別

紙

■「たばこに関するアンケート」
（市民）
問 17

市が取り組む喫煙、受動喫煙防止対策について、ご要望、ご意見があれば自
由にお書きください。

【市役所庁舎・公共施設のあり方】
■敷地内全面禁煙に取り組んでもらいたい。駐車スペースの所の喫煙場所で数人が集まっていると仕事中なの
に？と不自然に思う。
■市役所庁舎内、外部関連施設等は全面禁煙を徹底してほしい。職員は一般市民のお手本となるべき。先ずは職員
からでは？
■何でもそうだが、推進側が喫煙していては説得力が無いですよね。まずは市の関係者の全面禁煙からと囲いの
ない公共の灰皿は全て無くすべきだと私は思います。
■店舗内禁煙でも、出入り口の屋外に喫煙場所がある所や入り口付近が喫煙席だと全く意味をなしていないと思
います。あと、市役所の喫煙所も煙が流れているので意味はないかなと…しかも近くにマタニティ駐車場があ
るので不思議です。何故ですかね…。
■まずは市役所の改善で見本を示すべき。
■市役所職員が敷地内禁煙していないと思われる。何度か見たことがある。
■市役所の敷地内全面禁煙にしたらいいと思います。外に設置している喫煙用スペースはいらないと思います。
■市が率先して禁煙に取り組む事で認知度も上がると思います。
■市役所職員の喫煙者は勤務中どこで吸っているのか。
■市が対策を進める前に市職員の喫煙、禁煙の現状をはっきりとさせてはいかがでしょう？
■喫煙するならマナーを守ってほしいし、室内の喫煙場所もさりげなくわからないようにしたらいいです。役所
での外の喫煙場所は、駐車場の隣ですごく煙がもれる。時間帯も仕事中でも来てる人がいた。
■市の職員の方が朝少し早く出勤して外の駐車場の所で喫煙するのはいかがなものでしょうか。
■個人宅では難しいだろうから、必ず市民が使用する公共施設において（病院も含め）子どもや肺の弱い老人、喘
息を持った方に考慮すべきと思う。
■不特定多数の人が出入りする所は全面禁煙にするべきです。
■公共施設内は禁煙ですが、出入り口のすぐそばの外に喫煙する所があり、コンサートなど人が多い時はそこで
いっせいに喫煙されると、その近くを通るだけでニオイがひどいです。出入り口に近いので通らざるをえず、受
動喫煙をさけられません。外に個室を作るなど考えないと解決しないと思います。多くの人がタバコを吸いな
がらたむろっているのは、はっきりいって迷惑です。
■公共施設での完全禁煙をすすめる様、強く希望します。
■喫煙スペースのない公共施設周辺では、歩きたばこやベンチに座ったり、路上にしゃがみこんでの喫煙が多く、
注意もできない状況です。専用の喫煙スペースがもっとあれば、少しは減ると思います。
■子どもの部活等で利用する公共施設の出入り口近くに灰皿が設置されていて大変不快に思っています。公共施
設の出入り口付近に灰皿があるのは困りますので指導お願いします。歩きタバコ、自転車に乗りながらタバコ
なども本当に迷惑ですので対策してほしいと思っています。
■公共施設の分煙状態等を広報で知らせてほしい。
■公共施設ばかりでなく、今小さな子どもがいる家庭において母親も父親も平気でタバコを吸っていることが多
いです。学校とか協力できる所と話し合って、なくしてもらいたいです。小学生がいるにもかかわらず本当に多
いですよ。
■屋外に喫煙専用室設置をすると外から見ていてあまり良く見えない。
■公園等、子供達が遊ぶ場所でも平気で吸っている人がいるので、そういう場所での禁煙対策をしてくれたらと
思います。
■公園は全て厳しく禁煙にしてほしいです。吸いがらが落ちていると小さい子には本当に危険！子どもに優しい
街づくりを強く望みます！
■公共施設（ホッケー場、市民会館、文化会館等）は全面禁煙にすると良い。催し物はおおむね３時間。それは我
慢出来る（私は）
。
■特に市の条例として定められていないのかもしれないが、公共の施設において早朝職員がたばこを購入する姿
を見て売店にたばこを置いてあること等今時企業では考えられない姿勢にあきれてしまった。公の立場にある
人の方が、こういう事を率先してできないということに腹立たしささえ感じてしまう。
■公共施設等ですべて禁煙にすべきです。
■公共施設入口近くに灰皿があってそこで吸っているのをやめてほしい。
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■公共の施設は屋内全館禁煙にしてＯＫだと思います。喫煙者も我慢することには慣れています。私も 10 年以
上前にやめましたが喫煙は犯罪ではないので排除ではなく共存できる対策を考えて頂きたい。
■私は喫煙しないのでよく道を移動、公共施設を出るなど受動喫煙（煙、匂）がいやなので全面禁煙にしてくださ
い。
■中途半端な防止対策せず、公共施設は徹底した対策を期待します。
■公共施設の出入り口のところの灰皿の設置をやめていただきたいです。
【飲食店のあり方】
■先日、〇〇〇〇（飲食店名）に行きましたが、分煙していても間に扉もなく、苦しい思いをしました。我慢した
ところ、咳喘息になりました。自分のせいでもないのに、治療費もかかり、咳で何週間も眠れず、職場では迷惑
な顔をされ、理不尽さを感じていました。店舗の出入口に灰皿が設置されていて不快な思いもします。
（コンビ
二、スーパー、ドラックストア等）
。完全な分煙を求めています。よろしくお願いします。
■屋内全面禁煙にしてほしい。禁煙の店と喫煙の店をならべてどちらが人が入るか調べてほしい。
■喫煙していることで迷惑をかけないようにとは思っています。飲食店等ではがまんしていますが喫煙専用室が
あると有り難いと思っています！
■子供が受動喫煙にあっているのが可哀想。ぜひ、特に飲食店での喫煙はやめてほしい。
■飲食店での喫煙席は完全別室にして欲しいです。
（禁煙席と喫煙席は別れているが、煙の臭いが不快なので）
■飲食店の分煙といっても、どうしても臭いがするので、全面禁煙にしてほしい。食事中は大迷惑です。喫煙者の
主人も嫌がります。
■飲食店は全面禁煙にすべき。屋外で吸えばいい。ただし喫煙所をつくると喫煙者が集まってしまいまわりが迷
惑。集団に人がいる場合は吸わない（人ごみを避けて吸う）ケータイ灰皿を持つ事を義務づけたらどうか。
■飲食店はとくに屋内全面禁煙にしてもらいたい。禁煙席に通されても、どこからか煙草の臭いが…楽しい食事
がだいなしだ。
■早急に飲食店での喫煙の禁止
■飲食店は基本的に店内禁煙にして、灰皿を置くべきではないと思います。ほとんどの喫煙者は数時間喫煙しな
くても問題ないのに、灰皿があると他者に気づかいしなくなるからです。飲み会などは髪や服にニオイがつく
ので本当にゆううつです。苫小牧市は先がけて先進都市になってほしい。屋内禁煙になるのは時間の問題なの
ですから。
■私も禁煙後 30 年、喫煙者の気持ちもわかりますが外で吸っていてもその場を通れば臭います。美味しい物を
食べに行ったのに臭いで台無し。外で吸ってきても体についた臭いも気になります。頭痛を起こす事もありま
す。
■飲食店を完全禁煙にせず、するなら分煙にして欲しい。喫煙所を多く設置してほしい。喫煙所から出てきた人の
ニオイが気になるのであれば、消臭エアシャワーを導入したら良いと思う。
【職場のあり方】
■大手の企業ばかりでなく零細企業にも対策を取り入れてほしいです。
■職場内の受動喫煙や禁煙場所での喫煙、喫煙専用室からの煙の流出等、悪い環境の中で働いています。多くの事
業所等をもっと細かく調べて防止策を強化して下さい。
■各企業に対して強化推進依頼をお願いしたい。
■職場が禁煙、分煙するようになる取組を作ってほしい。
■職場での受動喫煙が特に迷惑なので禁煙にしてほしい。
■まだまだ中小企業では禁煙又は喫煙室のない所がたくさんあります。市全体でもっと取り組んでほしい。
【禁煙・分煙のあり方】
■分煙、喫煙席からもれてきて臭いがするのは意味がないと思います。全面禁煙期待しています。
■禁煙拡大より分煙拡大を。喫煙者としても分煙の方が安心して吸える。
■タバコを吸わない者にとっては受動喫煙は迷惑でしかありません。分煙が進むよう対策をお願いします。
■分煙でいいと思います。
■全面禁煙ではなく、分煙をすすめたほうが、喫煙者からの反発は少ないと思う。
■公共施設屋内は全面禁煙（原則）
。市役所など広い施設は冬期なども考慮して「屋内喫煙専用室」設置も認める。
飲食店は昼食時全面禁煙をすすめる。喫煙者にケイタイ灰皿の義務付け（路上ポイ捨て防止）
■古い銭湯などは場所が違うだけなのでカベを作ってほしいです。禁煙場所はいすがなく、喫煙場所にはいすが
ある所もあります。また、せっかく喫煙の部屋があるのに出入りの際に煙や臭いがもれたりしている。
■全面禁煙からではなく屋内から敷地内全面禁煙に段階的に行って最終的に全面禁煙にして下さい。
■例外なしの全面禁煙を目指してほしい。
■質問でもある通り、医療機関でも喫煙が許可されている所もあるので敷地内全面禁煙にするべきと思います。
■子どもを連れて歩くところでの喫煙は禁止してほしい。
■分煙は効果がないと思います。完全分煙の基準を満たしているのであれば別でしょうが。
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■たばこを吸う身としては、敷地内全面禁煙と言われると余計に吸いたくなると思う。そこでダメな場所で吸っ
たりする人もでてくると思うので、完全にダメではなく、しっかり分煙してもらいたい。
■上手な分煙を目指してもらいたい。
■特に子どもが利用するような場所では全面禁煙にしてほしい。屋内に喫煙室設置してもニオイは気になる。
■受動喫煙防止対策の完全実施を希望します。
■全面禁煙の場所を増やしてほしいです。
【条例制定・規制】
■路上での喫煙は、特に小さい子どもの顔の位置にあるタバコが事故のもとです。イベントや混雑時での禁止が
求められます。これからの分煙、禁煙取り組みの進み具合に期待します。
■歩きタバコ危ない。公園も禁煙。
■歩きタバコ、ポイ捨て絶対ダメ。罰金取る。
■施設内禁煙の所で、屋外に喫煙所があったり、道路上で灰皿片手に喫煙している様子がよくありますがそれも
どうかと思います。見苦しい。本当の対策とは思いません。タバコの持ち込み禁止にしてはどうか？
■歩きタバコの禁止。体に悪いのでタバコをやめる人が増えるとよい。
■積極的に喫煙の有害性を広め、各種施設、店舗等での禁煙を勧める。歩道等での歩き喫煙で児童、歩行者に危険
を及ぼす場合、罰金条例を作っても良いと考える。
■路上喫煙防止を強化されたい。以前子どもにタバコが触れそうになっても全く気にとめないことがあり、条例
等でのルール（厳罰化）が必要と感じております。
■歩きタバコによる受動喫煙が不快で、頭が痛くなったり、息苦しくなったり大変なので歩きタバコ防止の対策
を期待しています。何か歩きタバコについての規則やルールがあると良いと思います。
■歩きタバコも場所によっては禁煙にするべきだと思う。
■市内の歩きタバコは罰金 5000 円なんかもやってほしい。
■ポイ捨てしたら罰金いくらかという制度、条例をつくってください。053 大作戦とか言いながらごみの散乱が
市内全域ひどすぎます。言葉や呼びかけでは終わらず、市で協力して対策していただきたいです。
■歩きたばこの禁止を望む（法令化）
■条例でもっとしっかり防止してほしい。
■市内、飲食店、特に子連れで行く店については絶対全面禁煙にする条例を求める。あとは路上喫煙についても罰
金刑で対処してほしい。
■スーパー、コンビ二の出入り口にある灰皿は喫煙できる所と勘違いされている人が多数です。屋外の煙は拡が
るのが嫌です。撤去する条例があるといいです。
■タバコが本当に悪いものであるなら防止対策にも限界があると思うので、麻薬の一種として法律で規制すべき
と思う。
■ポイ捨てが多い（車からのポイ捨ても）
。不愉快なので何とかして欲しい。
■歩行喫煙、停車中窓開放禁煙、罰金制度を制定していただきたいです。
■未だタバコのポイ捨て、マナーの悪さが目につきます。バス停などが多いようです。
■私は喫煙しませんので詳しくは分かりませんが、各施設に市の条約を事前に施行していく方針を決めたほうが
よろしいかと思います。
■飲食店での全面禁煙条例の制定
■北海道はタバコに寛容すぎる。全国一、欧米並みにきびしく取り締まってほしい。
■受動喫煙防止に加えて、歩行喫煙の防止にも取り組んでください。
■習慣性の高い薬物であり、また周囲への加害性を有することから、喫煙は法定の規制が必要と考える。
（販売の
規制も含む）
■市の条例適用範囲を拡大させてほしい。
■早く市全面禁煙を。歩きたばこに罰金を。
■タバコの吸殻を道に捨てている人がいるので他の市町村の様に条例を作れば良いとい思います。
■路上喫煙禁止条例ができたらよいと思います。
■厳しい決まりを作る。
■歩きたばこ対策お願いします。
■歩きタバコやめさせてほしい。
（ポイ捨ても）
■家の前にたばこの吸殻が投げ捨てられることが多い。バス停が近くにある。ポイ捨て条例を作ってほしい。
■路上での歩きタバコに対する対策が欲しい。大人がタバコを持つ手の位置は小さな子供の顔の位置と近く、危
険を感じる。
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【喫煙室の設置】
■喫煙専用室の確保
■屋内外に喫煙専用室を設置する必要はないと思う。
■吸っている方達も同じ市民なので、喫煙スペースを室内に設けてあげて欲しい。特にこれからの時期は健康被
害が心配です。
■タバコを販売しているのであれば、喫煙できる場所も必要。
■全面禁煙とすると、そこかしこで喫煙し、ポイ捨てしてしまうので、一応喫煙場所を作っていただきたい。
■喫煙ＢＯＸを設置し、それ以外では罰金制度にすればやめる方も多くなるのでは？
■禁止しても吸う人はいるので屋外に専用の場所があればいいと思う。
■屋外に喫煙専用室設置が望ましいけれど無理だと思います。せめて屋内喫煙専用室を完全なものにしてほしい。
現在は前を通っただけでもにおいがします。
■公的施設、学校、病院等はほとんど禁煙になっていますが、かくれて喫煙している人間もいるだろうと思うと
14.15.の質問のように「屋外に〜」のような別室を用意した方がいいとは思いつつ、嗜好品の類に別室を用意
しそれが税金かと思うと納得できないと言うのが本音ですが、時間はかかりますがきちんとした防止策を作っ
ていただきたいです。
■受動喫煙防止対策で、全面禁煙ではなく、しっかりとした喫煙場所を作り、マナーを守る様に注意してほしいで
す。
■全面禁煙はすごくありがたいが、やめたくてもやめられない人がいるので、喫煙スペースを少しでも作ってあ
げるべきだと思う。そうすることで、かくれて喫煙する人も減ると思います。
■吸った人は体ににおいがしみついています。喫煙所を設けるのであればエアカーテン？等をつけにおいが外に
こないようにしてほしいです。
■大きな施設、お店などでも屋外に専用室を。
■飲食店やコンビ二など外に灰皿が設けられていているところがありましたが、自身も妊娠中の時は目の前を通
るだけで気になりました。今は小さい子どもおりますので、屋内外問わず喫煙所があれば幸いです。
■タバコを吸う人が悪い人の様に見られる。分煙されている喫煙専用室があると良い。どこでも禁煙になるのは
吸う立場からするとこまる。
■私も以前喫煙者でした。なのでたばこを吸う人の気持ちもわかります。たばこを吸う人も困ると思いますので、
専用室設置をすれば、全面禁煙にしなくても良いのではないかと思います。吸える所がなくなってきています。
体には悪いのでやめるのが一番ですけど。
■喫煙者が喫煙することはかまわないと思っています。飲食店やホテルでは気になるので屋外に喫煙所を設けて
欲しいです。
■喫煙者にストレスを感じさせない程度に、喫煙所を設置すべきだと思う。
■喫煙専用室を設置する場合、煙が室内にこもらない設計をしてほしい。
■子供達や小さい子のためには専用室設置。めくじらで人々がいがみ合うのも苦手です。吸う人も吸わない人も
話し合って平和な話し合いでいきたいです。
■喫煙室設置の場合、管理、清掃が大変。職員の負担にならない対応を希望します。
■喫煙専用室を増やしてほしい。
■大好きなものを辞める事は難しいことと思います。煙草に限らず間食にしても難しいです。それがストレスに
なります。専用室設置を受動喫煙防止のため設置すべきだと思います。
■喫煙場所もきちんと確保してほしいです。
■タバコが販売され、吸う人が居るかぎり全ての場所を禁煙にする事は無理と思いますので、せめて喫煙場所を
設置するしかないと思います。しかし、百害あって一利なしのタバコですから、一人一人が自覚をし、やめられ
る様に周りの人たちも協力してあげなければならない事です。市からの働きかけももっと必要ではないでしょ
うか。
■全面禁煙はつらいので、どこかに喫煙専用室の設置を望みます。
■外で吸っている人等みると嫌気がする。屋外に何ヶ所か喫煙室があればいいかも…。
■全面禁煙は難しいと思うので、分煙の施設が増えるよう対策を進めてほしい。この法律に該当しない施設も多
いので、補助金等で推進してはどうでしょうか。
■本来的には公共施設では屋外が良いと思いますがお金がかかるので屋内の空間であまり利用していない所を利
用すると良いと思う。不必要な所に税金をかけないで本当に必要な所に使ってほしい。
■喫煙する人の権利もあるので、専用室を数多く設ける事でバランスを取ってもらいたい。私は吸わないが、喫煙
する人に対して厳しすぎる昨今だと思う。吸う人も他人に気を配る事も大変大事だと思う。
■いつかは世界的に禁煙がすすみ、喫煙者がいなくなる事が望ましいが、現在法律でたばこが禁止されていない
以上、喫煙者に対して配慮が必要。喫煙者を排除するのではなく、きちんとしたスペースをもうける事でマナー
は守られるのではないか。
■屋内喫煙専用室の扉を２枚にしたら、煙が出ないと思います。
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【喫煙、受動喫煙に関する周知】
■広報とまこまいなどを利用してたばこの害を大いに取り上げてほしいと思います。
■タバコは人体悪影響を与える事を若い男女に教育し、若い女性には徹底的に教育し、クリーンな街にする事が
大切。
■非喫煙者に対し喫煙者の方が受動喫煙の有害性を認識していない（マナー含む）と思う。有害性を全面に出して
の取組み期待する。
■気管支喘息に患い（60 代）家族が一番至距離に居る場合は特に身近な人が禁煙を促すと、本人の自覚が真一番
でしょう。啓発をどんどんして下さい。
■喫煙による身体への悪影響を大々的にＰＲすべき。
■受動喫煙が他の人に害を与えている事を、もっと積極的に解りやすく知らせてもいいのではと思います。
■ステッカー等で周知するのはどうでしょうか。
■歩きタバコでの受動喫煙防止の為のパトロールを要望します。喫煙者がまわりの状況を見ず喫煙防止のパンフ
レットの配布など。
■肺に悪いと書いて、大変になると書いて下さい。又他のがんにもなります。
■赤ちゃんが受動喫煙をしたら、大変になる事をもっと世の中の人に知ってほしい。そして、60 代、70 代の人
のたばこくらいって考えをやめてほしい！
■屋内の禁煙または完全な分煙を達成している飲食店、宿泊施設などには苫小牧市独自のステッカーなどを掲示
してわかりやすくしてほしい（とまチョップデザインだと尚良し。
）
（子連れが行くようなお店は特に、入る前か
らわかるように掲示してほしいです）
。②出入り口のすぐ脇に灰皿が置いてあるような分煙は、出入りする全て
の人に副流煙がいくことになり意味がないのでは？と常に感じます。市からも指導できないものでしょうか？
③敷地内禁煙を達成している会社、施設、飲食店などに何らかのメリットがあるような独自の施策があればと
思います。
■禁煙のハードルを下げる為、薬での（病院）方法等多く示すパンフやイベントはどうでしょう。
■喫煙の害の恐ろしさを全面に出してＰＲしてほしいです。
■なぜ禁煙かを考えるポスター等作成して、協力していただける施設など貼らせていただく周知法もあります。
以前は肺が真っ黒などの写真付きポスターなど タバコは肺がんのクスリ 等のキャッチコピーを入れた目を
ひいて考えさせる様なものを目にしたことがありますが（ＪＲだと思います）身体には本当に悪いということ
を前進させていただいた方がよいと思います。
■女性の喫煙によるリスクを知らせてほしいです。子宮がん、乳がんの発症が高いので生まれてくる子供達の将
来が心配です。
■タバコがどこまで人間に害があるのか開示していく取組みを期待します。また、それによって医療費削減効果
等もあれば良いと思います。
■具体的に何年吸い続けると肺の病気のリスクが高まることを見られるポスターなどを市内温泉や公共施設には
るのはどうでしょうか。また、ペットに与える影響なども知りたいです。
■交通機関はいつもバスを利用しています。バス停でお天気の場合はすぐ移動できますが、雨降りの場合は大変
です。タバコ禁煙を分かり易く表示願います。
■喫煙する事による健康被害の事例をＰＲして喫煙者に自覚を促して頂きたい。
■積極的に進める必要がある。アンケートは結果をインターネットに載せる必要あると思います。
【子どもの教育】
■小中学校のうちに喫煙による悪影響について学習する機会があれば良いと思う。特に依存という面で…。店や
施設の出入り口付近での喫煙スペースは副流煙を必ずうけるのでやめてほしい。
【たばこの販売・たばこ税】
■取組み外でしょうが、タバコの価格 up、税収に影響あるかもしれませんが。
■タバコ税として納税しているにもかかわらず、屋外、敷地外など簡易な対応すぎると感じる。タバコを吸う側に
も同程度の配慮が必要。
■タバコの販売を禁止する。
■タバコもちょこちょこ値段を上げないで、一気に千円〜２千円になれば金の無い人は強制的に辞めざるを得な
くなるので喫煙者が減少すると思うから、東京五輪までにはタバコ１箱千円〜２千円にして欲しい。
■私は吸わないが、吸う人の権利もないがしろにしてはいけないと思う。分煙でそれぞれ幸せに！タバコは大事
な税収ですので…
■なぜタバコが販売されるのか。
■煙草箱に健康に害する等と記してあるが、それじゃ何故市販するのか不思議でならない。全く矛盾だらけであ
る。税収が減少するか、公務員の無駄使いを無くすのが先決と強く訴えたい。
■段階的にでもタバコの販売を禁止すればよいのでは？
■喫煙したくても出来ないほどタバコを高くすること。
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■あまり厳しくすると税収がなくなります。この問題に取り組む前に「飲酒運転」への取組みが先だと思います。
「喫煙」で家庭はこわれませんが「酒」ではこわれます。
■屋外での煙草の販売（自動販売機）禁止。
■タバコが 1,000 円ぐらいになれば、みんな考えるのでは？
■タバコを無くす事、売らない事。
■タバコを販売しているかぎり難しい。
■タバコの販売価格を上げて、その税金で喫煙場所もしくは排煙装置を作る。
■タバコ税を払っているので少しは喫煙者の事も考えてほしい
■たばこの大幅の値上げ
■タバコの製造、販売を止めること。人の命と税収どちらが大切なのか？
■喫煙者の権利はあると思いますが、吸わない人に害を及ぼすことを知っていただきたいと思います。根本的に
はタバコの販売を止めることです。国が真剣に検討すべきです。
■たばこを販売している以上、受動喫煙はなくならない。
■たばこによる税収の推移（国と苫小牧の比較など）を広報等に取り入れてもらいたいと思います。受動喫煙の苦
情等があった事例等を知ってみたいと思います。
■マナーを守れば喫煙も可ではないでしょうか。今の世の中、タバコは悪いものと思われてますが、休憩時間内ぐ
らい吸わせてと思います。タバコ代から税金になり、お国に入っているのですから。そんなにダメなら麻薬ぐら
いに禁止したら良いと思います。
■喫煙者にも人権があり、その分多く税金を出していることを忘れないで欲しい。非喫煙者と喫煙者を平等に環
境整備してほしい。
■タバコ自体の市内での取り扱いの禁止
【その他】
■タバコは元々百害あって一利無しと言われているものなので、無くなってほしいものです！
■大いに期待しています。
■喫煙場所が少なすぎる。はっきり言って困ります。
■行動範囲内での受動喫煙に遭遇したことはほとんどなく、屋内喫煙室での喫煙は見かける。
■意外と若者はきちんとマナーを守っていると感じる。マナーが悪いのは中高年が圧倒的に多い。そこがポイン
ト。指導をお願いしたい。
■是非実施の方お願いします。
■市としても大変
■喫煙は身体的には大変悪いのは重々承知して、私も反対ですが、ストレス解消や本当に休んだ！と感じる方達
のためにも全面的には反対しかねますので、場所を少し設置の方向で考えられたらと思います。禁煙外来を市
の広報等で大々的に宣伝し、とまチョップポイントカードをおおいに利用させて下さい。
■対策が前進する様期待します。
■他人に迷惑をかけずに喫煙している人もいる事は忘れてほしくないと思う。私は５〜６本/日しか吸いません。
喫煙者がみんな受動喫煙を与えていると思わないで頂きたい。
■喫煙者もお金払って吸ってるから全面禁煙・屋外の喫煙場所は少し可哀想。
■受動喫煙による健康被害を主張するほとんどのケースは思い込みによるプラシーボ効果である。工場の煙や自
動車の排気ガスの方が遥かに有害なので、喫煙者を目の敵にしている人々には一切車に乗らない、電気を使わ
ない生活をして頂きたい。
■吸うことを禁止、吸うこと全て良くない、というより喫煙者の意識が受動喫煙者へ配慮できるかだと私は思い
ます。社会全体としては高まっている気がします。
■最近はわからないが、以前、市役所エレベーター前に職員の喫煙場所があり煙がモクモク。禁煙対策がゆるいな
〜と残念に思っていた。
■苫小牧駅や市民会館など大きい建物を早く建て替え、良い環境にして、禁煙、喫煙の設備を整えてください。
■子どもが受動喫煙をしない環境を少しでも増やしてほしい。苫小牧は他市より遅れていると思うので対策をお
願いします。
■喫煙者が客として来た時、鼻水が出てきてのど、胸が２日間おかしくなる。
■禁煙都市を宣言してほしい！
■喫煙は害とされ、排除される流れになるのだろうなと想像しています。
（敷地内全面禁煙が多く実施されること
になるのかな…と。
）ですが、喫煙者が居なくなることはあまり考えられませんし、喫煙者なりに非喫煙者への
配慮はされるようになってきているのかと思います。私は喫煙者なので、どんどん場所まで減らされてしまう
ことに不満があります。喫煙者はマナーを守り、非喫煙者にはもう少しの理解を…どちら側にも権利はあるは
ずです。
■必ず実行してもらいたいです。
■現在どのような取組みをされているのかよくわかりません。
■私も昔はタバコを 20 本/日吸っていました。禁煙も権利なら喫煙も権利です。その分け目もどうするかは個人
の考え方です。
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■子供のいる場所を一番に対策してはいかがでしょう。大きな町で一度に防止というのもむずかしいと思うので。
胸の悪い人も…。
■受動喫煙にあう人もそうですが、喫煙者の事も考えてほしい。
（喫煙者はより多くの税金を払っています。
）
■わかりにくい。
■吸わないこと。
■臭いがきらい。ポイ捨てのマナーが悪い。子供に与える影響懸念。また、すれ違いの際火傷に合った。喫煙場所
以外では吸わない様にしてもらいたい。
■医療関係の人、子どもを指導する人までも多く喫煙していることをなげかわしく思っています。
■市内全面禁煙が望ましいが無理だと思うので自宅のみ喫煙が望ましい。
■タバコは嫌いだけれどもタバコを吸う人々の気持ちも考えてあげてほしい。
■煙草が嫌いな人は喫煙者が通っただけでも不快に感じます。屋内屋外に専門スペースを設置しても臭いはもれ
るということです。喫煙者が煙草をやめない限り医療費が圧迫されるということも気になります。
■20 歳から 75 年間母親は喫煙していました。95 歳で亡くなる１年前ほどタバコを口にしませんでした。やは
り禁煙喫煙、両者のことも大切かもしれません。吸いたいためにお茶してましたよ、母は。私は全く吸えませ
ん。多分長い間受動喫煙していた私の肺胸は真っ黒かも知れませんね。母は塩分も人の２倍、タバコも一日一箱
吸い、95 歳まで長生きでした。人間のＤＮＡは不思議なものです。
■マナーを守る。
■苫小牧市民の意識では難しいと思います。
■喫煙する方も、大変だと思います。寒い季節屋外ではきついと思う。
■過去に喫煙者だったのでとても気の毒に思うが、健康を考えるとき、止むを得ない。ご苦労様ですが、宜しくお
願い致します。
■健康に悪いと思うので市民はもう少し考えてはどうか。
■喫煙は本当に体に悪いので、タバコを吸っている方のために頑張ってください。
■アンケートの取り集めじゃなく、各利用の施設等に足を運んで見てください。
（ＪＲ、バス停、各施設、足を運
んでください）
■20 歳未満の子どもをつれた人が喫煙室に子どもを連れて入ってくるモラルの問題。
■現在気管が良くないのでぜひ喫煙している方にやめていただきたいと思っています。
■喫煙、受動喫煙防止対策するのは良いが、元々苫小牧は工場から排出される煙で空気がよごれている気がする。
そのせいで喘息の病をもっている方は多いと思います。
■今の時代は規制が多いので大変な部分もありますが、たばこの煙は臭いが服などにつくので困ります。
■特にないが禁煙については個々の問題なので対策等については余計な事ではないのか。
（タバコは国営で売って
いるので）
■表題のような対策をしても、飲食店やその他店内では、たばこを吸う人がいなくなっても、喫煙者の人数は対策
によって減るものではないと思う。禁煙は周りの方を気にする、気にしないよりも自分の意思だと思う。
■受動喫煙のみをクローズアップするのではなく、喫煙者との共存、協力を行って、お互いに差別せず穏やかに時
を過ごせるように望んでいます。何か工夫、発明が必要だと思います。※空気清浄機の設置→全体/喫煙時間の
定刻化→職場/場所（迷惑かけずに喫煙できるところ）→屋外・分煙/教育（健康への影響を小さいころから伝え
る）/喫煙可能な場所というものがビジネスになることも予想される→喫煙そのものにタバコ以外に料金を徴収
する→喫煙料、喫煙税→空気の清浄への資金にする。
■禁煙の施設が当たり前になるよう徹底してほしい。
■市が積極的に取り組んでいる姿勢が感じられないと思う。
■私は元々タバコを吸いませんが、吸う人にとってはそれがストレス発散になっているのではないかなと思いま
す。一息つけるって大切と思うのですが。喫煙が健康に与える影響もわかりますが、ストレスは健康にどれだけ
の影響を与えるかも知りたいです。
■大賛成です。積極的に実施する事を希望します。
■子どもが喘息でタバコの煙で発作をひき起こしかねないので、いつも気を使います。早急に対策をお願いしま
す。
■学校などが敷地内禁煙のため、サッカーなど休日大会がある場合（運動会も）学校からすぐ近くの路上に灰皿を
置いて、複数の人が喫煙しています。小学校の近くに住んでいますが、煙が流れてくるのでとても迷惑していま
す。
■大いにすすめてください。
■しっかりと取り組んでほしい。
■昔から実家で受動喫煙にあって子どもの頃は辛かったです。大人になり、煙を吸う機会は減りましたが、やはり
近くに喫煙者がいるとすぐにわかりますし、時には体調を崩す事もあります。出来る限り分煙された所が増え
ますように。
■喫煙する気の起きない、ストレスの無い社会を作りたいです。
■私自身は喫煙しませんが、幼児をはじめ将来の子供達の為にも、喫煙者の気持ちも考慮しながらより良い対策
をして頂ける様希望し願います。
■喫煙、受動喫煙防止対策について、苫小牧市が積極的に取り組んでいるようには認識していなかった。
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■気管支炎を患う者としては苦痛です。発作が起こらぬよう日々気をつけているので、外で喫煙する方に会った
ときはすごく気が重くなるので規制に期待いたします。
■喫煙するしないは個人の自由。今まで喫煙した事はないが、喫煙する人が吸う場所が無くなるのもどうかと思
う。よくかた身せまそうに外で喫煙者を目にするが、逆に印象悪い。マナーを守って喫煙すればかまわない。吸
わない人が主張しすぎるのはどうかと思う。病気になる時は、吸っても吸わなくてもなると思う。
■あまりにもきつい規制をしていくとおもしろくない社会になっていくと自分は思うのでタバコを吸う人のモラ
ルに期待したいです。
■PR 効果大
■受動喫煙は迷惑だが、違法でない以上喫煙者にも喫煙の権利はあると思う。受動喫煙にならない場所での喫煙
が守れるのであれば、そこで自由に喫煙していただきたい。
■市として何か対策はしてるの？よく見えて来ない！たばこの税収減を気にしてるんじゃないの…。
■煙害だけでなく、臭害についても取り組んでほしい。
■タバコは体によくないし、喘息で苦しんでいる人もいます。いつもキレイな空気で生活したい。本音意見です。
■タバコの気配（？）で息が苦しくなる人もいることを喫煙者にわかってほしいです。
■早急にお願いします。そもそも身体に毒だと知りつつ、喫煙するというその神経が理解できません。煙草なんか
ひとつも得することなんかないのにね…。
■タバコ税が国、市町村の税収にもつながっているのに受動喫煙という言葉だけで片付けられている気がします。
喫煙者のモラルの低さもあると思いますが、電子タバコも出回ってきているので分煙スペースで電子タバコな
らＯＫなど考えてもらえればと思います。分煙は大賛成です。
■健康で生き生き暮らして頂く為のお手伝いとしての取り組み、頑張ってください。
■月に数度週末に札幌に行く機会があるが、路上での禁煙が守られていない。苫小牧市民は公共の場でのルール
を守らない事が多く札幌でも出来ていないことを苫小牧市が出来る筈がない。守らなくても罰せられないルー
ルを平気で守らないのが苫小牧市民。
■3000 人にアンケートをとる諸費用、労作を思うと期待するのは当然。タバコを吸わない者にとっては当たり
前のことばかりです。吸う人に勧告してはどうですか？
■私は喫煙した事がありません。
■商店入口にある灰皿の場所など注意喚起してほしい。
■吸う人も吸わない人にも平等にしてもらいたい。
■私は月２回程、外回り、公園（老人クラブ）等掃除をしていますが、吸殻がとっても多く、ペットボトル、吸殻
が一番多いです。一人一人の考えだと思いますが、取り組んでもどうしようもない事だと思います。注意したら
大変なことになる事も考えます。高校生や中学生、勿論大人にも体に悪い事をもっともっと教えるべきです。
又、金額を莫大に高くする事を願いたいです。
■税金のムダ、吸える環境がある限り恒久対策はない。別の税金の使用が望ましい。
■この用紙が届くまで市がたばこ対策になんちゃら力を入れているとは思わなかったのでありがたいし、素晴ら
しいことだと思います。
■日本だけが分煙なんてものがある。外で吸えば良い。又、吸殻をすてるのがゆるせない。
■皆さんの健康を考えて言います。禁煙対策をもっと徹底して強化してください。
■大変でしょうが期待しています。
■吸うのなら、人の迷惑を考えろ！吸うのならマナーと責任考えろ！吸うのなら健康被害を考えろ！吸う時は周
りの迷惑考えろ！
■喫煙不採用を市役所（特に健康に関する部署は必然）から実行。喫煙率の高い職場、職業、歴史を調査し、対策
を考える。
■喫煙は人に迷惑をかけなければ別にいいと思う。法的には自由だから。
■私が喘息もちなので、まわりの人がこんな迷惑しています！とハッキリわかるように、タバコを購入する人に
小さくてもいいのでチラシをくばってほしい。こんな害を与えていますよ！と…。町内会のゴミ拾いをする度、
すいがらが落ちていて、本当ふかいです！タバコを捨てたのを見たら、その人を町のごみ拾いに参加させるぐ
らいのルールを決めてもいいと思います。雪かきでもいいです。毎年赤字なのだから、ぜひ冬は雪かきで！
■本気で喫煙者を減らしたいならガッツリ値上げしてしまうか、禁煙外来の費用を市で一部負担するとか。
■健康に良くないのでしっかり取り組んでほしいです。
■意見など言っても無駄だと思う。喫煙する人は歩きながらでも吸うし、ところかまわず吸殻を捨てる。現に団地
の周りが吸殻だらけだ。
■担当の職員のどれだけが危機感を持っているか。ヒトゴトだと思っているようでは花火が上がっただけで終わ
ってしまいます。市民、煙草に係るＮＰＯ法人、関係団体、医療機関、苫小牧医師会。全道、全国の煙草に関す
る団体を巻き込んで頑張ってもらいたい。幼稚園、小中高大学と教師、先生方が煙草の臭いをさせてたら子供達
がかわいそう。ＩＲ誘致との兼ね合いは？アルコール、ギャンブル依存症は？嫌煙、受動喫煙だけでは頓挫する
のでは？そこらへんどういう考えなのか？
■加熱式など煙が出ないタイプのものは気にはならない人も中にはいるので（喫煙者の中に）意識してもらうよ
うにはして欲しい。
■あまり厳しくするのもどうかと思う。税金払ってるんだし。
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■苫小牧は喫煙者が多い。モラルも低い。恥ずかしい。市役所が公衆衛生に取り組むべきでは？苫小牧在住という
のが恥。喫煙者は法的罰則ない限り、権利を主張して吸う。迷惑だ。
■公共料金、税金が上がらない様な対応でお願いしたいです。
（又は喫煙者の負担にて）
■真冬に外での喫煙をみると、他人事ではあるが、命を縮めている様子を間近にみたくはないです。吸う権利もあ
るでしょうから。
■自分が喘息があるので、できれば煙草の煙のある場所は通りたくないです。コンビ二やスーパーの入口で喫煙
されているのもつらいです。できる限りの分煙をすすめてほしいです。
■喫煙者に対しては余り規制する事には同情いたします。
■色々の場所で喫煙にしてほしいです。
■吸う人達が気をつけてくれればいいことだと思います。
■家族に 1 人ヘビースモーカーがおりますが、注意するとキレたりトラブルになりそうでこわいかな？！
■自分も 13 年前までヘビースモーカーだった。１日４箱〜ゼロに。医者に２ヶ月やめるか入院するかでやめた。
やめられる。
■どこもかしこもダメというのは喫煙者がかわいそうと時々思います。ストレスがたまるのでは…。
■喫煙者が施設の外で喫煙しても肺の中にある煙はすぐに無くならないので、喫煙者が無くならなければ無理な
問題なのかもしれません。子供達の健康に害が出ない様、取組みに期待しています。
■喫煙者にとって今はとても肩身が狭いのが現状です。受動の影響も解りますが、吸いたい人の気持ちも解って
ほしいと思う。他の人の迷惑にならない吸える場所も必要と思います。
■路上での喫煙や、車から吸殻を捨てるなど喫煙者のマナーが低い都市だと感じます。屋外に設置されている灰
皿の多くはコンビ二などが任意で設置されている物で市による分煙の努力は感じられません。
■私は特にタバコはこの歳まで１度も口にしたことがないのできっと厳しい意見かもしれません。
■みんなが過ごしやすい環境、受け入れやすい防止対策を望みます。
■たばこは趣向品であると共に、税金の活用がある以上、喫煙者を排除する動向であって欲しくない。
■人がいるところでは吸わなければいいので特に何もないです。
■１人でも喫煙者が少なくなってほしい。
■市の具体的対策が何なのかが、わからない。
■毎日が受動喫煙の日々であれば、気になりますが、１ヶ月に５〜10 回程度のものであれば、例えばガンになっ
たとしても、それが受動喫煙が原因とは考えにくく思うので、現状で問題ないと思います。ただ、子どもが多く
いる環境においては、禁煙してもらえればありがたいと思います。
■現在、多くの喫煙者がルールを守って、決められた場所で吸っている。これ以上何をすれと…そんなにいやなら
タバコの生産を止めるよう法律改正してくれ。
■アパートのベランダでたばこを吸う方は、ぜひ自宅の換気扇の場所で喫煙してもらいたいです。洗濯物や、家の
中に入り迷惑しています。自分の部屋に入らないかも知れませんが、我が家に入るのです。
■どんな所でも身体によくない。絶対によくない。
■特に子ども、妊婦さんに与える健康被害を重く考えて、取組みしていただきたいと思います。
■禁煙者に対する要望ばかりを重視しているように思われる。両者がこころよく納得できる施策をお願いしたい。
■これからも受動喫煙防止対策にご努力下さい。
■私自身、禁煙になるよう努力したい。
■喫煙している人に喫煙しない人がどれだけ苦しいのか本当に説明してもらいたい。
■「全面禁煙」は反対。隠れて吸っている人が結局増える。子どもが安心して施設を利用することが大事なので、
みんながルールを守りやすい環境をつくらないと今はダメかなと思う。何年後にどうしたいという理想がみん
なに伝わらないと、なんで今がこうなのか分からずになりかねない。
■たばこを作っている限り吸う方がいらっしゃるので、その方も肩身のせまい思いはかわいそうだと思っている
が、別々になる所が多くあるのでありがたいと思う。
■学校の敷地内全面禁煙とっても良いと思います。
■敷地内全面禁煙であってもその施設のまわりで喫煙者が多く、施設にたどり着くまでがとてもつらい。敷地内
全面禁煙と屋外に喫煙専用室設置は両方必要だと思う。
■全面的にアメリカのような厳しい対策をして下さい。
■積極的に取り組んで欲しい。
■臭いがとても嫌です。健康も害しますが、気分も害します。
■まず少なくとも子どもや高齢者の方が迷惑を感じないように吸う方がマナーよく考えて頂ければいいと思いま
す。
■喫煙者がそばにいると気分が悪くなる。
■吸う人の気持ちを考えてあげたいが、体に悪いのは確かであって受動喫煙も吸わない人には害を与えるため、
マナーを守ってほしい。
■歩き煙草に対し屋外喫煙専用の灰皿を設置してほしい。
■たばこを吸ってる側からしても、迷惑そうにされたり、屋外に出されたりと税金を払ってるのにもかかわらず
犯罪者扱いされている気分です。体に害なのもわかっています。禁煙者の方の嫌がっている気持ちも十分理解
してます。しかし、禁煙ブームにのっかって喫煙者と言うだけで煙たがり手で追い払うような、空気づくりもど

-9-

うでしょうか？共存ではなく、抹消させようという気持ちがヒシヒシ伝わっています。何事も極端はいかがな
ものかと思います。
■お互いに（喫煙者、禁煙者）過ごしやすい環境になれば良いなと思います。
■たばこはやめれれば一番良いが、どうしてもやめられない人が、肩身のせまい思いしないようにしたらいいの
かなと思いました。
■喫煙者に対する配慮も同時に考えた行政をお願いしたい。
■子が通う小学校では昼休みに教員が車の中で喫煙していた。非常に見苦しく感じた。
■毎日たばこを吸っている人と一緒に生活していれば、吸っている人と同じように体に影響ありますが、時々歩
きたばこをしている人とすれ違ったぐらいでは影響はありません。嗜好品として、たばこが好きで吸っていま
す。どんどん高くなり、半分以上税金なのに吸っています。なかなかの高額納税者なので、あまりいじめないで
ください。ルールは守っています。
■自分がけむりを吸うと湿疹がでてかゆくなる。
■市が取り組む対策に対して市民が皆正確に理解できる事を期待します。
■行政のする事に期待はしていない。個人のマナー向上がなければ、対策にはならない。
■まったく喫煙をやめさせると、それは自分自身の事だし後始末は誰がするのでしょうね。仕事として費用をも
らって、かたずけている仕事の方が良いという人も聞いています。
■みんなが、健康を意識して禁煙できる人が増えたら嬉しいと思います。
■人々が健康志向になったのは良いことだとは思うが、何でもかんでも禁煙になるときつい。健康にかこつけて
の弱者いじめとかわらないと思う。ストレスでタバコの本数が増えている人もいるので、吸える環境が減ると
事件やトラブルが増える可能性もある。今まで通りか、分煙で施設等の利用者が選べる方が良いと思う。全ての
人の意見を取り入れるのは不可能だと思うが、吸う人も吸わない人も住みやすく暮らしやすい苫小牧にして欲
しい。
■未だに歩きタバコをみかけたり、タバコの吸殻が捨ててあったりと残念です。前にふるさと海岸の駐車場の側
溝にゴミがあるのが気になり掃除したことがありますが、ものすごいゴミの量でした。何か良い対策はないか
と思っておりましたので、市での取り組みに期待しております。
■「受動喫煙」という言葉の前に、喫煙という行為自体が、周囲の迷惑になっていることに気付いてない喫煙者が
多すぎるので、なんとかして自覚してもらえるよう、働きかけてください。お願いします。
■タバコの煙が大嫌いです！むせますし、臭いが大嫌いです。服や髪の毛に臭いが付きますし、本当に吸わない人
のマナーを守ってほしい。
■私自身がアイコス、プルームテック使用してますが、今は活用してる方が多く見えます。電子タバコなどの専用
室は考えてないのですか。
■これは、たばこを吸わない人からの目線で考えられたバカらしい発想だ。禁煙者の権利ばかりに気を配り、喫煙
権を無視している。私ら子供の頃、父親はみな室内でタバコを吸っていたが、家族全員が病気になったのか？全
くバカげた発想で一方的すぎる。
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■「喫煙、受動喫煙防止対策に向けたアンケート」（企業）
問８ 市が取り組む喫煙、受動喫煙防止対策について、ご要望、ご意見があれば自由
にお書きください。
【市役所庁舎・公共施設のあり方】
■まず、市役所の敷地内全面禁煙にすべきだと思います。
■市役所の駐車場の喫煙所が気になる。
■市役所外に喫煙場が有りますが、敷地内も含めて全面禁煙にしたらどうでしょうか？（喫煙専用室も無くした
方が良いと思います）
■苫小牧市においても、屋外喫煙専用小屋があり、庁舎の出入り時臭いと煙が立ち込めているのには市民として
も大変嫌悪感があります。煙や臭いをつけたまま仕事に戻っている訳です。今後大きな検討課題として取り組
んで頂きたいと思います。
■市の施設は敷地内全面禁煙でいいと思います。
■市役所及び公共施設敷地内を全面禁煙、且つ厳罰化！！
■まずは、市役所駐車場にある専用室？物置の見映えが悪いので、何か対策をとるべきでは？
■駐車場の喫煙場は、非常に見苦しいかと思います。
■期待されるべき立場として敷地内全面禁煙を実施して欲しい。敷地内の喫煙場所周囲は不快な臭いがしてい
る！
■職員が休憩時間以外に喫煙所を使用しているのは、どうなのか？と思いました。
■公共施設全面禁煙（4 件）
■市の施設における入口付近の喫煙スペースを移動してほしい。館内に入ろうとするだけで受動喫煙させられて
いる。
■建物全体を禁煙。部分ではダメ。公共施設は特に。
■公共空間全面禁煙。
■敷地内全面禁煙であれば、建物出入口付近や駐車場内での喫煙も無くなるので助かります。特に駐車中に窓を
開けた喫煙は不快なので。
■各公共施設は、現在、禁煙分煙されているのでは。
■市長以下皆様の積極的な取組に期待します。
【飲食店のあり方】
■飲食店の全面禁煙、又は分煙（14 件）
■禁煙の推進が一番ベターですが、飲食店なども取り組んでほしい。
【職場のあり方】
■苫小牧市民全員禁煙。事業者によっては、屋外にある喫煙所が出入口に近すぎる。ある程度離すように。
【禁煙・分煙のあり方】
■敷地内全面禁煙を行ってください。
■店舗前などを喫煙スペースにしているお店は結局受動喫煙と変わらない。指導を。
■現在の様に屋内については完全に禁煙を実行していけばと思う。
■公共施設・飲食店はもちろんのこと、遊技場も全面禁煙にして下さい。
■受動喫煙防止措置の完全義務化。
■子どもが出入りする場所は全面禁煙にしてもらいたい。
■分煙をしっかりしてほしい。
■どこも全て禁煙にしてほしい。できればアイコスも！！タバコのにおいが大嫌いです。息苦しくてむせてせき
こんで腹がたちます。私はタバコ吸いません。
■公道での喫煙禁止。
■分煙が整備されると良いと思います。
■中途半端ではなく、禁煙分煙は、はっきり決めてほしい。子供達のためにも。
■全面禁止ではなく、喫煙室・禁煙室の分煙をきっちりして頂ければ…。
■あらゆる施設の禁煙（喫煙所設置）
。いずれも罰則有。
■街頭、駐車場（室内以外）禁煙
■外での喫煙は禁止。
■駅前周辺及び繁華街（錦町周辺）における路上喫煙の禁止。
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■現状のままで良いのでは。分煙、屋外で喫煙。
■商業施設などで屋内に喫煙室が設けられているが、煙がもれてくるので何の意味もなく、撤去するよう指導し
て頂きたい。
【条例の制定・規制】
■歩きタバコ禁止（７件）
■歩きタバコ禁止の条例等を作ってほしい（４件）
■たばこのポイ捨て対策（4 件）
■条例等で全面禁煙にすべきである。
■子供への害が大きいので、東京都のように外での喫煙も制限して欲しいです。
■まだまだ喫煙をどこでも行う人がいるので、法律の罰を重くして欲しい。
■条令にて国の基準（法律）を上回る規制をスポーツ宣言都市として！！
■市条例で禁煙を促進してほしい。特に飲食店食べ物がまずくなります。
■防止対策が義務化になれば、対策は進むと思う。
■受動喫煙を防止する為に「路上での喫煙を禁止する」等の条例は止めて頂きたい。
【喫煙室の設置】
■助成金補助（6 件）
■屋外に喫煙専用室や喫煙区域を設置する際の費用補助。
■禁煙・分煙に対する取組予定が企画しやすい補助金など…。
■前向きに取り組む会社の応援をしてほしい（補助金等）
■喫煙専用室を作る方向で考えておりますが、それに関する費用は個々の負担となります。来年は消費税もＵＰ
し、ますます企業側が大変な事になると懸念されます。
■人通りの多い所には喫煙場所を設置する。
■喫煙専用室有（仕切り有）にしてもらいたい。
■屋外に喫煙専用設置。禁煙ゾーンを決めて、強く規制する。
■一定の間隔で喫煙場所を設置してあげて下さい。喫煙者が不利にならない様にも必要。
■専用室装置。
■喫煙者には屋外に専用室を設置した方が良いのでは。無ければ、どこでも喫煙する様になるのでは？
■喫煙場所の設営もお願いします（喫煙者の為）
。
■喫煙所の設置をすすめていただきたい。
■企業向けには専用室設置に助成金（新設・改修）が必要。市民向けには数多くの専用室設置が必要。
■喫煙場所も必要かな。
■喫煙は決して良いものでない事は知っていますが、喫煙者にとって最近はとても厳しい状況にあると思います。
屋内屋外に問わず受動喫煙者が増えない様、専用室を多く作ってあげたらいかがでしょうか。
■喫煙スペースをしっかり区切って囲って空気清浄機を置いて欲しい。
■喫煙室はあった方が良いと思われます。しっかり換気ができるようにお願いしたいです。
■苫小牧は他の都市に比べ、飲食店での分煙、禁煙が進んでいないと思います。当社（苫小牧工場）でも先日喫煙
に関して問題提起があり、喫煙者が多い事業所なので、今すぐは難しいですが、分煙、禁煙に向け考えていこう
という事になりました。もし、受動喫煙防止対策で補助金があれば利用して分煙したいと思います。
【喫煙、受動喫煙に関する周知】
■受動喫煙の影響を周知する。
■ＨＰや広報、町内会だより等で広く周知してほしいです。
■周知、啓蒙、教育も期待します。
■タバコの煙が他の人への健康問題にも影響している事の認識を深めてほしいです。
■市がどのような取り組みをしているか？もっと一般に周知させるとよい。
■分煙等も必要だと思いますが、非喫煙にも取組むべき。特に女性や親の世代は子供に対する影響も大きいと思
われます。
■肺ガン予防ポスターなどの配布。
■禁煙外来の補助やアピール。自分では禁煙は難しいです。
■禁煙指導している医療機関について更なる周知をお願いします。
■歯周病の最大の原因が喫煙です。これを広めてほしい。
【子どもの教育】
■教育現場での小さな子への煙草の害の指導。子供に言われると効きます。喫煙自体を少なくすることの方が大
事かと思います。
■将来の喫煙者を増やさないためにも、子供達に「たばこの害」を周知させる機会（教育）が、もっと必要かと思
うのですが、身近に小さい子供がいませんので、現状はあまり知りません。
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■吸いたくなる年齢の子ども（小・中・高生）への禁煙教育を充実してほしい。
【たばこの販売・たばこ税】
■市役所内の売店、自販機でのたばこの販売を禁止してほしい。
■煙草の価格をもっと高く設定し、税収を増やす。
■そもそもタバコをなくす。もしくは、増税して喫煙者を減らしてほしい。
■巨額のタバコ税収を受け取りながら喫煙防止とは随分矛盾が有ると感じる。過っては「タバコは地元で買いま
しょう」とＰＲすらしていたのに…タバコ税は返上すべき。
■煙草税を歳入に含まない意志決定をしてから、進めるべきではないか。
■受動喫煙の原因によるタバコの販売システム、又、製造にも問題が…。
■市町村たばこ税を廃止した後、対策を講じた方が良いと思いますよ。
■たばこをなくさないとムリだと思います。
■タバコ税も大事な財源という事も考えて頂きたい。
■タバコの販売を禁止すれば済む話なのに、利権と税金欲しさの二重基準が問題のおかしさと矛盾を感じます。
■約１８億円のタバコ税歳入があるので、タバコをそんなにキラわないで下さい…。
■対策は国家として販売を中止する事です。本当に国民の事を考えるならばですが。少数者の為に企業力で喫煙
場所まで設けてやらなければならないのはおかしいですね。
【その他】
■対話の際や服にも強いタバコ臭を感じることもあります…何とかなりますか？
■職員採用時、非喫煙者のみ採用。職員も全員たばこをやめる。健康のためにも。
■受動喫煙防止は、当然のことであると考えています。
■市の施設ばかりでなく、市内の全家屋に対し屋内禁煙の呼びかけ。
■禁煙以外になし。タバコ、喫煙イコール死。
■先日、東京新橋の居酒屋に行ってきましたが、本当のタバコを吸っている人は皆無。わずか電子タバコの人がい
ました。
■禁煙の物（タバコ）をなぜ売っていて、喫煙でおかしくないですか？私はアルコール類は、そのにおいも嫌いで
す。道端に嘔吐物等があったり、気持ち悪く、そちらの方を取り締まるべきと思います。
■企業はもちろん、今後は個人宅の受動喫煙対策も必要では。例えば、隣家からの換気扇からの受動喫煙等。
■分煙に入りたばこを吸うのですが、アイコス他を吸っていると、においが服につくので嫌です。同じたばこでも
第２のたばこは別の部屋がいいです。理想です。
■国民・市民の理解を得て、完全禁止。〜農家をどうするか？
■喫煙には文化と歴史もある。喫煙は百害あるが、吸いたいと思って吸った時に、一利はある。私は喫煙しない
が、喫煙者を迫害するのは、いかがなものかと思う。
■人の趣味・嗜好を強要するのは困難と思われます。マナーとしては、禁煙は当然です。
■少しずつではあるが対策が進む事を望みます。
■良い取組は前倒しでお願いします。
■喫煙者、禁煙者両方共に、分煙等を飲食店等へ更に推奨していって頂ければと思います。受動喫煙にならぬ様、
施設側（店等）への実施確認等も合わせてお願いします。
■今の感じで良いと思う。
■必ず実行して下さい。
■今後とも市民の健康増進維持のため、よろしくお願いします。
■１０年前から取り組むべきでした。
■必要だと思う。
■推進して頂きたいが、過剰にならないでほしいと思います。
■喫煙者には肩身が狭くなります。
■対策は必要と思います。
■施設以外、家庭環境における防止対策についても期待しております。
■道路、コンビニ駐車場に捨てる人が多い。
■マナー対策が必要。
■多数の方が利用するコンビニ等も敷地内全面禁煙や喫煙専用室の設置を考えるべきかもしれませんが、今の状
態でも禁煙場所での喫煙を注意し、クレームやもめごとをおこしかねない状況になるのではと心配しておりま
す。そうなった時の警察や市のご対応はどのようになるのか…と考えております。
■出来る事なら分煙等にしたいが、客層的にも力仕事の人が多いため、喫煙者が多く、分煙や禁煙にすると足を引
っぱる形になると思うので、難しい。
■タバコを吸う人にも配慮した対策を希望します。
■喫煙者にも気を遣ってほしい。
■今後の取組みに期待しています。
■難しい問題だと思っています。
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■徹底して対策を打ってほしい。
■まわりにも、本人にも全く害のない商品があれば良いと思う。小さな店舗でも灰皿が置いてあるが、完全にコー
ナーを作って分煙しているが、喫煙室自体いらいないと思う。自分がいる小さな会社では、来客が喫煙者だった
りするので、なかなか無くす事ができない。
■施設等の区分が曖昧。
■最近（やっとかと思いました）総合病院で、敷地内禁煙、屋外喫煙専用小屋も廃止するとのこと。
■当店は、ＶＡＰＥ（ベイプ）と呼ばれる水蒸気式電子タバコの取扱店です。電子タバコと表現されても一切タバ
コではありません。認知の低さからタバコと同じ扱いをされがちです。対策を進めるうえで、ＶＡＰＥについて
正しくご担当者様がご理解して頂けると、ありがたく思います。
■市の取り組み自体知らないので、周知の仕方はどうなのでしょうか。
■受動喫煙防止はとても良い事ですが、実際ビジネスのお客様が喫煙者が多い為、現実的に難しいです。
■換気を最大限にして頂きたい。
■屋内外の灰皿の撤去。
■屋外の喫煙場所でも煙が流出しない配慮に期待する。
■乳幼児を扱う現場として、今さら…と思います。法律うんぬんではなく、独自に苫小牧市として行うべきではな
かったのではないでしょうかと思います。
■喫煙者がツライです。
■苫小牧市が少しでも「空気のきれいな街」になるよう期待しております。
■自由でいいと思う。
■喫煙者と非喫煙者とを分離し、両方が共存できるように取り組んで頂きたい。
■厨房業務に携わる従事者は喫煙をする事自体、間違いである。もっと厳しく規制して頂きたい。
■対策を徹底して行ってほしいです
■弊社では、事務所は自宅兼のため従業員は出入りしません。建設業のため、仕事は外。仕事中は喫煙しません。
移動中、休憩中のトラック内のみ喫煙を許可しています。
■禁煙治療を市で補助して無料とする！
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■「喫煙、受動喫煙防止対策に向けたアンケート」（飲食店）
問 13

市が取り組む喫煙、受動喫煙防止対策の必要性について、ご要望、ご意見が
あれば自由にお書きください。

【飲食店のあり方】
■飲食店の全面禁煙（9 件）
※全面禁煙に対して、時間は掛っても人は納得すると思います。政府はたばこ税の収入がある為、全面禁煙にはし
ないでしょう。本当に健康の事を考えるのであれば、全面禁煙にしてほしいです。
■喫煙できるから、うちに来るという人、多数います。
■私自身喫煙していないので、正直なところ、市で防止対策を行ってくださって、スナックなどでも全て禁煙にし
て欲しいです。
■期待しますが、飲食店（ナイト）での分煙は難しいと思います。当店はほとんど禁煙ですが…。
■当店も一度全店禁煙にした事がありましたが、夜に来店された方からやめてほしいという声が多くて、ランチ
時間の 11 時〜15 時を禁煙にしています。特にアルコールを飲まれると難しいようです。
■店の外で吸うように設置を義務づけてくれたら、嬉しいです。
■必要とは思いますが、風俗営業としては難しいと思います。しかし、心あるお客様は席を別にしているとか、表
で…と言う方がいます。
■市がもっと声高に喫煙防止の対策をしてくれれば、店側としても喫煙お断りと言い易くなる。今後、店内全面禁
煙にするが、いずれは敷地内も禁煙にしたい。
■行政にバックアップしてもらえたら、禁煙について終日にしていくことがやりやすい。
■市がやって頂けると、こちらもやりやすくなります。
■小さい店舗では分煙は難しく、全面禁煙という選択肢になるかと思います。現況、夜営業で飲酒が加わると、喫
煙者が多くみられます。行く行くは全面禁煙にしたいと考えています。
■お客様は勝手で、スナック等は別だと思っている人が多いです。
■全面禁煙は賛成ですが、喫煙家（電子タバコ）もいらっしゃるので、個人の店舗は難しいと思います。
■店舗が 39.6 ㎡で分煙スペースが無く、取り組む事は無理です。
■料理屋ですので、できれば全面禁煙にしたいのですが、条例や 法律の助けがないと、なかなか踏み切れません。
【条例の制定・規制】
■自宅や車内でも子供の前では喫煙をさせない様に市の条令等の対策が必要と思われます。
■法令により全面禁煙を整備していただくと小規模店としては禁煙をすすめ易い。分煙を認めず、全面禁煙の方
向が望ましい。
■たばこを吸う方のマナーがよくない！！道を歩きながらのたばこなどは、罰金を取るくらいはしてもらいた
い！！
【喫煙室の設置】
■仕切りを作る費用の一部でも負担してほしい。
■補助があれば喫煙専用室を設置したい！
■喫煙スペース等を新たに作らなければならない場合等の助成システムが有ると良いと思います。
■喫煙室設置への補助金などがあると助かります。
■分煙仕切りをしたいと思いますが、それだけのスペース、予算もなく、なかなか現状では無理があります。
■タバコを吸える場所をしっかりと作れば、皆そこで吸いますよ。店内が禁煙なので、客はどこで吸えるの？と質
問がきます。灰皿はどこ？みたいな。
■取り組むのであれば、設備費や売上げが落ちる対処等、万全で実施してほしいです。
■新しく店内に専用室を設置する場合、空気清浄機など置いとくだけでいいのか。どこまでの機械を置けばいい
のか教えてほしいです。
【喫煙、受動喫煙に関する周知】
■全面禁煙のステッカーを貼りたい。店主は煙草を吸わないです。
■禁煙ポスター等の配布があると良いと思います。
■市からポスター等を配布し、早いうちから貼り出して、市民に理解していただくようにして下さい。クリーンな
苫小牧にしてください。
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【子どもの教育】
■タバコに害が有るとわかっていても、嗜好品としてやめる事の出来ない方々の事も考えてあげるべきかと思い
ます。未成年者にはタバコの害を教育現場で教えていく。特に女性への害は大きいと思います。将来母となる母
体であることなど。
【たばこの販売・たばこ税】
■ぜひ禁煙にしてほしいです。出来ればタバコは売らないでほしいです。
■時代の流れなので仕方ないと思うのですが、喫煙を制限すると同時に販売も制限すれば良いと思うのですが、
どうでしょうか？
■分煙は必要だが、たばこ税等の税収からも考えても、喫煙者を悪とする考え方は良くないと思う。喫煙者にもや
さしい対策を願う！！
■禁煙者の人を増やすための活動をもっとお願いしたいです。でも、タバコが売れないと市民税の税収が少なく
なり、市としてはそれもそれで大変なのではないですか？その辺はどうお考えなのでしょうか？
【経営に対する影響】
■受動喫煙対策はいいことだと思います。反面、お客さんが減り、生活に困る店があると思います。そのための設
備資金もかかるので・・・。
■個人的には期待したいが、売上げが少なくなるのでは…と心配な点もあります。
■取り組みには賛同しますが、小さい店では非常に難しい問題です。経営難になっても市は面倒をみてくれる訳
でもなく、苦しむのは経営者です。その事も考えていただきたい。
■広くない店内で分煙は無理。また、その資金もありあません。
■店が狭いので分煙は無理で、全面禁煙か喫煙可にしか出来ません。
■必ず経営に大ダメージを受けますので、飲食店の禁煙・分煙対策はやめてください。
■喫煙者にとってお酒を飲む際のタバコは欠かせないものです。現状、半数以上のお客様が喫煙されていますの
で、禁煙になると死活問題です。
■完全禁煙は、お客様を失います。
■分からない。私は喫煙しないが、市販されている以上、限界がある。禁煙するしないで、客足に影響があるとは
あまり思わない。
【その他】
■タバコはこの世からなくして良いと思います。
■是非、積極的に取り組んでほしいです。
■ポイ捨てが目立ちますので、よろしく！
■今の時代とこれからの未来に受動喫煙防止対策は必要不可欠だと強く感じているなかで、苫小牧市が全国の先
駆者として動いてくれることを大いに期待しています！！嫌煙者としては、１日も早くタバコの嫌なにおいが
なく、美味しい料理と飲み物を美味しいと感じられる空間で味わえる日を心から願っています。ご検討の程、宜
しくお願い致します。
■たばこを吸う・吸わないにかかわらず、全てのお客様が利用しやすい環境がつくれると良いと思う。
■市民全員が健康になれるようにもっと強化して下さい。
■吸う方が個人個人で気を付けてくれているので、良くわからないです。
■宴会場での喫煙は出来ていますが、カウンターでは半数ぐらいで、全面喫煙は出来ていない。
■各店舗にまかせてほしい。
■家族づれは困る事がありますが、その他は今色々の品で大丈夫な事もあります。
■電子タバコなどを別の対象としてくれると良いと思います。
■禁煙結構だが、喫煙者への配慮も並行に考えてほしい。
■強気いけ、努力すべき、結果応えるべき、必要性大いにあり。
■自由のままで良い。
■室外で無断で外で喫煙する方が増え、特に大町は雑草とかゴミとかが目立ち、危険を感じる。マナーが悪い人が
多い。タクシードライバーも外で吸ってポイ捨て！！
■喫煙・禁煙の取り組みよりも、もっと飲食店が賑やかになる取り組みをしてください。
■電子たばこをすすめてほしい。
■あまり厳しくし過ぎないほうが良い。
■喫煙者は少人数なので、特に問題ありません。
■禁煙、禁煙と強要すると、トイレ、物置とか隠れて喫煙する人が火事の原因になりそう。
■禁煙場所が多いと外での喫煙はどこでも良いと思い、細道、倉庫の横とか喫煙場所を探し、ポイ捨てをしていく
人をよく見ますので、市の方で外用灰皿設置を色々な場所に設置していかれればと思います。
■取り組む事は大変ですね。ご苦労様です。
■全面禁煙にする事は出来ないです。
■時代の流れにより、やむを得ないことだと思う。
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