙に関する詳細項目の表記方法について

のご指摘をもとに修正した点です。  

 次のページをめくってください。「すこやか大阪２１（第２次）」の目標項目の一覧表になって

おります。さらにもう１ページめくっていただいて、それの上段の網かけの部分、詳細項目３７

になりますが、「２０～２９歳女性のやせの者の割合」を追加しました。現状値を１８．７％、

目標値を２０％以下としました。現状値算出にあたり、データソースとして、国民健康栄養調査

などのデータから大阪市データの抽出を試みましたが、サンプル数が１００人未満と非常に少

ないため、根拠データとしては使用できないと判断いたしました。市民アンケートはサンプル数

が１３９人と国民健康栄養調査に比べて多いものの、値は自己申告であることなどを考慮し、参

考値といたしました。現状値の※印の説明が最下段に書いております。２０～２９歳女性の回答

者数は少なく、１人の回答が与える影響が大きいため参考値としたという解説をつけました。目

標値については、現状値の９５％信頼区間が１２．２％から２５．２％と幅があり、偶然の変動

が大きいことが推察されることから、参考値としては１８．７％以下を目標値にはせず、国の「健

康日本２１（第２次）」の目標値と同様の２０％以下としました。  

 続きまして、たばこの修正点についてご説明いたします。同じ３９ページの下段の網かけ６７

のところですが、パブリック・コメントに出せていただいた分に関しては、「学校（建物内禁煙
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の割合）」とし、現状値を９６％、目標値を１００％としておりました。推進会議において、「受

動喫煙の機会を有する者の減少」としながら、数値は増加させる書き方になっているとのご意見

を受け、検討した結果、網かけ部分、詳細番号６７を「学校（建物内禁煙を実施していない割合）」

とし、現状４．０％、目標値０％に修正いたしました。説明は以上です。  

 

稲葉座長  

 はい、どうもありがとうございます。前回のこの会議で、指摘いただいた分についての対応に

ついて説明いただきましたけれども、何かご意見ありますでしょうか。  

 １８．７％少数サンプルなので、実際のデータって分からないんで、一応目標値について、国

の算定目標値を用いたということと、あとはパーセンテージを達成率１００％というよりも、曝

露率を０％というイメージで書き直したということでございますけども、よろしいでしょうか。

はい、どうもありがとうございます。それでは、次にいかせていただきたいと思います。  

 続きまして、議題の大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」（案）のパブリッ

ク・コメントにおける意見について進んでいきたいと思います。  

 最初に、パブリック・コメント全体の概要説明とがんの分野について説明いただいて、以後、

分野ごとに区切って、質疑の時間を設けながら進行していきたいと思いますので、先生方積極的

にご指摘いただけたらと思います。では、事務局のほうからご説明お願いいたします。 

 

岩崎健康局健康づくり課長  

 健康局健康づくり課長の岩崎でございます。それでは、座って説明させていただきます。  

 資料は資料２でございます。大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」（案）に

対するパブリック・コメントの実施結果についてでございます。まず、パブリック・コメントの

この概要でございますが、１番、意見の募集方法としましては、昨年１２月２２日から本年１月

２２日まで募集を行ってまいりました。そのための公表資料の配架場所ですが、健康局の健康づ

くり課、また市民情報プラザ、各区役所等で配架をしてまいりました。インターネットによる公

表ということで、健康局のホームページにも公表をしてまいったところでございます。意見の募

集方法でございますが、健康局健康づくり課への持参、送付、ファックス、電子メールでの提出

ということで意見を受け付けてまいりました。  

 ２番にその集計結果の概要を記載しております。意見をいただきました受付件数は２９件で

ございました。性別で見ますと、男性１３、女性１０、不明が４、その他法人が２件ということ
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になっております。そのほか、住所地、年齢別での件数を記載しております。受付方法は、持参

１件、送付７件、ファックス１１件、メール１０件でございました。提出意見の項目別の数です

が、一番下の表に記載しております、がんに関することが１件、身体活動・運動に関することが

１件、たばこに関することが２５件、そして、健康を支え、守るための地域づくりに関すること

が２件でございました。裏面には、意見を受け付けました日付別に提出方法、性別、住所等の一

覧を記載しております。３ページ目からは、いただきましたご意見を記載しておりますのと、そ

の意見の用紙を下段に記載をしております。全ての意見について、ここに添付をしておりますが、

それぞれの意見に対する本市の意見、考え方を資料３のほうに記載をしております。  

 資料３をご覧ください。資料３はいただきましたご意見の要旨を記載しまして、その横に本市

の考え方を記載しております。まず、１件目にがんに関するご意見、そして本市の考え方をご説

明させていただきます。 

意見としましては、生活習慣予防のためにも検診を受けるのが良いと思っているが、がん検診

受診率が３０％台というのは驚きであると。６０～７０％の人達に受診してもらいたいもので

あるということで、がん検診の受診率等についてのご意見でございました。本市では、平日夜間

や休日開催等のがん検診を受診しやすい環境を整えるとともに、個別勧奨やイベント等で周知

啓発に努めておるところでございます。引き続き、受診率の目標値を定め、その達成に向けて取

り組んでまいりますということでの考え方を示させていただいております。がんは以上でござ

います。  

 

稲葉座長  

 はい、どうもありがとうございました。以上、がんにつきまして、ご説明いただきましたけれ

ども、何かご意見等ありますでしょうか。今日は福岡先生お休みなんですけれども。よろしいで

しょうか。一応、がんのほうの検診につきましては、大阪市も積極的に受診勧奨というのを行っ

てますけれども、これは診療で行ってる方とかを除いてという感じじゃないですもんね、これは。

診療を受けてる方が受けないんで、パーセンテージが低くなってるっていうわけではないって

いう理解でよろしいんですね。  

 

岩崎健康局健康づくり課長  

 はい、そうです。アンケート調査でがん検診受診率の中に、計算の中には診療等でがん検診同

等のことを受けられた方は含めております。  
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稲葉座長  

 はい。ということでよろしいでしょうか。はい、それでは続きまして、次の項に移らせていた

だきたいと思います。  

 では、続きまして、身体活動・運動の分野の意見につきまして、これも事務局からご説明お願

いいたします。  

 

岩崎健康局健康づくり課長  

 資料３の２段目の身体活動・運動に関するところでございます。いただきましたご意見は、城

東区全体を対象に百歳体操とお口の体操を週２回行っています。こういう事をして、自分の健康

を意識することが大切だと思います。というようなご意見ございました。本市の考え方でござい

ますが、健康づくりは、一人ひとりが主体的に取り組むことが重要であると。ただ、社会全体で

個人の主体的な健康づくりを支援していくことが不可欠であると考えております。いただいた

ご意見のように、いきいき百歳体操などの住民主体の健康づくり活動は、全ての区において実施

されておりますことから、引き続きそういったものを支援してまいりたいと考えております。以

上でございます。  

 

稲葉座長  

 はい、どうもありがとうございます。以上の点につきましていかがでしょうか。最近、サルコ

ペニアとかフレイルとかで運動というのが非常に重要視されてまして、代謝を上げて、食べるカ

ロリーとか、たんぱく摂取を上げるようにということ、厚労省もかなりやられてると思いますけ

ども、ここら辺につきましてよろしいでしょうか。お口の体操というのも非常に重要なんです。

市原先生、ここら辺については。お口の体操も、身体活動の中に入る感じになる。噛む力って結

構重要と言われてると思うんですけども。  

 

市原委員  

 そうですね。表情筋含めて、お口の噛む力ですね、当然あります。そのバランスの中で咀嚼で

すね、進めていく。最近はやっぱり摂食嚥下いうことで、食べて、あとは飲み込むということが

非常に大事になってきますんで、そのところですね、新しい運動なりマッサージ含めての部分と

いうのは、今、いろんな学会、また我々歯科医師会含めて取り組んで、往診と訪問診療等に取り
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入れてるところでございます。ますます盛んになるとは思います。  

 

稲葉座長  

 どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。  

 それでは続きまして、一番このパブコメに対しての意見が非常に多かったたばこについて、た

ばこの分野での意見というのを進めさせていただきたいと思います。このたばこの分野でも、こ

れだけで２５件の意見が寄せられてますので、内容の項目を分けてご説明いただきたいと思い

ます。  

 まず、受動喫煙、これかなり国レベルでも問題になっていると思いますけれども、受動喫煙に

関する意見についてご説明お願いいたします。  

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹  

はい。受動喫煙について説明いたします。資料３になりますが、たばこ、受動喫煙に関するご

意見が１９件ございました。まずこの前に計画案のほうでどのようになっていたか、ちょっと見

ていただきたいと思います。 

参考資料１の２６ページをご覧ください。たばこに関する今後の取り組みの一番下の部分に、

受動喫煙防止の項目があります。その部分を読ませていただきます。「未成年者や非喫煙者をた

ばこの害から守るために、学校や家庭、飲食店における受動喫煙防止に取り組む必要があります。

直接たばこの煙にさらされなくても、喫煙者の衣服、居室の壁や家具に付着した残留物質の吸引

が健康を害することが報告されており、分煙や建物内禁煙では受動喫煙の害を完全に防ぐこと

はできません」と記載しています。三次喫煙という言葉は使っていませんが、三次喫煙の健康影

響について述べ、また受動喫煙の害を完全に防ぐためには分煙や建物内禁煙では不十分である

という内容としておりました。この記事に対しまして、いただいたご意見が１９件ございました。 

資料３にもう一度戻っていただきまして、ご意見の中でまとめますと、２番目に書かれている

ご意見が集約されると思います。その部分を読ませていただきます。「喫煙者の衣服、居所の壁

や家具に付着した残留物質の吸引が健康を害すると報告あり」とありますが、厚生労働省の喫煙

の健康影響に関する検討会報告書には「現段階では三次喫煙による健康影響を示す疫学調査報

告は見当たらない」との記載です。市民に誤解を与える表現であることから削除を求めます。次

の段落は「分煙や建物内禁煙では受動喫煙の害を完全に防ぐことはできません」という表記も国

や大阪府の受動喫煙防止対策に関するガイドラインでも分煙が認められている中、大阪市がこ
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のような言い方をするのは行き過ぎたものであり削除を求めます。との内容となっておりまし

た。 

いただいたご意見に対する本市の考え方を説明いたします。受動喫煙と三次喫煙の内容に分

けて考え方を記載しております。 

まず受動喫煙について説明いたします。参考資料の２をご覧いただけますでしょうか。こちら

はご意見にも出ておりました大阪府の受動喫煙の防止に関するガイドラインです。３ページを

ご覧ください。「全面禁煙の推進」として、「受動喫煙の防止には、敷地内全面禁煙や建物内全面

禁煙が最も効果的」と記載されています。次の４ページですが、「全面禁煙が困難な場合の対策」

として、「可能な範囲において施設内における受動喫煙を防止するための対策が必要です」と記

載されております。 

続きまして参考資料３をご覧ください。喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書

です。それを抜粋したものとなっております。下段に記載しておりますページ、４５７ページを

ご覧ください。要約として上から３行目に、「喫煙室を設置してもたばこの煙の漏れが防止でき

ない」と記載されております。４５８ページを開けていただけますでしょうか。７行目のところ

ですが、「実際に運用されている喫煙室では、喫煙者が出入りする際にたばこの煙が漏れるため、

喫煙室の周囲はたばこ煙で汚染されていることが指摘されている。わが国で使用されている喫

煙室とその周囲でたばこの燃焼によって発生する微小粒子状物質を測定した研究では、喫煙室

からたばこの煙の漏れを防止することは不可能であることが指摘されている」と書かれており

ます。もう一度、すいません、４５９ページの５行目のところですが、「平成２８年時点の受動

喫煙防止対策に関する問題点としては、喫煙室を設置してもたばこの煙の漏れが防止できない

こと」と記されており、喫煙室設置による分煙では受動喫煙を完全には防止できないという内容

となっております。もう一度すいません、４５８ページに戻っていただきまして、２段落目の７

行目のところになります。ちょっと棒線を引いてないんですが、ここで、「屋外であっても子ど

もや多数の者の利用が想定される公共的な空間での受動喫煙防止のための配慮が必要であると

いう」記載があります。これは平成２２年２月厚生労働省通知「受動喫煙防止対策について」か

らの引用となっております。この内容では「屋外であっても場所によっては配慮が必要である」

という内容です。 

資料３にもう一度戻っていただけますでしょうか。ただいまご説明したことから、本市の受動

喫煙防止の考え方を記載しております。わが国では、「今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向

性として、多数の者が利用する公共的な空間は原則として全面禁煙であるべき」平成２２年２月
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２５日付の通知、とされています。大阪府のガイドラインでも、全面禁煙の推進として、受動喫

煙の防止には敷地内全面禁煙や建物内全面禁煙が最も効果的であるとされており、全面禁煙が

困難な場合の対策として、可能な範囲において施設内における受動喫煙を防止するための対策

が必要であるとされています。厚生労働省の「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告

書」では、分煙では受動喫煙防止ができないとの内容となっております。また屋外であっても子

どもや多数の者の利用が想定される公共的な空間での受動喫煙対策は重要であるとの報告もあ

ることから、特に、受動喫煙による健康影響が大きい未成年者や患者をたばこの害から守るため

に、学校や病院における敷地内禁煙の推進に取り組んでいく必要があると考えております。以上

のことを踏まえ、計画案を修正してまいります。  

続いて、三次喫煙についての本市の考え方です。参考資料３をもう一度ご覧ください。下に書

いてますが、６５ページになります。下から２行目の部分に三次喫煙の説明がありまして、三次

喫煙は副流煙が家の壁や埃に吸着し、その後、空気成分が反応し有害化学物質を生成し、再放散

や埃から吸収することをさす。と記載されております。で、次のページ６６ページの３行目にそ

の問題点として、一旦、有害化学物質が壁や埃に吸着するため換気といった対応では解消できな

いことが上げられる。三次喫煙の概念が報告されてからまだ数年のため、現段階で三次喫煙によ

る健康影響を示す疫学調査報告は見当たらない。と記されていますが、続いて、今後、わが国に

おいても三次喫煙に関する研究成果が蓄積され、健康影響に関する報告が増えることが予想さ

れる。と記載されております。 

もう一度資料３にお戻りください。ただいま説明したことから、本市の三次喫煙に関する考え

方として、厚生労働省の喫煙と健康に関する検討会報告書には、三次喫煙に関する実験結果が

次々に報告されており、「三次喫煙の問題点は、一旦、有害化学物質が壁や埃に吸着するため換

気と言った対応では解消できないことが上げられる」とあります。しかしながら、ご指摘のよう

に「三次喫煙の概念が報告されてからまだ数年のため、現段階で三次喫煙による健康影響を示す

疫学的調査報告は見当たらない」とも記載されておりますので、計画案を修正し、今後の動向を

注視してまいります。と本市の考え方として記載いたしました。 

これをもって計画案を修正いたすことと考えておりまして、この資料４をご覧ください。先程

はじめに読ませていただきました受動喫煙防止の部分の変更案です。学校や病院、官公庁、飲食

店、家庭等における受動喫煙防止に取り組む必要があります。分煙では受動喫煙の害を完全に防

ぐことはできないとの報告があり、また、屋外であっても子どもや多数の者の利用が想定される

公共的な空間での受動喫煙対策は重要であるとの報告もあることから、特に、受動喫煙による健
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康影響が大きい未成年者や患者等をたばこの害から守るために、学校や病院による敷地内禁煙

の推進に取り組みます。としたいと考えております。しかし三次喫煙についての情報提供が必要

と考えまして、資料４の裏面をご覧ください。これは、参考資料 1の案のところの 27ページの

部分です。ちょっと見え方が違うので分かりにくいかと思うんですが、「いっぽくん情報」とい

うところの記載部分になります。これはたばこに関するトピックスを載せている部分ですが、そ

の星の四つ目の部分に三次喫煙に関することを記載することとしました。内容は、「また副流煙

が家の壁やほこりに吸着し、その後、空気成分と反応し有害化学物質を生成し、再放散や煙から

吸収することを三次喫煙と呼びます。健康への影響について今後調査が進んでいくと考えられ

ますので、動向を注視していきます」と記載しました。受動喫煙に関するご意見への説明は以上

です。  

 

稲葉座長  

はい、どうもありがとうございました。はじめはかなり厳しい意見でやってたんですけども、

エビデンスがなくて、最近エビデンスがないところとか、国のほうもちょっとやっぱりいろいろ

ごたごたしてたりとかするんで、あまり過激にやりすぎると、病院とか学校とかいうのは敷地内

禁煙でやっていくことで、全面の禁煙ということで、それ以外のところについては調整したのち

に分煙であったりとか調整していただくと。あとは三次喫煙といって三次の曝露についてもか

なりエビデンスが全くないんで、そういう概念だけを示したということでご説明あったと思い

ますけども、いかがでしょうか。そこら辺、ここはかなりセンシティブなところで、一番パブコ

メに対しての反論であったりとか意見というのが多かったところなんですけども、何かご意見

ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございます。それでは

こういう変更ということで、ご承認いただいたということでございます。はい、どうぞ。  

 

北𠮷委員  

すみません、２７ページのところを変更するということで、資料４の裏面のところのこの修正

に関してなんですけど、ちょっと気になったのが四つ目の★、今回文章変えたところの２行目で、

「電子たばこが及ぼす健康影響についての評価は世界でも研究が始まった」というふうになっ

てるんですけども、評価っていうふうに書くと、評価っていうのは価値を判断して決めるとか、

価値を認めるとかいう意味合いかなと思うので、ここは良いほうにとらえるのを評価かなとい

う、私はイメージをそういうふうに感じるので、普通に「健康への影響は」ってするか、今ちょ
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っと後ろのほうのいろんな参考資料から説明聞いてた時には、「健康影響」っていう言葉が出て

きたので、その「健康影響」っていう言葉をもし使うとすれば、もう「健康影響については」と

か「健康影響に関してはこれから研究が進められる」という感じに書くのはどうかなと思うんで

すが、皆さんはいかがでしょうか。  

 

稲葉座長  

事務局いかがでしょうか、今の点につきまして。加熱式たばこ・電子たばこのところですね、

今言われているのは。  

 

北𠮷委員  

そうです。はい。  

 

稲葉座長  

次に多分話が出てくる。  

 

北𠮷委員  

そうなんですか。すみません。  

 

稲葉座長  

ただ、同じ「評価」という言葉の問題なんで、もうここでちょっと取り上げていきたいと思い

ますけど、よろしいでしょうか。そこら辺については、事務局どういうふうに。  

 

岩崎健康局健康づくり課長  

今ご意見いただきましたように、誤解を与えることがあってはいけないと思いますので、もし、

特に我々問題ないと思っておりますので、今ご意見いただいた内容でよければ変更させていた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

 

稲葉座長  

よろしいですか。  

はい、それでは続きまして、今ちょっとご意見いただいた部分になると思いますけども、過熱



12 

 

式たばこ・電子たばこに関する意見について、これも事務局からよろしくお願いいたします。  

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹  

続きまして、加熱式・電子たばこに関する意見の説明をさせていただきます。ご意見は２件で、

たばこを吸う自由、吸わない自由は基本的なものです。加熱式たばこは臭い、煙も出ないので良

いと思われる、というご意見と、加熱式たばこ、電子たばこのみを販売してはどうかという二つ

のご意見でした。それに対する本市の考え方といたしまして、近年、日本では火を使わない、煙

の出ないたばこ、いわゆる「加熱式たばこ」が普及し始めています。加熱式たばこや電子たばこ

が及ぼす健康影響についての評価は世界でも研究が始まったばかりです。今後も動向を注視し

てまいります。この本市の考え方の中も評価という部分がありまして、先程と合わせるというこ

とであれば、この部分も書き換えるということになるかと思います。加熱式たばこ・電子たばこ

については以上です。  

 

稲葉座長  

はい。評価という言葉が価値を認めるという意味にもとらえられる可能性があるということ

で、アセスメントという意味合いで使っておられると思うんですけども、そこをうまく言葉を変

えていただきたいということが、多分、北𠮷委員のご指摘と思われますので、ご高配いただける

ようにお願いいたします。ほかよろしいでしょうか。はい、それでは結構一番微妙なところが終

わりましたので、続いて進めさせていただきたいと思います。 

それでは続きましてマナーに関する意見、これも事務局からご説明いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。  

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹  

はい。マナーに関するご意見は１件ありました。受動喫煙は基本は屋内のことを国が言ってい

る。屋外ではマナーを守って吸うことが出来るようにしてほしい、との内容となっております。

これに関する回答は環境局のほうからいただきました。本市では平成１９年４月に「大阪市路上

喫煙の防止に関する条例」を施行し、道路、広場、公園その他の公共の場所で、他人に迷惑や危

険を及ぼすおそれのある喫煙はしないよう、自主的な努力を促しております。道路や公園は不特

定多数の人々が通行し、集まる公共の場所での喫煙は、すれ違いざまに身体や衣服などにたばこ

の火が当たることが避けられない場合や、喫煙者が気づかないまま、副流煙を吸わせる場合があ
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ります。他人に迷惑や危険を及ぼすおそれのある喫煙をしないよう、マナーの啓発に努めてまい

ります。との回答となっております。マナーに関する説明は以上です。  

 

稲葉座長  

これについてはいかがでしょうか。条例によって規制されているところもあるということな

ので、いろんな考え方あると思いますけども、基本的に大阪市の考え方というのはある程度先進

的になっていると思いますけども。これでよろしいでしょうか。はい、どうもご承認いただいた

ということで、どうもありがとうございます。 

それでは続きまして、喫煙場所の設置に関する意見ということで、これも事務局のほうからご

説明お願いいたします。  

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹  

はい。喫煙場所の設置に関する意見の部分です。ご意見は１件で、喫煙者は国、地方に対して

多くの税金を支払っているのに肩身の狭い思いをされている。共存出来る方策を考えて良いの

では。例えば、梅田の御堂筋の一角には屋外に喫煙コーナーが設けられている。このような場所

を増やすことを望んでいる。というご意見です。これに対する本市の考え方も環境局のほうから

出ております。本市では、有識者・各種団体等の代表者で構成された「大阪市路上喫煙対策委員

会」の答申を踏まえ、現在、「御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺」と「都島区京橋地域」

を「路上喫煙禁止地区」に指定し、違反者に対し罰金（過料 1,000円）を適用しております。喫

煙設備の設置につきましては、平成１９年９月５日に大阪市路上喫煙対策委員会から「喫煙設備

のあり方について」の答申をいただき、設置については「効果的な啓発機能、ＰＲ機能を有する」

ことや「喫煙に起因する迷惑や危険に十分配慮」して設置されなければならない。また、法的条

件に留意し、御堂筋等の禁止地区において、「あくまで適地がある限りにおいて３ヵ所以内であ

ること」とされていました。この答申に基づき、御堂筋及び市役所・中央公会堂周辺の禁止地区

において、大江橋北詰に 1 ヶ所となんば高島屋前に 1 ヶ所の喫煙設備を設置しております。ま

た、都島区京橋地域においては、京橋駅前広場に１ヶ所の喫煙設備を設置し供用しております。

現在のところ増設する計画はございません。といたしました。以上です。  

 

稲葉座長  

はい、どうもありがとうございます。これにつきましてはいかがでしょうか。３ヵ所以内とさ
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れていますし、基本的にも禁煙の方向に向いてるとは思うんですけども、喫煙コーナーをもうち

ょっと増やすようにということで、こういう答申も出てますので、その範囲内でということでよ

ろしいでしょうか。はい、どうもご承認ありがとうございました。 

それでは続きまして、施策に関する意見につきまして、これも事務局のほうからご説明お願い

いたします。  

 

國吉健康局生活習慣病担当医務主幹  

 はい。施策に関するご意見の説明をさせていただきます。意見は、２件ありました。１件目が、

「基本的な考え方」に、ニコチン依存症を加える。「今後の取り組み」に、たばこを吸いにくい

環境作りを加える。未成年者の喫煙防止に、たばこを吸うと再度喫煙せずにはいられなくなると

いうことを強調し、喫煙防止教育に取り入れる。「受動喫煙防止」に加熱式たばこも受動喫煙が

起きることを加える。加熱式たばこについても、燃焼式たばこ同様の害がある点を強調すべきで

ある。との内容になっております。 

二つ目のご意見ですが、タバコ対策についての意見・提案として、（１）喫煙、受動喫煙のタ

バコに、非燃焼性の加熱式タバコ等の新型タバコも含める。（２）庁舎内、関係機関等の敷地内、

屋内全面禁煙の周知徹底。職員の勤務中の禁煙実施。（３）公共性の高い施設において、子ども、

妊産婦を守ることを最優先に全面禁煙ルールを確立し、保護者への禁煙促進の働きかけをする。

（４）公共施設や飲食店・職場等や家庭内での、全面禁煙の徹底・推奨。（５）路上喫煙につい

て、市内全域への拡大。特に、繁華街・アーケード商店街を優先。コンビニなどの店外灰皿の禁

止。（６）禁煙治療の保険適用についての施策の重要性を推進。（７）歯周病以外に、口内炎や舌

がん、食道がんなども強調しての、施策・啓発。（８）治療や入院加療・手術に至ってもなお喫

煙し続ける患者が少なくなく、抜本的な対処・対策。との内容になっております。  

 このご意見に対しまして、２番の（２）に関しては、庁舎内、関係機関の禁煙、職員の勤務中

の禁煙に関するものですので、担当は人事室。２の（５）については、路上喫煙に関する内容に

なっておりますので、環境局のほうから回答しております。考え方としまして、人事室と環境局

以外の、担当以外の部分に関しては、一番上の部分になりますが、たばこについては、「たばこ

をやめたい人の禁煙」、「未成年者の喫煙防止」、「妊娠中の喫煙防止」、「受動喫煙防止」を取り組

みの柱として、関係機関と連携し、いただいたご意見を参考にしながら、行動変容ステージ（禁

煙に対してどのように考えるか）を視野に入れ、普及啓発に取り組んでまいります。喫煙による

健康影響についても、健康教育、健康相談などの事業を活用し、情報提供に努めてまいります。
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なお、いただいたご意見を参考に、計画案を修正してまいります。と、本市の考え方をさせてい

ただきました。  

 資料４をちょっと見ていただきますと、裏面のところですが、先程の「いっぽくん情報」のと

ころにありました、ニコチン依存症に対する記載を、★５に記載させていただくことにしました。  

 資料３に戻ってください。２の（２）に対する本市の考え方です。本市では、平成１１年に職

場における喫煙対策に関する指針を策定し、平成２２年４月から建物内禁煙を、同年１０月から

職員の勤務中禁煙を実施しております。今後も引き続き、受動喫煙防止を推進するために、各関

係部署と連携を図り、周知徹底を行ってまいります、としました。  

２の（５）に対する本市の考え方として、「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」の趣旨は、

市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的とし、喫煙マナーやモラルの

向上を図ることを施策の基本としており、喫煙する自由や嗜好を強く制限することになる「禁止

地区」は、「禁止地区」外へのＰＲ効果も含め、普及啓発効果が大きいと考えられる地域を指定

し、実効性のある規制や取り組みを進めております。「禁止地区の市内全域への拡大」、「アーケ

ード商店街を優先に」とのご意見につきましては、路上喫煙対策委員会のご意見を踏まえ、区な

どの関係部署とも連携しながら検討を進めてまいります。また、コンビニなどの店外灰皿つきま

しては、「禁止地区」の区域かどうかにかかわらず、私有地であることから、灰皿設置者に対し、

本市の取り組みを説明し、路上喫煙防止のポスター掲示など、ルールを守った喫煙の啓発にご協

力をいただくように働きかけております。施策に関する意見は、以上です。  

 

稲葉座長  

はい、どうもありがとうございました。それぞれ施策について、三つ、関係当局を分けてご説

明いただいたと思いますけども、いかがでしょうか。ご意見等、ありますでしょうか。いずれも、

条例とかを踏まえたりとか、いろんな現行の規制の中で、適切に対応されていると思いますけど

も、特に問題あるようなところありましたら、ご指摘いただきたいと思います。よろしいでしょ

うか。はい。それでは、ご承認いただいたということで、次に進ませていただきたいと思います。  

 それでは続きまして、健康を支え、守るための地域づくりの分野でのご意見について、これも

事務局に、内容からご説明お願いいたします。  

 

岩崎健康局健康づくり課長 

 いただいたご意見は２件でございますが、内容は全く同じものでございました。ご意見ですが、
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健康を支え、守るための地域づくりのなかで、大阪市では、「ニア・イズ・ベター」の概念のも

と、地域コミュニティの活性化に取り組んでいるとあります。自治会、町内会などに携わる人も

不足しているのが現状です。住みなれた地域で、いきいき健康に暮らしていける地域づくりに本

気で取り組んでいただけるのか不安です。といったご意見がございました。  

 本市の考え方としましては、健康づくりは個人の意識と行動だけでなく、個人を取り巻く社会

環境による影響も大きいと考えられます。地域においては、自治会、町内会など、顔の見える関

係やつながりを保ちながら、市民の健康に関する課題を共有し、地域特性に応じて健康づくりに

取り組むことが重要です。引き続き、健康づくり施策にかかわる関係機関等と連携・協働し、住

み慣れた地域でいきいき健康に暮らしていける地域づくりに取り組んでまいります。というよ

うな考え方を説明させていただきました。以上でございます。  

 

稲葉座長  

なかなか難しいところと思いますけども、文章としては、きれいに拾っていってると、こうい

うふうに思うんですけども、ここら辺について、具体的に、こういうことをやったほうがいいと

か、そういうようなご提案とか、ありますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それでは、

どうもありがとうございました。  

 以上で、議題１は終了ですけれども、全体を通して何かご意見等ありましたら、ここでお受け

できると思いますけども、いかがでしょうか。  

 一応パブコメに対しての対応ということで、特にやっぱり禁煙の部分、喫煙の部分というのは

非常に多かったんですけども、よろしいでしょうか。はい。それでは、どうもありがとうござい

ました。  

 それでは続きまして、その他、今後のスケジュールについて、事務局のほうからご連絡いただ

きたいと思います。  

 

岩崎健康局健康づくり課長  

 それでは、今後のスケジュールをご説明させていただきます。資料は５になります。大阪市健

康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」策定スケジュール（案）でございます。上から

四つ目の段、日付の入っていないところの四つ目の段になりますが、これが推進会議の段であり

まして、本日、一番右のほうの３月２日ということで、本日の開催となっております。本日いた

だきましたご意見をもとに修正をいたしまして、３月２２日に「すこやか大阪検討会議」にて、
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最終的な案を固めてまいります。これで次期計画の策定という形にさせていただきたいと思っ

ております。以上でございます。  

 

稲葉座長  

 はい、どうもありがとうございます。これで、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２

次後期）」の策定スケジュールをこの３月上旬、３月２日の中央区というのが終わりましたので、

この３ 月２２日をもって、次期計画の策定というのは終了しますけれども、こういう方向で進

めさせていただいてよろしいでしょうか。何か特に、最後にご意見等ありましたら、ここでお受

けしたいと思いますので。よろしいでしょうか。  

 はい、それではないようでありますので、本日の議事というのはこれで全て終了させていただ

きます。皆様のこの「すこやか大阪２１（第２次後期）」の策定にご協力いただきましたこと、

御礼申しあげまして、これで今期全部終わりたいと思います。それでは、事務局のほう、よろし

くお願いいたします。  

 

司会  

 稲葉座長、委員の皆様、どうもありがとうございました。本日のご意見を参考にさせていただ

き、「すこやか大阪２１（第２次後期）」の策定を進めてまいりたいと思います。「すこやか大阪

２１（第２次）推進会議」の委員の任期は、平成３０年３月末までとなっております。本メンバ

ーでお集まりいただく会議はこれで終了となります。委員の皆様におかれましては、これまで第

２次後期計画の策定にご協力いただき、ありがとうございました。 

今後も引き続き、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」の推進にご協力を

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

これをもちまして、本日の会議を終了させていただきます。どうもありがとうございました。  

 

－了－ 


