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シ リ ー ズ 企 画

オリンピックと受動喫煙防止法・条例（その６）


産業医科大学産業生態科学研究所
健康開発科学研究室

先月号では、
舛添東京都知事が
「都議会の皆さん
の協力を得て諸外国のような、居酒屋を含む全面
禁煙とする条例を実現したい」
との発言に対して、
都議会自民党幹事長の村上英子氏から「喫煙者も
非喫煙者も快適に生活出来る分煙社会を目指すべ
き」
というＪＴの主張を代弁するかのような
「緊急
要望」
が提出されたことを紹介しました。
タバコ産
業から全国の自民党議員への献金額の一覧も付け
ていましたが、村上英子氏も10万円の献金を受け
ていることを書いておりませんでした。タバコ産
業から献金を受けた者が、タバコ産業に有利な発
言や行動を取ることは許されないと思います。閣
僚級では大島理森氏
（50万円）
、石破茂氏
（20万円）
、
松島みどり氏
（10万円）
、高市早苗氏
（10万円）
、麻
生太郎氏
（８万円）
、
甘利明氏
（５万円）
、
安倍晋三氏
（５万円）もタバコマネーを受け取っています（先
月号参照）
。2010年から12年の３年間で、
献金が行
われたのは自民党のみ、財務大臣や首相を含む108
人に合計2,777万円の現金が注入されました（福岡
県選出の大家敏志氏にも15万円）
。わが国では諸
外国のようなタバコ対策が進まないわけです。
２月28日から２日間、東京築地の国立がん研究
センターで第24回日本禁煙推進医師歯科医師連
盟
（医師連）
の学術総会が開催されました。
まず、来賓２人が挨拶。2003年の健康増進法の
成立に課長補佐として貢献した正林督章氏は、現
在、健康局がん対策健康増進課課長として、再び、
タバコ対策に関わっておられます。
「オリンピック
をきっかけに対策を強化したい。そのためには国
民の関心を高めることが必要。国民を動かすエビ
デンスを研究者にお願いしたい」
とのご挨拶。
もう
ひとりは、健康局長として2010年の健康日本21
（第二次）
と第二期特定健診の責任者であった外山
千也氏
（現在、
がん研究振興財団専務理事）
から
「国

教授

大和

浩

民の健康のために医師連の皆様には頑張っていた
だきたい」
という力強い言葉で開会しました。
続く招待講演は、元厚生労働大臣の小宮山洋子
氏。
ＮＨＫアナウンサーであった頃は、
ご自身が受
動喫煙の被害を受けていたこと、衆議院議員とし
て国会に入った時にどこでも吸える環境にビック
リしたこと、自民党の武見敬三議員と喫煙対策を
推進してきたこと、厚生労働大臣としてタバコの
110円値上げに成功した時のエピソード、2012年
に民主党政権で検討された労働安全衛生法の改正
案は受動喫煙防止対策を「義務」としたのがネック
になったこと（2014年に自民党政権で「努力義務」
として改正法公布）
など、多岐にわたる話題が満載
で、
あっという間の40分間でした
（図１）
。
改めて文字に書いてみると、力道山、馬場、猪木
のそろい踏みに匹敵する豪華メンバーでした。こ
のようなことが実現できたのは、四半世紀にわた
り厚生労働省の内外でタバコ対策に深く関わって
きた望月友美子先生（国立がん研究センターたば
たまもの
と改めて感じまし
こ政策研究部部長）
の人脈の賜、
た。

図１

小宮山元厚生労働大臣による招待講演
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メーンシンポジウムでは、現在検討中の東京都
石原元都知事が記者会見でペットボトルに入れた
条例検討委員会の経過について、受動喫煙問題を
ディーゼル車の排ガス粒子を記者団に振りかけ、
専門にしている岡本光樹弁護士から2015年２月
都内に乗り入れるディーゼル車の排ガス基準を条
12日時点の座長案は「受動喫煙が有害であること
例として厳しくすることを宣言し、その施行の結
は、
疫学的には一応確立された知見といえる。
従っ
果、濁っていた東京の空気は澄んで富士山がきれ
て、
必要かつ合理的な範囲で、
政府が受動喫煙につ
いに見えるようになりました。トラックが集中す
いて何らかの規制を行うことは正当化される。し
る東京都の
「地方の実情」
に応じて条例を厳しくし
かし、
受動喫煙の害は普遍的なものであり、
地域的
た好事例です。
な特性をもつとは考えにくいので、上記の規制は
さて、
先の安念座長の
「地域的な特性をもつとは
中央政府が行うことが望ましい。十分な対策が立
考えにくいので、上記の規制は中央政府が行うこ
てられない間は、
地方自体が暫定的・過渡的に規制
とが望ましい」
というコメントに対して、
岡本弁護
を行うことも正当化される可能性があるが、罰則
士は
「東京にはオリンピック・パラリンピックの開
付きの条例を制定するには、
条例制定権の限界
（憲
催都市として決定した、という
『地方の実情』
が存
法94条、地方自治法14条１項）
の関係で、困難が多
在する。それに応じて飲食店等のサービス産業を
いと考えられる」
であることが紹介されました。
禁煙化せねばならない」と解説を続けました。私
岡本弁護士は、
憲法94条
「地方公共団体は、…法
は、
岡本弁護士からの法律的な裏付けに、
百万の味
律の範囲内で条例を制定することができる」に基
方を得た気持ちで発表を聞いておりました。３月
づき、
「地方自治法14条 普通地方公共団体は、法
30日に開催される東京都条例検討委員会の最後会
令に違反しない限りにおいて…条例を制定するこ
議の結論に注目しております。
とができる」が「条例制定権」であると解説されま
一方、山形県条例は
「宣言」
という形に後退はし
した。
さらに
「法律は必要最低限のことが定められ
ましたが、
２回目のパブリックコメントに基づき、
ており、地方自治体の実情に応じ、別段の規則、つ
官公庁など「公共性の高い施設では分煙（喫煙室）
まり神奈川県や兵庫県のように罰則付きの条例を
を目標に含めるべきではないと判断、目標から削
制定することはまったく問題ない」との解説が続
除」
したことが明記されました
（図２、３）
。
意見番
きました。実際、東京都千代田区は2002年に路上
号２番は、
私をはじめ多くの医師連メンバーが送っ
喫煙に2,000円、北九州市でも2009年から小倉と黒
たコメントです。
とりあえずは
「半歩前進」
です。
崎の重点地区での違反に過
図２ 「やまがた受動喫煙防止宣言（案）」に対する意見募集の結果（一部）
料1,000円の条例を施行して
いることはご存じの通りで
す。
憲法学説でも、1969年制
定の東京都公害防止条例に
はじまる各地の大気汚染や
水質汚濁に関する公害規制
条例は、
・国の規制基準よりも厳し
い基準を定める
＝
「上乗せ条例」
・国の規制対象以外の事項
について規制する
＝
「横出し条例」
と解釈されているそうです。
記憶に新しい事例として、
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図３ 山形県宣言の中期
目標（公共性の高い施設は
分煙を目標とせず、敷地
内・建物内禁煙とする）
その後、３月18日の
山形新聞で、
「県議事堂
を４月１日から建物内
禁煙とする『宣言』を
行った。」ことが報道さ
れました。
まさに「隗より始め
よ」です。
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今回の医師連総会に出席して、北九州市のタバコ
対策を大串先生
（医師連総会に毎年参加）
、津田徹先
生、吉井千春先生
（産業医大）
と協同して、少しずつ
進めていこうと思いました。
医師連に加入して一緒

にタバコ対策をしてみたい、という方は大和まで
メールをいただけないでしょうか（yamato@med.
uoeh-u.ac.jp）
。
ご連絡をお待ち致します。

