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一 たばこ対策について

喫煙が健康に与える影響については、国内外の様

々な医学的知見により、その因果関係が報告をされ

ているところであります。

具体的には、喫煙者本人が発症する肺や胃腸など

の呼吸器や消化器をはじめ、あらゆるガン疾患、脳

や心臓など循環器疾患、早産などの周産期の異常が

指摘をされております。

喫煙者本人だけではなく周囲の人が煙を吸わされ

る、いわゆる受動喫煙によっても同じような危険性

が高まることも報告をされております。

また、その逆に禁煙をしたことにより、今述べた

ような疾患のリスクが禁煙後の年数経過 とともに、

確実に低下することも明らかになっているところで

あります。

道では、北海道健康増進計画 「すこやか北海道 2

1」 を策定をするとともに、その個別の計画である
「北海道たばこ対策推進計画」の中で、たばこ対策

に取 り組んでいると承知をしてお ります。

そこで、以下、伺ってまいります。

(一)道民の喫煙状況について

1 喫煙率について

我が国は、諸外国と比べても喫煙率が高いという

ように聞いております。その中でも本道は全国と比
べた場合、喫煙率が高いと言われておりますけれど

も、最近のデータではどのようになっているのか伺

います。

2 要因について

喫煙率というものは全国的に下がつている傾向に

あると思つていますが、本道においては依然として

高い水準にあるということであります。女性は特に

全国 1位ということでありまして、このような傾向

の要因について、どのように捉えられているのか伺

います。

3 分煙の取 り組みについて

道では北海道健康増進計画を推進するにあたつて

“すこやかほつかいどう"と い う言葉のを 1文字ず

つ頭文字にした道民のみなさんが共有し、楽 しく実

践をするための 10カ条を制定して、実践を呼びか

【医療参事】
喫煙率についてでありますが、厚生労働省が本年

3月 公表いたしました「平成 22年国民生活基礎調
査」によりますと、本道の喫煙率は、男性が全国平

均33.1%に 対しまして、35.0%で 47都道

府県中10位、女性が全国平均 10。 4%に対し

て、 16。 2%で 1位 となっているところでござい

ます。

【医療参事】
女性の喫煙率についてでございますが、「平成2

2年国民生活基礎調査」によりますと、本道の女性
の喫煙率は、16.2%と 、第 2位の青森県と比
べ、3.5ポイント高いなど、他都府県に比べ高く

なっているところでございます。
このように、本道の女性の喫煙率が高い要因は、

喫煙に対する本人及び周囲の意識やたばこによる妊

婦、胎児並びに乳幼児に与える健康影響に対する知

識などが十分でない面があるものと考えているとこ

ろでございます。

【がん対策・健康づくり担当課長】
受動喫煙などについてでございますが、道では、

ホームページのほか、リーフレットの配布や保健所
が実施する健康教育などにより、喫煙による健康に

与える影響に関する知識の普及啓発などに取り組ん
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容内問質 容内弁答

けてお ります。

その 8番 日、 “すこやかほつかいどう"の 「い」

は「いつもエンジョイ、吸わない 。飲まない青

春」、 9番 目の 「ど」は「どこでもさわやか、禁煙
・分煙」となっております。

禁煙の取 り組みとともに、どうしても吸いたい、

止められないという人に対しては、周 りに迷惑を掛

けない分煙の対策を進める必要があると考えますけ

れども、受動喫煙対策及び分煙対策の実施状況はど

のようになっているのかお伺いします。

4 民間施設も含めた分煙対策について

道内の公共施設につきましては、およそ 91%の
施設で分煙化が出来ているとのことでありました。

それでは、民間の施設はどうなのかとい うことで

あります。

現計画では、その点について盛 り込まれていない

わけですけれども、例えば、レス トランやホテルの

部屋などでは、禁煙 。喫煙がはつきりと区別 されて

いるところが多くあります。

JRの車内についてもごく一部の特急列車の車両

を喫煙車両として運行 しているように聞いておりま

す。

来年度から始まる次期計画については、年度内に

成案を得るよう取 り組みを進めていると承知 してお

りますけれども、策定に当たつては関係団体とも協

議した上で、極力、範囲を拡大するように努めるベ

きであると考えております。見解を伺います。

【指摘】

今、分煙の対策について伺つてまいりましたけれ

ども、道が所管する施設は、平成 20年 4月 から、

建物内は全て禁煙 となったということでありまし

た。そのためだと思いますが、道の本庁では、敷地

内に喫煙室として小さな建物を用意をしておりま

す。実は、そのことについてですけども、我々のと

ころに道民の方々から、職員がぞろぞろ出入 りをし

ている様子は見苦しい、ですとか、さぼっているよ

うに見えるといつた声が寄せられております。ま

た、近所のビルに出向いてたばこを吸 う職員もいる

というふ うに聞いており、迷惑だ、という声も聞か

れるところであります。全員が禁煙できればそのよ

うなことは無くなると思いますが、もちろんそ うい

う訳にもいきませんので、職員の方々には今、申し

上げたような声もあるということを意識をしていた

だいて、批判を受けることの無いような行動を心が

けていただきたいとい うふ うに思っております。

できたところでございます。
こうした中、道が所管する施設につきましては、

平成 20年 4月 1日 から建物内禁煙 となり、市町村

が管理する庁舎や公民館などにつきましては、 道

が実施 した調査によりますと、敷地内禁煙又は建物

内禁煙 としている施設は、 70,8%、 建物内に喫

煙所を置いて分煙 している施設は、 19.9%と な

ってお り、併せて90.7%の 施設が禁煙又は分煙

しているところでございます。

また、道では、平成 19年から一定水準以上の分

煙を達成 した施設を登録する「おいしい空気の施設

推進事業」を実施 しておりまして、本年 6月 現在、

飲食店や医療機関など3,008施 設が禁煙又は分

煙対策を講 じているところでございます。

【健康安全局長】

民間施設も含めた分煙対策についてでございます

が、道におきましては、全ての公共施設と医療機関

につきまして禁煙又は分煙とすることを目標に掲げ

てその取 り組みを働きかけてきたところでございま

す。
こうした中、本年 7月 に国から、新たな「国民の

健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方

針」が示されまして、家庭、職場、飲食店、行政機

関、医療機関の各々における受動喫煙の機会を有す

る者の割合の目標が定められるとともに、この国の

日標を勘案 して、都道府県の日標を設定することと

されたところでございます。

道といたしましては、この国の新たな方針に沿つ

て、家庭や職場、飲食店にも対象を広げて目標を掲

げまして、その取 り組みを進めたいと考えておりま

す。現在、道民の健康づくり推進委員会におきまし

て、ご議論をいただいているところでありましで、

年度内に結論を得てその結果を次期健康増進計画に

反映をしてまいる考えでございます。
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(二)妊産婦及び未成年者の喫煙について

1 妊産婦等の喫煙について

先程、本道の女性の喫煙者が全国 1位という答弁

でございました。これは実は、40年連続 1位だと

いう報道もなされてお ります。

少子化に歯止めがかからない状況の中で、妊娠、

出産を受け持っていただく女性にたばこの害が及ぶ

ことは大きな問題であると考えるわけですけれど

も、道内における妊産婦の喫煙の実態をどのように

把握をしているのか伺います。

2 取り組みについて

道内の妊婦の方の喫煙率が 11.3%、 産婦の方

は 16.8%と いうことで、私としては非常に高い

数字なのかなという認識なんですけれども、妊産婦

の禁煙や受動喫煙対策として、どのような取 り組み

を現在行つているのか伺います。

3 今後の妊産婦対策について

国においては新たに「妊娠中の喫煙をなくす」と

いつた日標も設定されているところであります。現

在の取 り組みを一層推進するなどして、道としても

こうしたことについての対応が必要でないかと考え

ます。

妊産婦対策として道は、今後どのように進めるの

かを伺います。

4 未成年者の喫煙について

次に、未成年者の喫煙について伺つてまいりま

す。

現在の北海道健康増進計画では、目標の一つに
「未成年者の喫煙をなくします」という項目があ

り、計画の最終年には数値ゼロを目標としておりま

す。実態は、どのようになっているのか伺います。

【がん対策・健康づくり担当課長】

妊産婦の方の喫煙についてでございますが、道が

実施しております母子保健報告システム事業は、市

町村が実施する健診や、指導を受けた妊産婦や新生

児などの情報を収集するものであり、このシステム

によりますと平成 21年度の妊産婦の喫煙率は、妊

婦で 11.3%、 産婦で 16.8%と なっていると

ころでございます。

【がん対策・健康づくり担当課長】

妊産婦に対する取 り組みについてでございます

が、道におきましては、保健所に「たばこに関する

相談窓口」を設けまして、妊産婦やその家族などを

はじめ、たばこをやめたい方々の相談に応 じており

ますほか、小・中・高等学校に医師、保健師、栄養
士などを派遣 し、児童生徒へ喫煙が及ぼす健康への

影響について衛生教育を行 うなど、親になる前の未

成年に対する喫煙防止の普及・啓発にも取り組んで

いるところでございます。

加えまして、市町村では、母子保健教室や妊婦相

談を通 して喫煙が及ぼす胎児・母体への影響につい

て健康教育を実施するとともに、リーフレットの配

付など、家庭での受動喫煙防止や妊産婦の喫煙防止

に関する普及・啓発に取 り組んでいるところでござ

います。

【がん対策・健康づくり担当課長】

今後の妊産婦対策についてでございますが、妊産

婦の喫煙は、低体重児や流産、早産などの危険因子

であり、胎児・乳幼児の健康にも悪影響を及ぼすも

のと認識 しているところでございます。

本年 7月 に示されました国の基本的な方針では、
「妊娠中の喫煙をなくす」とい う目標が新たに加え

られたところであり、道では、本道の女性や妊産婦

の喫煙率の実情、北海道健康増進計画の進捗状況を

もとに、国の方針を勘案 して、次期計画におきまし

て、妊産婦に関する喫煙率の目標を設定するととも

に、その実現に向けた施策を盛 り込み、喫煙防止に

向けて積極的に取り組んでまいる考えでございま

す。

【がん対策・健康づくり担当課長】

未成年者の喫煙についてでございますが、道にお

きましては、平成 12年の健康増進計画の策定時に

おきまして、国における、平成 8年度の「未成年者
の喫煙及び飲酒行動に関する全国調査」の都道府県

別のデータを活用し、本道の現状の値としたところ

でございます。

その後、この国の調査は、都道府県のデータを非

公開としてお り、道としても、未成年者の喫煙に関

する独自の調査は実施 していないところでございま

す。
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【再質】

平成 8年以降、国が行つている未成年者の喫煙率

調査の結果については、都道府県別の数値が公表さ

れていないので、本道における状況の変化がわから

ないということであります。改善状況あるいは実態

についても当然把握 していないということだと思い

ますけども、こうした実態がわからなければ課題の

把握も当然できなぃ訳でして、有効な対策を検討す

ることもできないのであります。これでは、計画の

意義自体が失われてしまっていると言つても、言わ

ざるを得ないのかなと感 じております。

国のデータがないのであれば、やはり自分たちで

調査すべきではないでしょうか。この計画の中で

は、未成年者の飲酒の状況についても同じように扱

われておりますけれども、未成年者に及ぼすたばこ

や酒の影響、害については、申し上げるまでもない

ことでありまして、放置をすることはできないので

あります。

来年度から始まる次期計画においては、道内の実

態を把握をした上で、しっかりとした対策を講ずる
べきと考えますけれども、見解を伺います。

【指摘】

調査についてはしつかりやつていただきたいと思

いますが、私はたばこを吸うということをすべて頭

ごなしに禁止をするべきだというふ うには言つてお

りません。嗜好品としての歴史もありますし、吸い

たいという方はきちんと分煙をされた場所で自己の

責任において吸 うのは一向に構わないというふ うに

思っております。 しかしながら、妊産婦や幼児の受

動喫煙の防止、あるいは未成年者の喫煙をなくすと

いったことは、これは道民の健康と生命を守る道と

して、その責務として取 り組むべきだというふ うに

考えております。そういつた意味では、今まで聞い

てまいりました道の取り組みについては、本当に十

分だつたのかなという疑間が生じざるをえないので

あります。

まあ、市町村と業務の分掌という面もあるでしょ

うから、そ うした市町村 としつかり連携をした上

で、今後は道として主体的に対策に取 り組んでいた

だくよう、強く申し上げておきます。

(三)今後のたばこ対策について

1 国の日標について

本年 7月 、国においては、 「国民の健康の増進の

総合的な推進を図るための基本的な方針Jが示され

ております。その中で、喫煙率については新たな目

標が設定をされたと承知をしてお りますが、これに

ついて道としてどのように受け止め、対応 していく

考えなのか伺います。

【健康安全局長】

未成年者の実態把握についてでございますが、未

成年者の喫煙は法律で禁じられた行為でございます

けれども、委員ご指摘のとおり、未成年者の対策を

講じる上で、できる限りその状況を把握することは

必要なことと考えてお りまして、調査方法等につき

まして、今後、道教委と協議 してまいりたいと考え

ております。

【がん対策・健康づくり担当課長】

喫煙率の目標についてでございますが、国におき

ましては、これまで、成人の喫煙率の目標値は定め

られていなかったところでございますが、本年 7月

に示された国の基本的な方針においては、現在の喫

煙率である19.5%を 、平成 34年度までに 12
%と する日標が定められたところでございます。

本道におきましては、男女とも喫煙率の減少は見

られるものの、依然として喫煙率が高い状況にある

ことから、道といたしましては、次期計画におきま

して、成人の喫煙率について国の指針に沿つて目標

を設定し、喫煙率の低下に向け、積極的に取 り組ん

でまいる考えでございます。
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質 問 内 容 答 弁 内 容

2 新たな健康増進計画について

最後になります。北海道健康増進計画 「すこやか

北海道 21」 は、今年度で計画期間を満了しまし

て、来年度からは新たな計画が発足することとなり

ます。

新たな計画で、たばこ対策をどのように進めよう

とするのか、部長の見解を伺います。

【保健福祉部長】

新たな健康増進計画についてでございますが、喫

煙は、がんや循環器疾患、糖尿病などの危険因子で

ありますほか、低体重児が増カロする要因の一つであ

り、また、受動喫煙も様々な疾病の原因になるた

め、たばこによる健康被害をなくしていくことが重

要であるというふ うに考えているところでございま

す。

本道は、喫煙率が依然として高く、特に女性は全

国―が続いてお りますことから、次期健康増進計画

の策定を機に、たばこ対策に一層取り組まなければ

ならないものと考えているところでございます。

道といたしましては、先程の委員からの受動喫煙

や未成年の喫煙についての御指摘も踏まえまして、

今後、次期健康増進計画に必要な目標を定めた上

で、市町村や関係団体と連携をよリー層密にし、未

成年者や妊産婦に対する喫煙防止対策の強化をはじ

め、公共施設や医療機関だけではなく、家庭や職

場、飲食店における受動喫煙防止に向けた社会的意

識の醸成などに努めまして、たばこ対策に積極的に

取り組んでまいりたいというふ うに考えてございま

す。以上でございます。
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