
番号 ご意見の要旨 本市の考え方 担当（参考）

1

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％の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。

本市のがん検診は各区保健福祉センターや取扱医療機関で実施し
ており、平日夜間や休日開催等、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ります。
引き続き、目標値を定め、その達成に向け取り組んでまいります。

健康局
健康づくり課

番号 ご意見の要旨 本市の考え方 担当（参考）

1
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。

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り、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な、いきいき百歳体操やウォーキンググルー
プ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
おりますので、引き続き支援してまいります。

健康局
健康づくり課

番号 ご意見の要旨 本市の考え方 担当（参考）

1

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。

2

「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。

3

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。

4

「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。

5

「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。

6
「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。

7
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。

8
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・コメントで寄せられた意見に対する本市の考え方

たばこ/受動喫煙（１９件）

がん（１件）

【受動喫煙防止について】
我が国では、「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２５日付け　厚生労働省健康局長通知）とされてお
ります。
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
ており、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（平成28年8月）」では、喫煙室を設置してもたばこ煙の漏れが
防止できないと報告されております。
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防止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等をたばこ
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。

【三次喫煙について】
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
（平成28年8月）」には、三次喫煙に関する実験結果は次々に報告さ
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い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。

健康局
健康づくり課

身体活動・運動（１件）

【資料３】



9

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。

10

「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。

11
「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。

12

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。

13
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。

14

「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。

15

「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。

16 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。

17

「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。

18
「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。

19
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。

番号 ご意見の要旨 本市の考え方 担当（参考）

1
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。

2 加熱式たばこ、電子たばこのみ販売してはどうか。

健康局
健康づくり課

たばこ/加熱式たばこ・電子たばこ（２件）

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」が普及し始めております。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。

健康局
健康づくり課



番号 ご意見の要旨 本市の考え方 担当（参考）

1
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。

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。
道路や公園など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。

環境局
事業管理課

番号 ご意見の要旨 本市の考え方 担当（参考）

1

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。

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、違反者に対し罰則（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、現在のところは増設する計画はございませ
ん。

環境局
事業管理課

番号 ご意見の要旨 本市の考え方 担当（参考）

1

「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。

2

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。

たばこ/喫煙場所の設置（１件）

たばこ/マナー（１件）

たばこ/施策に関する意見（２件）

１、２（１）、（３）、（４）、（６）、（７）、（８）
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ているか）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。
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。

２（２）
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。

２（５）
本市の「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につきましては、「禁止地区」の区域か
どうかに関わらず、私有地であることから、灰皿設置者に対し本市の
取組を説明し、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働きかけております。

１、２（１）、
（３）、（４）、
（６）、（７）、
（８）
健康局

健康づくり課

２（２）
人事室
人事課

２（５）
環境局

事業管理課



番号 ご意見の要旨 本市の考え方 担当（参考）

1

（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。

2

（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。

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、老人会等の団体やグループが顔
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、健康づくり施策に関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。

健康局
健康づくり課

健康を支え、守るための地域づくり（２件）


