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秋田県受動喫煙防止条例
成立の背景

第14回「無煙のまちづくりの日」記念シンポジウム online
北東北３県連携でタバコフリーを - 2

2020/12/12 15:00-17:00 Zoom開催

秋田・たばこ問題を考える会代表
秋田県医師会タバコ対策委員会委員長

鈴木裕之
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1. 秋田県の現状
北東北3県における

3

秋田県のがん粗死亡率の推移
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平成9年に全国
ワースト1となる

令和1年人口動態統計(速報値)より
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秋田県は 22年連続で全国ワースト1位
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健康寿命の差 (2016年)

トップ
男性 73.21年 山梨県

女性 76.32年 愛知県

全国
男性 72.14年

女性 74.79年

秋田
男性 71.21年 (46位)

女性 74.53年 (33位)

68 70 72 74 76 78

男性
2.0歳

女性
1.8歳

厚生労働省第11回健康日本21(第2次)推進専門委員会
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5 出典：国民生活基礎調査（2019 厚生労働省）

秋田県の喫煙率の推移
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健康秋田いきいきアクションプラン

2018年3月策定秋田県のホームページより

2028年まで
(10年間)
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2. 秋田県受動喫煙防止条例までの
道のり

山あり谷ありの
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秋田県内の動き
2003 健康増進法施行－県庁公用車の全車禁煙
2003 秋田大学医学部附属病院の敷地内禁煙（全国1番目）
2005 県内全公立学校の敷地内禁煙（全国6番目）
2007 県内タクシーの禁煙（全国10番目）
2010 県警察庁舎内禁煙（全国16番目）
2010 県庁庁舎内禁煙（全国23番目）
2016 秋田県受動喫煙防止対策ガイドライン施行
2018 県施設敷地内禁煙（全国2番目）
2019 秋田県受動喫煙防止条例成立（全国7番目）
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県庁舎の全面禁煙化に｢待った｣

2018/05/29 朝日新聞2010/09/28 朝日新聞

他の県が禁煙しても秋田
県だけ独自にやればいい。
職員はタバコの煙なんか
気にならないくらい仕事
に没頭しろ(鈴木洋一県議)
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秋田県受動喫煙防止対策ガイドライン
県条例策定までのファーストステップ
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秋田県受動喫煙防止対策検討委員会委員
(一社)秋田県医師会 理事 三浦進一
(一社)秋田県薬剤師会 副会長 黒沢光春
秋田･たばこ問題を考える会 代表 鈴木裕之
全国健康保険協会秋田支部 保健グループ長 二田幸子
秋田県健康福祉部 参事 伊藤善信
大館市福祉部健康課 課長 小林朋子
子育てカフェ・にこリーフ 代表 小玉由紀
秋田労働局(労働基準部) 健康安全課長 齋藤孝一
仙北市観光商工部観光課 課長 高橋和宏
秋田県飲食業生活衛生同業組合 理事長 齊藤育雄
秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合 常務理事 浅利久樹
JT東北支社 営業総務部社会環境推進担当部長 園田 勉
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検討委員会での議論と舞台裏(1)
 JT：｢たばこを吸われない方に迷惑をかけないよう
にする協調ある共存を考えている。(中略)御批判を
受ける部分もあると思うが、私たちは基本的には分
煙推進といった立場である。｣

 私(秋田・たばこ問題を考える会)：｢とるべき措置
の内容が不足している。国が今まで制度化してきた
内容よりもっと踏み込んだ内容にすべきだ。」

 JT：｢たばこ販売組合の代表も委員として参加させ
て欲しい。｣－否決

 JT：｢分煙のためには物も金も出します。｣
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検討委員会での議論と舞台裏(2)
 JT：｢素敵なバッグをお持ちですね。｣（名刺交換時）
 JT：｢秋田大学は立派なことをやってますねぇ。｣
（秋田魁新報の“秋田大学医療フォーラムお酒とタバコが好
きな貴方へ”の記事）

 パブリックコメントの結果：合計119通146件の意見
賛成あるいはより厳しい対応を希望する意見 58件

反対意見 10件
分煙対応を希望する意見 56件
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秋田県受動喫煙防止対策ガイドライン成立

2016/4/1 秋田県作成パンフレットより
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秋田県施設の敷地内禁煙化達成

議会棟、駐車場、警察署、交番、地域振興局、東京事務所含む
職員は勤務時間中禁煙（公用車内・出張先も含む）

(2018/10/1 全国2番目)
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秋田県内の動き
2003 健康増進法施行－県庁公用車の全車禁煙
2003 秋田大学医学部附属病院の敷地内禁煙（全国1番目）
2005 県内全公立学校の敷地内禁煙（全国6番目）
2007 県内タクシーの禁煙（全国10番目）
2010 県警察庁舎内禁煙（全国16番目）
2010 県庁庁舎内禁煙（全国23番目）
2016 秋田県受動喫煙防止対策ガイドライン施行
2018 県施設敷地内禁煙（全国2番目）
2019 秋田県受動喫煙防止条例成立（全国7番目）
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秋田県たばこによる健康被害防止対策検討委員会
1. 秋田県医師会 【委員長】常任理事 三浦進一

2. 秋田商工会議所 女性会理事 辻美子

3. 日赤秋田看護大学 看護学部准教授 阿部範子

4. 秋田県観光連盟 理事 齊藤靖子

5. 加藤法律事務所 弁護士 加藤謙

6. 秋田テレビ株式会社 常務取締役 石塚真人

7. 秋田青年会議所 副理事長 筒井崇之

8. 秋田県飲食業生活衛生同業組合 専務理事 長澤欽一

9. 秋田県旅館ホテル生活衛生同業組合 常務理事 浅利久樹

10. 秋田県小児保健会 理事 田村真通

11. 全国健康保険協会秋田支部 企画総務部グループ長 二田幸子

12. 秋田県市長会 男鹿市市民福祉部長 柏崎潤一
秋田県たばこによる健康被害防止対策検討委員会議事概要より(秋田県HP) 18

秋田県受動喫煙防止条例成立

秋田県のホームページより

2019年6⽉27⽇成⽴ (全国で7番⽬)

19

3. 秋田県受動喫煙防止条例成立の
背景

すんなり成立したかに見えた裏側で

20

秋田県受動喫煙防止条例の特徴
教育･児童福祉施設の全面敷地内禁煙
飲食店は未成年者、従業員への受動喫煙防止の
義務付け

紙巻きタバコと加熱式タバコは同様な扱い
屋外イベントでも受動喫煙防止の配慮
罰則なし
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秋田県条例はどう違うのか
改正健康増進法 東京都条例 秋田県条例

小中高等学校 敷地内禁煙
(屋外喫煙場所設置可)

敷地内禁煙
(屋外喫煙場所設置不可)

敷地内禁煙
(屋外喫煙場所設置不可)

保育所･幼稚園

児童福祉施設 敷地内禁煙
(屋外喫煙場所設置可)大学 敷地内禁煙

(喫煙場所不設置努力)医療機関

行政機関

駅･空港 原則屋内禁煙
(喫煙専用室内で喫煙可)

原則屋内禁煙
(喫煙専用室内で喫煙可)

屋内禁煙
(喫煙専用室設置不可)

上記以外の事業所
(既存の小規模飲食店を除く)

原則屋内禁煙
(喫煙専用室内で喫煙可)

既存の小規模飲食店 客席面積100㎡以下、かつ、個人又
は中小企業（資本金5千万円以下）
は標識の掲示により喫煙可

従業員を使用している施設は屋内禁煙
従業員を使用していない飲食店は禁煙・
喫煙を選択可

従業員を使用している施設は屋内禁煙(5年間努
力)
従業員を使用していない飲食店は禁煙・喫煙を選
択可

イベント･屋外等 規定なし 規定なし 望まない受動喫煙防止

加熱式タバコ 専用喫煙室内で喫煙可 専用喫煙室内で喫煙可 専用喫煙室不設置努力
22

産業医科大学大和浩教授の評価

｢受動喫煙ゼロ｣を目指す 従業員のいない飲食店は喫煙可

駅･空港等は喫煙室不可 喫煙目的施設では喫煙可

幼保小中高・大学も敷地内禁煙 加熱式タバコ専用室を容認

行政機関･医療施設･社会福祉施
設も敷地内禁煙 行政機関に議会が含まれない

屋外イベントでも受動喫煙対策

23

屋内全面禁煙化に補助金

秋田県のホームページより 24

条例施行後の変化
 本格施行が2020/4/1のため本格的な調
査は今後

 市町村の敷地内禁煙 17/25→19/25
(2020/4/1現在)

 啓発ポスターや三角ポップの配付
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ステッカー配付・ポップ製作
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秋田県担当者へ背景を取材
 ｢県たばこによる健康被害防止対策検討委員会｣の内容を
その都度、福祉環境委員会において報告し、議員からの
質問に答えた。

 駅･空港等のターミナルの屋内完全禁煙や飲食店の厳しい
規制は関係団体へ丁寧に説明し、理解を得た。

 複数の議員から｢もっと厳しくてもいい｣「周知啓発を丁
寧に行うよう｣との意見あり。

 議会上程時には反対議員なく、全会一致で可決された。
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背景のまとめ (1)
1. 秋田県が「がん粗死亡率」22年連続ワーストワンで、がんの原因に
｢タバコ｣がクローズアップされていたこと。

2. ｢健康秋田いきいきアクションプラン｣で｢10年で健康寿命日本一｣を目
指すという目標が設定され、｢禁煙｣が対策の3本柱の一つに挙げ
られたこと。

3. 条例原案を作成した｢県たばこによる健康被害防止対策検討委員会｣の
委員長を秋田県医師会のタバコ対策理事が務め、方向性を
リードしたこと。

4. 原案作成段階で賛成、反対それぞれの意見を尊重しあい、十分に議
論を重ねたこと。
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背景のまとめ (2)
5. 2018年10月から秋田県庁が敷地内禁煙となり、その一環として
議会棟の禁煙が決まったこと。

6. 議会上程前に県が関係団体を直接訪問し、秋田県が受動喫煙防
止に取り組む必要性を丁寧に説明したこと。

7. 委員会での検討状況を県議会に対してその都度情報提供して
きたこと。

8. 条例を推進した秋田県健康づくり推進課と秋田県医師会、協会けん
ぽ秋田、秋田･たばこ問題を考える会が長年にわたり連携して
受動喫煙防止に取り組んできたこと。
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