
 

 

 

 

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 

 

１ 意見募集の方法 

（１）募集期間 

  平成２９年１２月２２日(金)～平成３０年１月２２日（月） 

 

（２）公表資料の配架場所等 

健康局健康推進部健康づくり課、市民情報プラザ、各区役所（区民情報コーナー、保健福

祉課）、大阪市サービスカウンター、図書館、大阪市保健所管理課 

 

（３） インターネットによる公表 

大阪市健康局ホームページ 

 

（４）募集方法 

健康局健康推進部健康づくり課への持参、送付、ファックス、電子メール 

 

２ 集計結果 

（１）受付件数  ２９件  

   【性別等】 男性：１３人  女性：１０人  不明：４人  法人：２件 

   【住所地】 市内：２０人  市外： ３人  不明：６人 

   【年  齢】 20歳代：０人 30歳代： １人 40歳代：５人  

50歳代：３人 60歳代：１０人 70歳以上：７人 不明：１人  法人：２件 

（２）受付方法   

持参：１件  送付：７件  ファックス：１１件  電子メール：１０件 

 

（３）提出意見数 ２９件 

項目 件数 項目 件数 

最終評価 ０ 栄養・食生活 ０ 

全体目標 ０ 身体活動・運動 １ 

がん １ 休養 ０ 

循環器疾患 ０ アルコール ０ 

糖尿病 ０ たばこ ２５ 

COPD ０ 歯・口腔の健康 ０ 

骨粗しょう症 ０ 健康を支え、守るための地域づくり ２ 

こころの健康 ０ その他 ０ 

 

【資料２】 



大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」（案）に対するご意見　一覧

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

1 12月22日 メール 男性 大阪市内 50歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

2 12月25日 送付 男性 大阪市内 50歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

3 12月27日 ＦＡＸ 女性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

4 12月27日 ＦＡＸ 女性 不明 40歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

5 12月27日 ＦＡＸ 男性 大阪市外 50歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

6 12月28日 メール 男性 不明 40歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

7 12月30日 メール 不明 不明 不明 5 第3章 3 P26.27　たばこ

8 1月3日 メール 男性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

9 1月3日 メール 女性 大阪市外 40歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

10 1月4日 メール 男性 大阪市外 30歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

11 1月5日 メール 男性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

12 1月8日 ＦＡＸ 女性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P26.27　たばこ

13 1月8日 ＦＡＸ 男性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P26.27　たばこ

14 1月9日 ＦＡＸ 女性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P15.16　がん

15 1月9日 メール 男性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

16 1月12日 送付 女性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

17 1月15日 送付 男性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P26.27　たばこ

18 1月15日 送付 女性 大阪市内 40歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

19 1月15日 送付 女性 大阪市内 40歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

20 1月16日 ＦＡＸ 男性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P26.27　たばこ

21 1月17日 持参 法人 大阪市内 5 第3章 3 P26.27　たばこ

22 1月17日 送付 女性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P26.27　たばこ

23 1月21日 メール 男性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

24 1月21日 ＦＡＸ 男性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

25 1月21日 ＦＡＸ 不明 不明 60歳代 5 第3章 3 P29　健康を支え、守るための地域づくり

26 1月22日 ＦＡＸ 女性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P24　身体活動・運動

27 1月22日 ＦＡＸ 不明 不明 60歳代 5 第3章 3 P29　健康を支え、守るための地域づくり

28 1月22日 メール 法人 不明 5 第3章 3 P26.27　たばこ

29 1月22日 送付 不明 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

1 12月22日 メール 男性 大阪市内 50歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

第３章３の２６・２７ページのタバコに関して意見します。
喫煙者の衣服が害をおよぼすのであれば、喫煙者は裸で非喫煙者と会わなければならないのでしょうか？
喫煙者は隔離された場所で生活しなければ、非喫煙者に害を及ぼすのでしょうか？
非常に人権侵害につながる表現なので削除をお願いします。
分煙や建物内禁煙で受動喫煙の害を完全に防げませんとありますが、大阪市はどうやって防ぐつもりですか？
大阪市内全域禁煙にされるおつもりですか？
空気中にある、排ガスや化学薬品などなんらかの害のあるものもすべて排除するなら理解できますが、受動喫煙の害をこ
とさら大きく煽る表現は削除をお願いします。
私が非喫煙者でガンになったら大阪市の施策不足を訴えますよ。

喫煙者の衣服が害を及ぼすのであれば、喫煙者は裸で非喫煙者と会わなければならないのでしょうか。喫煙者は隔離され
た場所で生活しなければ、非喫煙者に害を及ぼすのでしょうか。非常に人権侵害につながる表現なので削除をお願いしま
す。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

2 12月25日 送付 男性 大阪市内 50歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

「たばこの受動喫煙防止」
「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記であることから、削除を求めます。
また、「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。

「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記であることから、削除を求めます。
「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。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

3 12月27日 ＦＡＸ 女性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

オフィスビル、商業施設、チェーンの飲食店などでは喫煙室を作って分煙をおこなっている場所も多くみかけます。たばこを
吸わない人に配慮しているからでしょう。
分煙をすることで、非喫煙者の受動喫煙を防止できると思います。分煙や建物内禁煙では受動喫煙の害を完全に防ぐこと
ができませんという表記では、現在、自主的に対策をとっている受動喫煙防止の取組みが効果がないと言っている訳です。
分煙の取り組みがなされている状況であり、削除を希望するものです。

分煙や建物内禁煙では受動喫煙の害を完全に防ぐことができませんという表記では、現在、自主的に対策をとっている受
動喫煙防止の取組みが効果がないと言っている訳です。
分煙の取り組みがなされている状況であり、削除を希望するものです。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

4 12月27日 ＦＡＸ 女性 不明 40歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

「分煙や建物内禁煙では、受動喫煙を害を完全に防ぐことはできません」という記載がありますが、厚生労働省や、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と思いますので、過度な内容ではないでしょうか！
削除を求めます。

「分煙や建物内禁煙では、受動喫煙を害を完全に防ぐことはできません」という記載がありますが、厚生労働省や大阪府の
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と思いますので、削除を求めます。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

5 12月27日 ＦＡＸ 男性 大阪市外 50歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

Ｐ２６の受動喫煙防止のなかで、「喫煙者の衣服居室の壁、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。」と書かれていますが、このような内容
が公にされてしまうと、未成年者、非喫煙者の感情を必要以上に煽ることになり、ひいては喫煙者への差別や人権侵害に
つながる可能性があるため、上記の記載内容の再考をお願いします。

「喫煙者の衣服居室の壁・・・受動喫煙の害を完全に防ぐことはできません。」と書かれていますが、未成年者、非喫煙者の
感情を必要以上に煽ることになり、ひいては喫煙者への差別や人権侵害につながる可能性があるため、上記の記載内容
の再考をお願いします。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

6 12月28日 メール 男性 不明 40歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文（本案件に関わる部分を抜粋）

意見要旨

「健康増進法（受動喫煙防止）」の廃止について政策の提案。
（１）「タバコ（煙草）」の禁煙は無意味であり、タバコの喫煙よりも、自動車や工場からの排出された「窒素酸化物（NOx）」が
有害です。光化学スモッグとは、「高濃度の光化学オキシダント（Ox）」です。西日本では、特に大陸から来る「微小粒子状
物質（PM2.5）」の方が有害で、微小なので人間の肺気管に入り込みやすいです。例えば、五感で認識できない様な、眼に
見えない状態に有害物が多いので、風邪等のウイルスやPM2.5は、衛生用マスクを着けても無駄です。「埃（ほこり）」が多
い場所は、衛生用マスクを着けた方が効果的です。日本の第２次世界対戦時の広島と長崎での放射線内部被爆では、「３
世代（１世代２０年）」以上の子孫は存続できないと言われています。東日本では、震災時の原発事故で放射線内部被爆し
ている場合があるのに、タバコ禁煙政策は無意味です。

「タバコ（煙草）」の禁煙は無意味であり、タバコの喫煙よりも、自動車や工場からの排出された「窒素酸化物（NOx）」が有害
です。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

7 12月30日 メール 不明 不明 不明 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨
一方的にたばこを無くす計画はしないでほしいです。たばこを吸う人と吸わない人が、うまく共存していく事が現実的ではな
いでしょうか。どうか公平な計画作成をお願いします。

たばこについて、販売店として意見をおくります。一方的にたばこを無くす計画はしないでほしいです。たばこ税を払ってい
ます。喫煙されてる医師もいます。たばこを吸う人と吸わない人が、うまく共存していく事が現実的でわないでしょうか。どう
か公平な計画作成をお願いします。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

8 1月3日 メール 男性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

受動喫煙防止の欄で「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」と書かれてい
ますが現段階では、喫煙者の衣服等の残留物質による健康影響は裏付けが明らかにされていないのではないでしょうか。
また分煙や建物内禁煙では、害を完全に防ぐことができないとのことですが、分煙は国も認めており、分煙こそタバコを吸う
人吸わない人が共に共存できる社会が構築できるのではないでしょうか。たばこの煙以上に自動車等の排気ガス・PM2.5な
どの環境汚染・労働環境等のほうがはるかに害になるのでは！
最近は、タバコは全面禁煙とばかりに行政が締め付けていますが、タバコ喫煙者はどんどん減ってきているにも関わらず、
がんの発症率は増えてきているのはなぜですか。市民の健康を築かうなら市の緑化推進やだれでも利用できるスポーツ施
設等の拡充をしていただきたい。

現段階では、喫煙者の衣服等の残留物質による健康影響は裏付けが明らかにされていないのではないでしょうか。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

9 1月3日 メール 女性 大阪市外 40歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

現在、人が沢山集まる場所では、喫煙ルームをつくり、分煙を行い、マナーを守って良い環境を広げています。吸わない人
は、受動喫煙を防止できていると思います。
衣服や家具にタバコの煙が残留物として残るなどの記載があり、その残留物質が、どれ程の健康被害を及ぼすというの
か、甚だ疑問だと感じます。
では、住宅や、古い建造物のアスベストは、微量でも肺がんになるのでしょうか？少し吸引したくらいで何かと全て健康被害
が現れたら、人類はとっくに絶滅していたんではないでしょうか。
受動喫煙をしたくない人の主観が問題だと感じます。
「分煙や建物内禁煙では、受動喫煙の害を完全に防ぐことができません」という表記は、削除していただくことを希望しま
す。
分煙を進化させる取り組みによって、喫煙者と非喫煙者の双方の合理的な納得が得られる所で、折り合いをつけていただ
きたいと思います。

衣服や家具にタバコの煙が残留物として残るなどの記載があり、その残留物質が、どれ程の健康被害を及ぼすというのか
甚だ疑問だと感じます。
「分煙や建物内禁煙では、受動喫煙の害を完全に防ぐことができません」という表記は、削除していただくことを希望しま
す。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

10 1月4日 メール 男性 大阪市外 30歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

「基本的な考え方」について
喫煙が原因となる疾患にニコチン依存症を加えるべきである。つまり喫煙習慣そのものが精神疾患である、と位置付けた
上で、周知・対策を図られたい。
「今後の取り組み 」について
「◯たばこを吸いにくい環境作り」を加えるべきである。タバコを吸うとニコチンへの依存が強化され、ますますタバコを吸い
たくなるようになってしまう。これを防止するためにタバコを吸いにくい環境の整備が重要となって来る。そのため市が設置
する喫煙所の廃止、事業者への非喫煙者の雇用・就労時間中禁煙の奨励、事業所・飲食店・店舗等への屋内禁煙徹底の
指導・敷地内禁煙の奨励、地域のイベントにおける禁煙の奨励など喫煙習慣(ニコチン依存)の弱化に繋がる施策を推進さ
れたい。
「○未成年者の喫煙防止」について
たばこを吸うとニコチンに依存してしまい再度の喫煙をせずにはいられなくなり、結果的に行動の自由が奪われる、というこ
とを強調し喫煙防止教育に取り入れるべきである。
「◯受動喫煙防止」について
加熱式タバコでも受動喫煙が起きることを付け加えるべきである。蒸気が目に見えにくくても有害物質が含まれていることを
明記すべきである。
「加熱式たばこ」について
これもやはり燃焼式たばこ同様の害があり、またニコチンを摂取することには変わらないので、その点強調すべきである。
蒸気が目に見えにくいためか、"禁煙" と勘違いする加熱式タバコの使用者もいるようであるが、そのような勘違いが起こら
ないように十分に周知・啓発すべきである。

「基本的な考え方」に、喫煙が原因となる疾患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、たばこを吸うとニコチンに依存してしまい、再度の喫煙を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、加熱式タバコでも受動喫煙が起きることを付け加える。
「加熱式たばこ」についても、燃焼式たばこ同様の害があり、またニコチンを摂取することには変わらないので、その点を強
調すべき。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

11 1月5日 メール 男性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

◎「基本的な考え方」に、たばこは最大の危険因子となっていますと、断定していますが、如何なものでしょうか？
→私自身、心臓病に関わっておりますが、確かに私の担当医師は心臓にたばこは悪い、しかし心臓疾患の一つの要因に過
ぎない、また肺癌の原因はたばこではない、たばこは心臓疾患に影響していると仰っておられます。
⇒たばこは危険因子の一つであると言っていいと存じます。
◎同じく「基本的な考え方」に、喫煙者は禁煙の必要性を自覚しと、謳ってますが、たばこは法律で定められている嗜好品で
ある以上、たばこをこの世の中から根絶させたいような文言は改めるべきだと意見します。
◎「受動喫煙防止」に家庭まで何故取り組む必要があるのか大いに疑問に感じます。家庭内に未成年者や非喫煙者が居な
くても取り組まなければならないと思われる文言であります。また、飲食店と書かれておりますが、我々が利用する所謂居酒
屋さんも同様だと思います。是非、文言を改めて頂きたく存じます。
◎同じく「受動喫煙防止」に、衣服や居室の壁等に付着した残留物質云々と書かれておりますが、果たしてたばこはここまで
かかれるほど悪いのでしょうか？健康を害することがこの原因であれば、車の排気ガスの方が格段に人体に影響を与える
のではないでしょうか？これにつきましても是非一考して頂きたいと存じます。
◎また「受動喫煙防止」に受動喫煙の害という文言がありますが、本当に受動喫煙の影響のみが健康に及ぼすのでしょう
か？まるで、たばこは諸悪の根源であるという描き方が、この２６ページには描かれている感が大いに見受けられます。上述
させて頂いたように、たばこ以外に多々健康に影響する事象等が多く発生している筈であります。このことをもう一度再考し
て頂きたいと節に要望いたします。

「基本的な考え方」に、たばこは最大の危険因子となっていますと断定していますが、如何なものでしょうか。
たばこは法律で定められている嗜好品である以上、たばこをこの世の中から根絶させたいような文言は改めるべきだと意見
します。
「受動喫煙防止」に家庭まで何故取り組む必要があるのか大いに疑問に感じます。是非、文言を改めて頂きたい。衣服や居
室の壁等に付着した残留物質云々と書かれておりますが、果たしてたばこはここまで書かれるほど悪いのでしょうか。
受動喫煙の害という文言がありますが、本当に受動喫煙の影響のみが健康に及ぼすのでしょうか。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

12 1月8日 ＦＡＸ 女性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

たばこを吸う自由、すわない自由は基本的な物です。加熱式たばこは臭い、煙も出ないので良いと思われます。しかし、基
本は食育と思われます。きちんと食事を取る様にすべきです。

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ます。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

13 1月8日 ＦＡＸ 男性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

加熱式たばこ、電子たばこのみ販売にす事。

加熱式たばこ、電子たばこのみ販売してはどうか。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

14 1月9日 ＦＡＸ 女性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P15.16　がん

意見原文

意見要旨

生活習慣病予防のためにも、検診を受けるのが良いと思っているが、がん検診率が３０％台というのは驚きである。
せめて、６０～７０％に人達に受診してもらいたいものである。
受診することによって、早期発見、早期治療にもつながり、早く治すことができ、医療費の抑制にもなる。
第一、本人の為にもそれが一番良いことなのに。

生活習慣病予防のためにも、検診を受けるのが良いと思っているが、がん検診率が３０％台というのは驚きである。
せめて、６０～７０％に人達に受診してもらいたいものである。
受診することによって、早期発見、早期治療にもつながり、早く治すことができ、医療費の抑制にもなる。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

15 1月9日 メール 男性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

　　

２６Ｐに「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」と書いていま
すが、いったい何の報告なのでしょうか？私の知る限り一部の研究者の発表に過ぎず、何ら実証されている話ではないと
思います。そのような内容を健康増進計画に盛り込むのは、責任ある行政当局としていかがなものかと思います。削除す
べき内容です。

「喫煙者の衣服・・・報告されており」と書いていますが、いったい何の報告なのでしょうか。私の知る限り一部の研究者の発
表に過ぎず、何ら実証されている話ではないと思います。削除すべき内容です。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

16 1月12日 送付 女性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

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分煙は認められています。
飲食店等は費用をかけて出来る範囲で分煙を行っていると思います。喫煙者のことも考え吸わない人と共存出来るよう分
煙することで受動喫煙は防止出来ると思います。がんばって分煙を行おうとしているに害を防ぐことは出来ませんは容認出
来ません。
削除してほしいと思います。

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分煙は認められています。
頑張って分煙を行おうとしているのに害を防ぐことは出来ませんは容認出来ません。
削除してほしいと思います。



大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」（案）のパブリック・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

17 1月15日 送付 男性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文
半世紀前は確か路上、駅ホームでの喫煙は勿論ですが、電車内においても喫煙しても咎められない時代だったと思いま
す。今は随分喫煙者のマナーも向上し、吸わない人も良い環境になりつつありますが、喫煙者と非喫煙者が同じ場所（飲食
店、喫茶店など）では出来る限りの分煙がなされている店もありますが、喫煙者は国、地方に対して多くの税金を支払って
いるのに少し肩身の狭い思いをされているのではないでしょうか？税金を払っているから吸う権利が欲しいとは言いません
が、共存出来る方策を考えても良いのでは？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、多くの喫
煙者の方が気持ち良く喫煙している光景を見ると気持ちの良いものです。このような場所を増やすことを望みます。

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も良い
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。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

18 1月15日 送付 女性 大阪市内 40歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨
残留物質の吸引が健康を害すると言う表現は誤りもしくは誇大表現ではないでしょうか。

喫煙者の衣服についた残留物質はどのくらいの濃度で他人の健康を害するかデータを示してください。
残留物質は通常の大気中に存在するものとどの程度違うか比較を示してください。でなければ残留物質の吸引が健康を害
すると言う表現は誤りもしくは誇大表現ではないでしょうか。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

19 1月15日 送付 女性 大阪市内 40歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

たばこを吸わない人に対しては喫煙者はマナーを守るべきですが、受動喫煙は基本は屋内の事を国が言っていると思いま
す。屋外ではマナーを守って吸う事が出来るようにしてほしいと思います。

受動喫煙は基本は屋内の事を国が言っている。
屋外ではマナーを守って吸う事が出来るようにしてほしい。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

20 1月16日 ＦＡＸ 男性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

26ページの受動喫煙防止の内容でコメントします
「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」という記載がありますが、厚生労働省や大阪府の
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と思いますので、過度な内容と思います、従って削除を
お願い致します。

「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」という記載がありますが、厚生労働省や大阪府の
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と思います。削除をお願い致します。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

21 1月17日 持参 法人 大阪市内 0 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

●第３章　３　（２）　オ　たばこ　受動喫煙防止について
弊社としましても望まない受動喫煙は防止すべきであると考えております。しかしながら、その対策は利用者のニーズや施設の態様等に応じて、事業者や施設
管理者の判断によりなされるべきものであり、バランスの取れた対策を望みます。
弊社は、望まない受動喫煙を防止するための様々な取り組みについて賛同しており、分煙環境の整備やマナー啓発活動を実施しているところです。
案におきまして「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」と記載
されておりますが、いわゆる三次喫煙につきましては、健康影響に関する疫学研究は存在せず、医学的な研究も存在しないものと承知しております。「喫煙と健
康　第４版（喫煙の健康影響に関する検討会報告書）」においても「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。」と記載されており
ます。
また、「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。」と記載されておりますが、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金制度」で
は、喫煙室の設置や屋外喫煙所の設置による受動喫煙防止対策が推進されております。大阪府の「受動喫煙の防止に関するガイドライン」におきましても店頭
表示の推進や分煙が認められており、「大阪府受動喫煙防止対策推進協議会」にて取り組まれている店頭表示ステッカー貼付活動の趣旨に、大阪府も賛同し
ているものと認識しております。
弊社としましても、受動喫煙防止対策を推進していくことは重要であると認識しております。一方で、対策の推進にあたっては「たばこを吸われる方・吸われない
方および各事業者や施設管理者の多様性・自主性が尊重され、それぞれが実態に則した受動喫煙防止対策を選択できる仕組みとなること」が重要であると考
えております。
以上のことから、市民や施設管理者に誤った認識を与える可能性のある「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。」の記載は削除されるべきと考えま
す。
弊社といたしましては、これからも、たばこを吸われる方と吸われない方が協調して共存できる社会の実現に向け、受動喫煙防止対策を一層推進していくため、
喫煙マナーの啓発や希望される事業者の方々への分煙コンサルティング、店頭表示ステッカー貼付活動の普及等を進めてまいる所存です。引き続き、弊社事
業へのご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

「直接たばこの煙にさらされなくても・・・報告されており」と記載されていますが、いわゆる三次喫煙については、健康影響に関する疫学研究は存在せず、医学
的な研究も存在しないものと承知している。「喫煙と健康　第４版（喫煙の健康影響に関する検討会報告書）」においても「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。」と記載されている。
「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。」と記載されているが、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金制度」では、喫煙室
の設置や屋外喫煙所の設置による受動喫煙防止対策が推進されている。大阪府の「受動喫煙の防止に関するガイドライン」においても店頭表示の推進や分煙
が認められており、「大阪府受動喫煙防止対策推進協議会」にて取り組まれている店頭表示ステッカー貼付活動の趣旨に、大阪府も賛同しているものと認識し
ている。
市民や施設管理者に誤った認識を与える可能性のある「直接たばこの煙にさらされなくても・・・受動喫煙の害を完全に防ぐことはできません。」の記載は削除さ
れるべきと考える。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

22 1月17日 送付 女性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

これまで取り上げてきたように受動喫煙よりも大気汚染の方が健康被害の大きいことは明らかですが昨年9月熊本大学国
立環境研究所などの合同研究チームが黄砂の飛来が急性心筋梗塞の発症と関係があることも明らかにしたと発表しまし
た。
たばこ好きの日本人が世界一長寿なのですから害ばかりでないはずでこうした効用面の研究が進むことを期待したいと思
います。

受動喫煙よりも大気汚染の方が健康被害の大きいことは明らか。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

23 1月21日 メール 男性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

受動喫煙防止の項に
「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」
とあります。
私は喫煙者ですが、喫煙者をまるで黴菌まみれの汚染された者のように扱うこの考え方とそれを正しい知識として市民に
普及するのは許せません。
新しい差別を生みだす事につながりかねません。
この項の削除を強く求めます。
たばこは国も認めた合法の大人の嗜好品です。
たばこを吸う者も吸わない者も同じ市民です。
吸う、吸わないを決めるのは本人(大人の市民)であるべきです。
喫煙者を黴菌扱いせず、たばこを吸う者、吸わない者の両方が歩み寄れる妥協点を探ってください。

「直接たばこの煙にさらされなくても・・・受動喫煙の害を完全に防ぐことはできません」とあります。
喫煙者をまるで黴菌まみれの汚染された者のように扱うこの考え方とそれを正しい知識として市民に普及するのは許せま
せん。新しい差別を生みだす事につながりかねません。この項の削除を強く求めます。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

24 1月21日 ＦＡＸ 男性 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

たばこの害については、「有害成分の含有並びに残留物質の吸引により健康を害する」と言われますが、何ら因果関係が
証明された研究発表はありません。疫学調査による数値結果である。
些細な比率による数値発表であって、数十倍の確立を証明された結果は皆無である。
ましてや、禁煙しても過去に吸った経験があれば「たばこ」が影響したと言われます。苦労して禁煙するストレスが原因か
も？
喫煙人口が半減したのに肺炎死亡率は、上昇しています。
喫煙者で長寿の方は、多数おられます。
認知症予防のための喫煙効果も実証されていますし、高齢喫煙者には継続して認めておられるお医者さんもおられます。
最近問題視されている「アスベスト被害」も以前は、たばこが原因と言われていました。疫学研究者は、因果関係が分から
なければ「たばこ」「ストレス」に原因添加しているように思えます。

「有害成分の含有並びに残留物質の吸引により健康を害する」と言われますが、何ら因果関係が証明された研究発表はあ
りません。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

25 1月21日 ＦＡＸ 不明 不明 60歳代 5 第3章 3 P29　健康を支え、守るための地域づくり

意見原文

意見要旨

（３）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」の理念のもと、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、老人会等にたずさわれる人も不足している（運営側）のが現状です。会場も近くになければ、なかなか利
用できません。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。

（３）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」の理念のもと、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、老人会等にたずさわれ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。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

26 1月22日 ＦＡＸ 女性 大阪市内 70歳以上 5 第3章 3 P24　身体活動・運動

意見原文

意見要旨

特に健康寿命を延ばす活動をしています。城東区全体を対象に百歳体操とお口の体操を週に２回行っています。集会所に
来て頂（年齢制限なし）知らない人、同志で、始めましたけど、今では皆様、顔なじみになり、一緒に食事をしたりと、とても
良い関係になっています。百歳体操は筋力運動なので、たとえ転んでも、軽くすんだりしてます。COPDは区役所で啓発して
ます。丁寧に説明しますと、しっかり受けとめて下さり、スパイロメーターで検査をして、安心したり、ドキドキしたり、して帰っ
て行かれます。こういう事をして自分の健康を意識する事が大切だと思います。

城東区全体を対象に百歳体操とお口の体操を週に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事が大切だ
と思います。



大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」（案）のパブリック・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

27 1月22日 ＦＡＸ 不明 不明 60歳代 5 第3章 3 P29　健康を支え、守るための地域づくり

意見原文

意見要旨

（３）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」の理念のもと、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、老人会等にたずさわれる人も不足している（運営側）のが現状です。会場も近くになければ、なかなか利
用できません。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。

（３）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」の理念のもと、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、老人会等にたずさわれ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。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

28 1月22日 メール 法人 不明 0 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

タバコ対策について
健康づくりにおける特に受動喫煙対策の推進関係者の立場から、今少し具体的な意見・提案をお送りしますので、よろしくお願いします。
住民の健康寿命を延ばし、重症化予防、要介護の減少のため、また子ども・妊産婦・アレルギーなど感受性の高い方を含めた非喫煙者を受動喫煙の危害から守るために、健康の基本として、この課題の重点施策をお願いします。
（１）喫煙、受動喫煙のタバコに、非燃焼の加熱式タバコ等の新型タバコも含めるよう、よろしくお願いします。
　・紙巻きタバコと同様にニコチンが含まれる。したがって、吐き出す呼気にもニコチンが含まれ、受動喫煙による急性心筋梗塞などのリスクがある。
　・紙巻きタバコと同様に種々の発がん性物質が含まれる。したがって、受動喫煙による肺がん・口腔がん・胃がん・腎臓がんなどのリスクがある。
　（紙巻きタバコと同様の健康警告表示が義務付けられていることからも判るように）
　・紙巻きタバコと違い、発生する有害物質が見えにくい。したがって、周囲の人々は受動喫煙を避けられず、かえって危険である。など
　参考：「新しいタバコ」に対する日本禁煙学会の見解　http://www.jstc.or.jp/modules/information/index.php?content_id=119
（２）今進められている国の「健康増進法の改正」を見越して、管轄内公共的施設・場所の屋内全面禁煙の自主的実施が望まれるので、庁舎内（議会棟、出先を含め）、出先や関係機関等の「敷地内or屋内全面禁煙」の周知徹底・要請をよろしくお願いします。
　また貴管下職員の勤務中の禁煙実施もお願いします。参考：http://notobacco.jp/pslaw/nishinihon171222.html
（３）タバコ特に受動喫煙の危害防止について、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て順次広げていくことや、幼稚園や小中学校をなどの保護者への禁煙促進の働きかけや啓発・講習等をよろしくお願いします。
・子ども・青少年の喫煙防止とともに、親や妊産婦・家族が喫煙している場合は禁煙を促す抜本的施策などよろしくお願いします。
・上記については、東京都子どもを受動喫煙から守る条例　http://www.gikai.metro.tokyo.jp/bill/2017/3-2.html
　と同様の条例制定が望まれます。関係部局とも調整の上、提案をよろしくお願いします。
（４）「分煙」では煙は必ず漏れます。公共施設や飲食店・職場等や家庭内で、全面禁煙の徹底・推奨をよろしくお願いします。
※特に飲食店について、法や条例による「禁煙」制定だけでなく、全面禁煙の飲食店の登録・紹介サイトの事業も有効ですので、よろしくお願いします。　参考：調布市受動喫煙ゼロの店登録事業
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1515994829356/index.html
（５）路上禁煙について、市内全域への拡大、特に繁華街・アーケード商店街を優先に、またコンビニなどの店外灰皿の禁止も含め、徹底をよろしくお願いします。
（６）禁煙サポートの推進で、特定健診やがん検診等の場は40歳以上であったりで、より若い20歳前～30歳代・未成年者への禁煙サポートに重点を置いたやり方が求められています。禁煙治療の保険適用について、喫煙指数が200以上などの制約がありましたが、
中医協の改定で、2016年４月からは35歳未満の若い世代も適用になりましたので、この施策の重要性を進めていただきたいです。
※御地の禁煙治療の保険適用施設が増えるよう、施策での取り組み要請をよろしくお願いします。
（都道府県別一覧を以下に掲載しています　http://notobacco.jp/hoken/sokei.htm　）。
※また敷地内禁煙となっていない御地の病院がある場合は、改善要請・支援をよろしくお願いします。
　http://notobacco.jp/hoken/kokuritutabyoin.htm
（７）喫煙者は歯周病で歯を失う人が多くいます。受動喫煙でも同様のリスクがあり、禁煙により、本人及び周りの家族など受動喫煙者でも、歯肉炎・虫歯・歯喪失・義歯修正等の減少が期待され、末永くよく噛み味わえるようになります。
　歯周病以外に、口内炎や舌がん、食道がんなども喫煙・受動喫煙と因果関係が多々あります。これらも強調し、施策・啓発が重要です。
（８）医療費適正化の観点から、喫煙及び受動喫煙が諸疾患の原因となるのはもちろん、重症化の要因になっていることには既に多くのエビデンスがありますが、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、重症化予防の妨げ、また医療費
高の一因になっているところです。禁煙指導にも関わらず吸い続ける場合は、せっかくの治療効果が減ずるor無駄になるケースもあり、医療資源の浪費となるので、治療を打ち切り、強制退院とする医師や医療施設も現にあります。抜本的な対処・対策をよろしくお願
いします。

タバコ対策について　意見・提案
（１）喫煙、受動喫煙のタバコに、非燃焼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or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。
（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）路上禁煙について、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。



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・コメント手続きに寄せられた意見の概要

受付番号 受付日 提出方法 性別等 住所 年齢 番号 該当項目 素案の該当ページ

29 1月22日 送付 不明 大阪市内 60歳代 5 第3章 3 P26.27　たばこ

意見原文

意見要旨

タバコ税が市民の生活の中で有意義につかわれています。
健康は誰もの最大の関心事ではありますが、お酒、タバコは嗜好品であります。
タバコを排除ではなく、分煙の道は残していただきたいので、受動喫煙防止の条例には反対です。

お酒、タバコは嗜好品です。タバコを排除するのではなく、分煙の道は残していただきたいので、受動喫煙防止の条例には
反対です。


