
 

（仮称）広陵町受動喫煙防止条例（素案） 

パブリック・コメント手続結果 

 

○意見募集期間 ： 令和２年 12 月２５日（金）から令和３年１月２２日（金）まで 

○意見の数   ： １１０人 １９０件 

     ※意見による修正 ： ３件 

    ※不受理となった意見：３人（理由：意見を提出できる人以外からの提出） 

１人（理由：必要事項（氏名・郵便番号・住所）の未記載） 

○パブリック・コメント手続によらない変更  ０件 

 

 

                       所属名：広陵町福祉部けんこう推進課 

 



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

多様な社会、多様性がグローズアップされている現在、喫煙者への「い

じめ｣となりかねない。喫煙者の権利も守って下さい。
1

望まない「受動喫煙の防止」には基本賛成です。しかし、あくまで、た

ばこは嗜好品（お酒・コーヒー等々）です。法律でも認められていま

す。愛煙家の権利も認めてあげて。→モラル・マナーの改善は必要

1

喫煙場所の整備。愛煙家はあらゆるシーンで肩身が狭い思いをしていま

す。「たばこ税収入」168,614千円（H29）の一部で、喫煙場所の整備

設置をしてはどうでしょうか。町の美化にもなりますよ。

1

喫煙しても良い場所など喫煙者側への配慮も必要 1

喫煙をする際には喫煙BOXなど煙の漏れない場所を設置してほしい 1

広陵町の発展に日々努力されている皆様、ありがとうございます。

たばこを吸わない人を受動喫煙から守るという観点からは、条例には賛

成しますが、たばこを吸う人を完全に締め出すような条例には、賛成出

来ません。

広陵町にも、多額のたばこ税が入っているので、その税で喫煙所を設け

るのであれば条例の効果も発揮出来、たばこを吸う人、吸わない人が共

存出来て、素晴らしい町になると思います。

1

追加してください。「喫煙場所の整備」

※竹取公園に灰皿を。散歩、ウォーキングで竹取公園～馬見丘陵公園を

利用しています。竹取公園でのたばこの吸い殻が散見されます。馬見丘

陵公園には灰皿があり、吸殻も無いように思います。県と同じスタンス

で竹取公園にも灰皿の設置を望みます。

1

子供を守るためいい条例です 1
必要な条例です 2
良い条例と思います 2
受動喫煙防止条例に賛成です 34
条例（案）に賛成です。早期に条例化される様に望む 1
条例の策定は多くの県や市町村で施行しているので大いに賛成 4
みんなの健康のために受動喫煙防止条例に賛成します 1
子供の健康のために受動喫煙防止条例に賛成します 2

1 条例

全体
基本的には、「妊産婦や子どもを始め他人に受動喫煙を生じさせないよう努

める（第４条）」「子どもの健康に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然

に防止するよう努めなければならない。（第５条）」「公共の用に供する場

所において、歩行中又は自転車の乗車 中に喫煙をしないよう努めなければ

ならない。（第１０条）」といった形で受動喫煙を防止するための努力義務

での条例（案）となっています。たばこを吸う人を完全に締め出すような条

例ではなく、吸う人吸わない人の権利を守りお互いに思いやりをもった内容

での条例制定としております。そのことが伝わるように、前文の最後の文章

一部を以下のように変更します。

「町民とともに吸う人、吸わない人の権利を尊重しながら、思いやりのある

たばこ対策を推進するため、この条例を制定する。」

吸い殻が散見されることについては、灰皿を設置することでの解決ではな

く、喫煙者のマナー向上の周知を行うことでも解決へつながると考えており

ます。今回の条例制定に伴い、喫煙のマナーについての現状等も多く意見を

いただいております。吸う人吸わない人それぞれがマナーを介して快く住め

る町作りをしていければと考えています。

税収については、広陵町の４つの柱をもつたばこ対策推進のためにも活用し

ていくことを検討し、推進していきたいと考えております。

喫煙による健康被害や、受動喫煙による悪影響、三次喫煙等については、町

民のみなさまへの周知・啓発がまだまだ十分でないと承知しており、今後も

啓発活動を積極的に行っていき、喫煙者への周知啓発も含めて推進していく

予定です。このことは広陵町のたばこ対策４つの柱である「防煙」「普及啓

発」にあたるため、条文でもわかりやすく記載することとし、前文の一部を

下記に変更します。

変更前「広陵町は、町民とともに全庁的なたばこ対策を推進するため、この

条例を制定する。」

変更後「広陵町は四つの柱として、禁煙個別支援や喫煙者等ハイリスク者へ

のアプローチとして取り組む「禁煙」、望まない受動喫煙がないように取り

2

3



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

受動喫煙防止条例は2010年頃より各市において作成実施されている様

です。今回広陵町独自の条例作成について賛成です。喫煙という町民マ

ナー領域に自治体レベルが介入するという新しい公共すばらしいと思い

ます。

1

このご時勢にまだ条例がなかったことを知りビックリしました。 1
タバコの値を上げる。 1
以前に比べると吸い殻などのポイ捨ても減った様に感じるが受動喫煙の

条例を唱えるならば、健康作りの関点から喫煙者への啓発に力を入れる

ことも大事だと思う。

1

喫煙者（主流煙）より受動喫煙者（副流煙）の方がより多くの有害物質

が含まれていることを理解してほしい。
1

 受動喫煙の様々なリスクが判明してくる中でこのような条例が定めら

れることは意義あることだと思います。

 多くの喫煙者はTPOを考え配慮をもっている中、一部の人の迷惑を考

えていない者の為にこのような規則を作らなければならない現状は嘆か

わしいことです。

 これらにどのように対処していくか喫煙者、非喫煙者共に個人の自由

を盾にした我儘の押し付け合いではなく公共の福祉を目的とし、より良

い住環境のためのルール作りを考えていって欲しいです。

1

今現在同居ではないのですが息子が喫煙者です。毎日どれだけの本数を

吸っているかは把握できないのですが家族を持ってからは吸う時は外に

出て吸っています。なかなか家族・身内に大病を患らっている人がいな

い事もありどうしても体に悪いと思いながらも結局他人事になっている

現状です。未来ある子供達に安心・安全に暮らしていける様、やはり個

人個人の自覚が大切だと思います。まず身近な家族から喫煙者をなくし

私達も努めて意識して働きかけなければと思っています。

1

第１条～第14条までのすべての条例の施行をされることに賛成しま

す。私事ながら22才から52才まで30年余り喫煙した私の経験から申し

ますと喫煙した事により家族をはじめ私のまわりに居た大切な人達に受

動喫煙を生じさせて来た事、大変心苦しく思っています。又、禁煙した

後に気付く事は我が身体にも肺を大きく冒され正常な状態にもどす事は

出来ないと医師から宣告された事、幸いその病気に対して良い薬があっ

たので何とか生き永らえている。喫煙されている諸兄に申し上げたい出

来るだけ早くその事に気付いて禁煙される事を願います。

1

のアプローチとして取り組む「禁煙」、望まない受動喫煙がないように取り

組む「分煙」、子どもがたばこの最初の一本に手を出さないために取り組む

「防煙」、正しい知識習得の情報発信として取り組む「普及啓発」につい

て、町民とともに吸う人、吸わない人の権利を尊重しながら、思いやりのあ

るたばこ対策を推進するため、この条例を制定する。」



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

受動喫煙は本人はもとより家族まわりの妊婦産さん、乳幼児への大きな

影響も考えず吸っている人が以外と多いです。本人の身体に異常が出て

後悔する人、今もわからず喫煙している人。この状況を多くの人に学ん

で頂き知識をもち未成年者にアドバイスが出来るような大人に。更に受

動喫煙防止条例が制定され、どこよりも住みよい広陵町に1日も早くな

れる事を望みます。

※受動喫煙の被害について未成年者にも学べる場があればと思います。

1

受動喫煙を防止する為に大切な事は、喫煙者のみならず、たばこと全く

縁のない生活をしている町民への関心と理解を深めることだと思いま

す。たばこの煙から受ける悪影響について子どもの頃から学ぶ機会を設

けることで幅広い年齢層への意識改革が期待できます。町民一人ひとり

の意識の高まりが町内各所でのマナー向上につながるのではないでしょ

うか。上記より「受動喫煙防止条例」の大切さを感じております。

1

愛煙家の方には申しわけありませんが、保護者の方が集まられる行事後

に施設に隣接する道路にたばこの吸い殻を見かけることがあります。建

物内では「禁煙」を掲示していますのでご協力いただいておりますが、

施設の外に出るとそんな状況があります。「施設外だったら大丈夫か

な」という思いをもたれているのかもしれませんが、子どもたちに話を

するので、大人として、人として、正しい知識を持って行動していただ

きたいと思っています。

1

私は、5才の子どもを持つ母親です。現在、幸いにも、周辺に喫煙をす

る方は居られませんが、子どもがいるそばで喫煙をしている人を時々見

かける事があります。今回、受動喫煙防止条例を作られるとの事で、大

変喜んでいます。是非、早期の成立で、子育て世代に優しい町にして頂

けますようお願いします。全体の内容については 、賛成ですが 、もう

少し厳しめの条例でも良いのではないかと思います。

1

最近児童公園に於いてタバコの吸い殻を見受ける。公衆の広場に大人が

非常識な事をしている事は子供達に悪い影響を及ぼします。
1

子どもは、育つと大人になり老人へとなっていきます。子どもを守るこ

とが広陵町で成人になっていく。広陵町の繁栄につながると思います。
1

各自家庭にて喫煙の会話が必要ではないかと思います 1

HPを見ない町民などへのお知らせ方法はどうするのか。 1

どういった形で周知されるのか。きちんと町民や町外から来た人々に周

知が出来る看板や禁止区域の明確な指定を行ってほしい。
1

施行にあたり、条例を施行したことによりどの様な効果があったのかな

ど、月ごとに徴収額を伝えるなど何らかの発信をしてほしい。
1

対策を町民に訴える時は理解しやすいよう説明・図解方法を考慮してい

ただきたい。
1

4 条例が制定しましたら、広報、HP、SNSを通じ、積極的にかつ町民のみな

さまにわかりやすい周知活動を行う予定です。路上喫煙禁止区域の表示につ

いてもわかりやすく看板設置していく予定です。啓発及び教育活動について

も、第11条に定めたとおり受動喫煙の防止及び禁煙を図るため、進めて行き

ます。またこの取り組みについては事業評価を実施していきます。



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

喫煙をすることで周りへの健康被害が及ぶ事はあってはならないことで

あるが、歩行中、又、自転車に乗ってすっている他人に注意すること

や、知らせることはすごく勇気も必要で怖さもある。喫煙する人に一番

理解してもらえるような町づくりも進めてほしい。

1

隣接市町村への協力依頼、歩なみをそろえることを追加希望です。 1
5 前文 受動喫煙は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳

児突然死症候群の発症の要因に深く関わってお

り、健康に悪影響を及ぼすことが科学的に明らか

となっている。

 特に２０歳未満の者（以下「子ども」とい

う。）、妊産婦その他の健康上の配慮が必要な者

は、受動喫煙による悪影響を受けるおそれがある

ことから、特段の配慮を要し、これまで以上に受

動喫煙についての関心と理解を深める必要があ

る。

 広陵町は、町民とともに全庁的なたばこ対策を

推進するため、この条例を制定する。

健康に悪影響を及ぼす病名をもう少し具体的に入れたり、喫煙は「百害

あって一利なし」を強調した文章にしてほしい。
1 具体的な病名については、今後も新たに変わっていくことにも対応していく

ため、多くの記載はせず、健康への影響を及ぼすこと、そのためにどうして

いくのかをわかりやすく伝えるために、前文の変更として対応することとし

ました。

「受動喫煙を自らの意思で避けることが困難な」というのは、表現が曖

昧で強制的に喫煙している場所にいることなのか。
1

自らの意志で受動喫煙を避けられない子供、妊産婦を守るべき 1
煙草は百害あって一利無しと言われる様に自身の身体と他人の身体に害

を及ぼす者です。14条まで読ませてもらいましたがこの条例は良く出

来ていると思います。

1

たばこ（電熱式たばこを含む）による望まない受動喫煙の防止に強く賛

成致します。
1

自分だけでは防ぎようのない受動喫煙を町、公共施設、町民、皆で防止

できる方法を考えて欲しい。
1

百害あって一利なしと言われている喫煙、わかっていてもやめられない

のが煙草であるなら、せめて自分以外の人々に健康被害を与えないよう

にしてほしい。明らかにまわりの人々、妻・子供・孫etc.大事な家族も

含めて被害が及ぶのがわかってながらの喫煙はあってはならない事と考

えます。周囲の人々の健康に心を配っての喫煙こそ大人のエチケットで

はないでしょうか。

1

第1条は大切です。私は生れて一度もタバコは吸っていませんが、現在

肺がんで苦しんでいます。腫瘍マーカー（CEA）がタバコの受動喫煙で

高くなったりして本当にがんが騒いでいるのか、お医者さんでもわから

ずタバコを吸っていないかといつも聴かれます。抗がん剤を現在使用し

ていますが、副作用で苦しい毎日です。（がんとタバコの血液検査で区

別がつかずCEAが上下する）

1

電子たばこはたばこの葉を燃やさない、煙が極端に少ない、一般的な喫

煙と同じにするのはおかしい、科学的根拠が解らない、町民に正確に伝

えるべき。

1

6 （目的）

第1条

この条例は、受動喫煙を自らの意思で避けること

が困難な者、とりわけ妊産婦や発育の過程にある

乳幼児を始めとする子どもについて、受動喫煙を

生じさせることのないまちづくり及び町民の健康

づくりを推進するため、健康増進法（平成１４年

法律第 １０３号）に定めるもののほか、受動喫

煙防止に関し必要な事項を定めることにより、望

まない受動喫煙の防止を図り、町民の健康で快適

な生活の維持を図ることを目的とする。

条例案記載通り「望まない受動喫煙の防止を図り、町民の健康で快適な生活

の維持を図ることを」進めて行きたいと思います

7 （定義）

第2条

第1項

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) たばこ たばこ事業法（昭和５９年法律第

たばこの定義に、電子たばこを加えたことにつきましては、日本では、ニコ

チンを含有する電子たばこ用の液体は、薬事法にて「医薬品」とされるた

め、日本国内では市販されていないものの、国外からの個人輸入は可能な状



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

電子たばこは、ニコチンが無いのでは？薬事法で販売は禁止されていま

すよ！混乱する。以上、国の改正健康増進法の定義と同じで良い！
1

電子たばこは、たばこ事業法における製造たばこと全く別物だと考えま

す。電子たばこは削除すべきです。
1

たばこに電子たばこを含めることは当然であり受動喫煙防止の対象とす

ることに賛成
10

加熱式たばこや電子たばこは安全という間違った認識で吸い続けている

人達にも正確な情報を伝えて禁煙して欲しい。
1

本条例では電子タバコも対象にしているが、タバコを吸わない人間に

とっては通常のタバコよりマシとはいえ臭いことに変わりはない。規制

の内容が地理的に限定的であることを考えると対象に含むことは妥当で

あると感じる。

1

条例で定める「たばこ」の定義に、たばこ事業法で規定する物に加えて

「電子たばこ」を含むことは、とても重要だと思います。電子たばこは

爆発の危険があるだけでなく、様々な有害物質を含む製品が出回ってい

ます。中には違法薬物が含まれている物もあるので、望まない受動喫煙

を防止する対象にすべきと思います。

1

条例で定める”たばこ”の定義に”電子たばこ”を含むことはとても重要だ

と思います。電子たばこは市場に出回っている製品の多くに有害物質が

含まれており、受動喫煙においても健康に害を及ぼす物であるという認

識を持つことは大切だと思うからです。

1

すべての条例に賛成です。”喫煙上のマナーを守りましょう”からより厳

しく条例により喫煙者の意識を高めるのは賛成です。電子タバコは安全

と思っている人が多いので条例に含める事は大いに意義があると思いま

す。路上喫煙は近くの通行者の受動喫煙だけではなく、ポイ捨ての行動

にもつながるので禁止をして欲しい。

1

たばこに電子たばこを含めることは当然であり受動喫煙防止の対象とす

ることに賛成。路上喫煙防止は当然だと思います
4

電子タバコを含め路上喫煙防止に賛成します 3

６８号）第２条第３号に規定する製造たばこ（加

熱式たばこを含む。）、同法第３８条第２項に規

定する製造たばこ代用品で喫煙用に供されるもの

及び電子たばこ（香料などを含んだリキッド（溶

液）を加熱して、発生するエアロゾル（蒸気）を

吸入する製品で、電子たばこ又はこれに類する名

称のものを含む。）をいう。

め、日本国内では市販されていないものの、国外からの個人輸入は可能な状

況にあります。また、国内の市販流通の電子たばこ（液体）にニコチンを含

有するものがなお多く存在していることが報告されているほか、ニコチンの

有無にかかわらず、発がん性物質が発生する電子たばこ（液体）があること

から、電子たばこの安全性が担保されていない状況において、妊産婦や20歳

未満の者、町民の将来の健康を守っていくことが必要と考え、たばこの定義

に電子たばこを含めることとしました。



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

第2条（2）「喫煙」の定義において、「残留するたばこの臭気その他

排出物を含む」とありますが、表記に問題があり削除すべき。

【意見理由】

2020年4月に施行された「改正健康増進法」の第28条の二において、

「喫煙とは人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することに

より煙（蒸気を含む）を発生させることをいう」と定義されています。

つまり、「喫煙」とは「自身が吸うためにたばこを燃焼させ、蒸気を含

めた煙を発生させる行為」ということであり、それは誰もが視覚によっ

て判別できるものです。一方、「残留するたばこの臭気（厳密には煙の

臭気）」や「その他排出物（これは何のことかわかりませんが）」とい

うのは、喫煙という行為の結果、二次的に発生するものであり、「喫

煙」とは異なるものだと思います。そもそも「臭い」というのは人に

よって感じ方も違います。目で見え、誰もがわかる「煙を発生させる行

為」と、人によって感じ方が異なる「臭い」を一緒にし、拡大解釈して

「喫煙」と定義し規制するには無理があると思います。

1

臭気はたばこに限らず様々な臭気があります、臭気はたばことその他を

区別し科学的に立証されているのでしょうか、たばこの臭気だけでなく

車から出る排気ガス・換気扇等から出る臭気等々、街を歩けば様々な臭

気は自分の意思で避けることができません、たばこの臭気だけを条例化

するのは納得できません。また、その他排出物とは何なのでしょうか、

曖昧です。条例化されれば、なんでもその他排出物にするのでしょう

か。

1

『残留する臭気、排出物』は不要。以上、国の改正健康増進法の定義と

同じで良い！
1

「その他排出物」の意味がわかりません。明確にすべきだと考えます。

町たばこ税の税金で、喫煙できる場所を作って頂きたいと思います。
1

町が開催する事業や行事は、その会場内および隣接道路も喫煙禁止とい

う条項を追加したい。
1

8 （定義）

第2条

第2項

(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼さ

せ、又は加熱することにより煙（肉眼で見える煙

（蒸気を含む。）に限らず、残留するたばこの臭

気その他排出物を含む。以下同じ。）を発生させ

ることをいう。

たばこの煙がなくなっても、喫煙後は目に見えない有害物質があらゆる場所

に残っており、これを吸い込んでしまうことを「残留受動喫煙」を呼ばれて

います。喫煙後の呼気については、産業医科大学大和浩教授の研究で、喫煙

後45分は体内から有機物質が出続け、喫煙前のレベルに戻るまで45分必要と

報告されています。広陵町では、妊産婦や20歳未満の者を受動喫煙から守る

環境作りがより一層必要であり、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」

を踏まえ、室内や車内のたばこ臭やその他たばこにまつわる排出物、呼気を

含めた対策が必要との結論に至りました。条例案では、「人が吸入するた

め、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙（肉眼で見える煙（蒸気

を含む。）に限らず、残留するたばこの臭気その他排出物を含む。以下同

じ。）を発生させることをいう。」としていましたが、「臭い」というのは

人によって感じ方も違うというご意見もありましたので以下の通りの表現に

変更させていただきます。

 

第２条（２）喫煙「人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱するこ

とにより煙（肉眼で見える煙（蒸気を含む。）に限らない）を発生させるこ

と及び吸入したエアロゾル（蒸気）を呼出することをいう。」

9 （町の責

務）

第3条

町は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫

煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する

意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備

その他の受動喫煙を防止するための施策を総合的

本条例においては、まずは第一種施設から取り組むことで、受動喫煙のこと

を知ってもらい、今後は公共性の高い施設においても同様の対策がされるよ

うな取り組みをしていきたいと思います。



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

第一種施設のみならず公共性の高い施設からもっと対象を広げていって

ほしい。
1

禁煙教育も積極的に推進していく旨の内容もどこかに加えていただけれ

ばと思います。
1

受動喫煙の被害についてもっと広く特に未成年者にも知識を持ってもら

う教育を望みます。
1

家庭内が一番難しいのではないでしょうか。特に夫婦で喫煙される家庭

の場合
1

その通り 1

事業者及び管理者の責務 補助金等なしの協力は適切でないと考えま

す。
1

事業者（事業所）の基本化も今後必要と思う 1
喫煙席、禁煙席を分けている所があるが、匂いなど、完全には防げな

い。飲食店は全部禁煙にすべき。
1

健康被害防止、火災原因の排除、街の美観保護の観点から、喫煙に対し

世界各国で禁止エリアの拡大が図られてきています。広陵町でもこの条

例案の制定と強力な実施は必要です。このためには喫煙集荷を根絶する

という最終目標の達成が大切で、電子たばこを含めた葉巻タバコ、パイ

プタバコに対し強力な規制が当然されるべきです。この点から歩行中や

自転車乗車中だけでよくバイク乗車中の喫煙防止も加えるべきで、かつ

自動車運転中の喫煙防止も努力目標として加え、駐車場内の喫煙規制の

実効性を高めるべきである。そして規制実施エリアにコンビニやスー

パーマーケットなどの公共性の高い敷地を明記し、管理者に注意喚起を

促すことも加えるべきである。

1

”町はレストラン、喫茶店等不特定多数が集まる場所に喫煙禁止を要望

することができる”旨の条項も入れてよい。
2

その他の受動喫煙を防止するための施策を総合的

かつ効果的に推進しなければならない。

２ 町は、自ら設置又は管理する施設において、

望まない受動喫煙を生じさせないための対策を講

じなければならない。
10 第１１条第２項において「町は、町立の小中学校の児童・生徒に対し、受動

喫煙及び喫煙による身体への悪影響等に関する教育を推進するものとす

る。」とし、今後は正しい知識の習得をしてもらえるようたばこ対策４つの

柱の中にある「防煙」「普及啓発」に取り組んでいきます。

11 （保護者の

責務）

第5条

保護者は、その監督保護に係る子どもの健康に受

動喫煙による悪影響が及ぶことを未然に防止する

よう努めなければならない。

健康増進法の改正等によって、家庭外で受動喫煙のリスクが低下しても、自

らの意思で受動喫煙を避けることが困難な子どもが多くの時間を過ごす家庭

や、濃厚な受動喫煙が生じる自動車の車内において受動喫煙をさせていて

は、子どもの健康を受動喫煙の悪影響から保護することは困難であることか

ら、家庭等においても努力義務を規定するものです。実効性を保てるよう、

保護者等への周知啓発等に取り組んでまいります。

12 （事業者及

び管理権原

者等の責

務）

第6条

事業者及び管理権原者等は、その事業活動を行う

に当たっては、受動喫煙を生じさせることのない

環境の整備に取り組むとともに、町が実施する受

動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めな

ければならない。

第二種施設においては、喫煙専用室を設けるように国の健康増進法で定めら

れています。その部分においては、国の制度に則った形での条例としていま

す。「受動喫煙を生じさせることのない環境の整備に取り組むとともに、町

が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならな

い。」とし本条例でも努力義務としております。

国による健康増進法においても定められていることから、受動喫煙防止対策

助成金「職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業（財政的支援）」制

度が行われていますのでその申請を行っていただければと思います。



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

定められた禁止区域の一歩外を出れば喫煙している人がおられますが、

禁止区域でなくとも、民家のすぐ近くで喫煙すると、家の中にも煙が

入ってきて困ります。

1

利用者については至極妥当な内容であると判断するが、勤務者について

はどのように想定しているのか疑問を感じる。
1

第一種施設の敷地内は禁煙ですがさらに理想を言えば敷地のすぐ外も含

めて禁止にして欲しいです。
1

（目的）

第1条

および

（施設にお

ける受動喫

煙を防止す

るための措

置）

第7条

第１条 この条例は、受動喫煙を自らの意思で避

けることが困難な者、とりわけ妊産婦や発育の過

程にある乳幼児を始めとする子どもについて、受

動喫煙を生じさせることのないまちづくり及び町

民の健康づくりを推進するため、健康増進法（平

成１４年法律第１０３号）に定めるもののほか、

受動喫煙防止に関し必要な事項を定めることによ

り、望まない受動喫煙の防止を図り、町民の健

康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。

第７条 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎、

学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙によ

り健康を損なうおそれが高い者が主として利用す

る施設の事業者及び管理権原者等は、当該施設の

敷地内に喫煙場所を定めてはならない。

第１条で定めている望まない受動喫煙の防止を図り、町民の健康で快適

な生活の維持を図ることを目的とする趣旨には賛成であり、この条例を

制定するにあたり、たばこを吸う人と吸わない人の立場を尊重し、思い

やる気持ちを大切にしながら協議を進めてきたと聞いているが吸う人の

立場の尊重がこの条例のどこに反映されたのか感じとることができな

い。法の制限以上のこの条例を制定しなければ目的が達成出来ないのか

もっと検討する必要があると感じる。国からの「令和3年度地方税制改

正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」の中でも地

方公共団体が公共の場所における屋外分煙施等のより一層の整備を図る

よう促すこととするという留意事項にも反している。本当にたばこを吸

う人と吸わない人の立場を尊重し、思いやる気持ちがあるなら、分煙に

ついてもきちんと整理し、第７条を修正すべきである。

1

13 （施設にお

ける受動喫

煙を防止す

るための措

置）

第7条

国及び地方公共団体の行政機関の庁舎、学校、病

院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を

損なうおそれが高い者が主として利用する施設の

事業者及び管理権原者等は、当該施設の 敷地内

に喫煙場所を定めてはならない。

喫煙後４５分は呼気からも有害物質が２０分から３０分は排出されていると

いうことが研究からいわれており、利用者に禁煙を求めている以上、受動喫

煙の影響も鑑みると勤務者についても当然禁煙を求めることが必要と考えて

おります。現状、町内、学校等についてはすでに敷地内禁煙を勧めておられ

ます。そういったことから、通学、通勤者についても町民同様の責務を求め

ることになるため、第４条（町民の責務）の箇所を以下の通り変更します。

「（町民等の責務）第４条 町民等は、受動喫煙防止に対する関心と理解を

深め、妊産婦や子どもを始め他人に受動喫煙を生じさせないよう努めるとと

もに、事業者、管理権原者等又は町が実施する受動喫煙防止に関する施策等

に協力するよう努めなければならない。」

本条例の策定に当たり検討委員会を実施し、喫煙者、過去喫煙者の委員の方

にも出席いただき検討させていただきました。吸う人、吸わない人、両方の

思いやりの気持ちを込めた条文になるよう協議して参りました。また今回の

パブリックコメントでもたくさんの意見を頂戴し、参考にさせていただけた

と考えております。

屋外分煙施設等の整備の促進については、ご意見であげていただきました国

からの「令和3年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事

項等について」には「望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方たばこ税の

継続的かつ安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共

団体が駅前・商店街などの公共の場所における屋外分煙施設等のより一層の

整備を図るよう促すこととする。」とのことでありました。これについて

は、「駅前・商店街などの公共の場所」とあるのは、おおむね第二種施設を

指すものと推察されます。「望まない受動喫煙対策の推進」を進めていく上

で、必要があれば今後そういった「公共の場所」に分煙を考えて、地方公共

団体が設置することは必要かと思います。ただ第７条で規定しておりますの

は、役場庁舎をはじめ第一種施設であり、町内該当施設については、本条例

策定にあたり事前にヒアリング調査させていただいた結果、すでに敷地内全

面禁煙を実施していただいているとのことですので、現状、そういった対応

をしていただいている施設において、税金を投じてまでの「屋外分煙施設

等」の整備を行うことついては必要性がないと判断しました。よって第7条

についても条例案のままとします。



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

学校など喫煙場所は必要ないと思っていました。 1
横峰公園やうさぎさん公園など子供が多くいる近くでタバコを喫煙する

人があり、是非喫煙できないようにしてほしい。
1

公園やスーパー、図書館など子どもの利用する施設での喫煙場所を取り

除く
1

コンビニでの喫煙スペースを取り除いてほしい（特に小学校や保育園の

近くの通学路にある場所について）
1

1.通学路 2.児童公園 1.2区域での禁煙が必要と考えます 1
・喫煙場所の指定はないのか。 1
吸う人のために禁止時間の時間帯を作るというのはどうか 1
吸える場所の確保を同時にする方が他の所へ行って吸う人がいないので

はないか。
1

禁止場所が増えるとコンビニ等で吸う人も増えるので、町全体で禁煙に

取り組んではどうか。
1

西幼稚園の周辺や通学（園）路も禁止にしてほしい 1
イベント会場等、一時的な喫煙禁止指定を簡易に出来るようにすると良

いのではないかと思います。
1

受動喫煙防止は大いに賛成です。路上喫煙禁止もぜひ進めて下さい。し

かし、区域について不満です。保育園、幼稚園、福祉施設、公園、病

院、図書館の隣接道路も禁止区域にして頂きたいです。

1

喫煙区域と禁煙区域の判別方法はどのように決めているのか疑問 1
区域についてどの様に決めたのか、保育園や幼稚園子どもたちが行き来

する公園などの隣接道路が入っていないのはなぜ？部分的に禁止したら

その区画以外OKとなるので同じするなら広陵町全域で行う方が良いの

ではないかと思う。

1

14 （施設にお

ける受動喫

煙を防止す

るための措

置）

第7条

国及び地方公共団体の行政機関の庁舎、学校、病

院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を

損なうおそれが高い者が主として利用する施設の

事業者及び管理権原者等は、当該施設の 敷地内

に喫煙場所を定めてはならない。

公園等での禁煙については、今回のパブリックコメントでもたくさんの意見

をいただきました。本条例では、喫煙については、第４条（町民の責務）に

て「妊産婦や子どもを始め他人に受動喫煙を生じさせないよう努める」とし

ております。路上喫煙禁止区域と同じく厳しい取り締まりを求める声も多く

ありましたが、努力義務とし、町民のみなさまひとりひとりのご協力のもと

進めていければと考えております。また、そのマナー向上のためにも本条例

の周知活動、受動喫煙の啓発活動については積極的に取り組んできたいと考

えております。

15 （路上喫煙

禁止区域の

指定及び変

更）

第9条

町⾧は、町民等の健康を受動喫煙の悪影響から保

護するため特に路上喫煙を禁止する必要があると

認める区域を、路上喫煙禁止区域として指定する

ことができる。

２ 町⾧は、路上喫煙禁止区域を指定したとき

は、規則で定めるところにより、その旨を告示し

なければならない。

３ 前項のほか、町⾧は、路上喫煙禁止区域を指

定したときは、その区域内における標識の設置そ

の他の適切な方法により、その区域が路上喫煙禁

止区域である旨を明示しなければならない。

４ 町⾧は、必要があると認めるときは、路上喫

煙禁止区域の指定を変更し、又は解除することが

できる。

５ 第２項及び第３項の規定は、前項の規定によ

る路上喫煙禁止区域の指定の変更又は解除につい

て準用する。

今回の条例においては、すべての路上において喫煙ができなくなるという規

定はありません。ただ、禁止区域以外では第４条（町民の責務）にあります

ように「妊産婦や子どもを始め他人に受動喫煙を生じさせないよう努める」

こととする努力義務としております。喫煙者の方には、喫煙される際には、

周囲の方への影響がないことをご確認いただいた上で、マナーを遵守してい

ただくことをお願いします。そのため改めて喫煙場所の指定、禁止時間の設

定は行っておりません。そして本条例の目的である「受動喫煙を自らの意思

で避けることが困難な者、とりわけ妊産婦や発育の過程にある乳幼児を始め

とする子どもについて、受動喫煙を生じさせることのないまちづくり及び町

民の健康づくりを推進する」ためにも、条例の周知活動を行い、路上喫煙禁

止区域以外でも受動喫煙を生じさせない取り組みをしていきたいと考えてお

ります。



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

路上喫煙防止は当然 1
路上喫煙禁止区域の指定について指定するのは反対です。大阪でもエリ

アを一歩でると喫煙者が多く、そのエリアを通過するのに不快なため
1

路上喫煙や歩きたばこはそこを通りかかった人に対して受動喫煙の被害

を与えている事に自覚をもってほしい。歩きたばこは危ない（火災、や

けど等）。

1

路上での喫煙ポイ捨て防止、広陵町は公園が多い町なので公園周りは禁

止してほしいです。
1

第一種施設と同じように箸尾駅の構内も禁煙になっています。そのた

め、駅に向かう道中や駅前で喫煙している人を見かけます。駅周辺なら

びにロータリーを路上喫煙禁止区域の指定にしてはどうでしょう。

1

広陵町が子育てのしやすい町、子育てを応援する町として町内全てを路

上喫煙禁止になることを願っています。
1

けっこう周りで歩きタバコを平気な顔して吸っている人が見られていま

したがこの条例をしてもらって自転車道路を使って歩いて出勤される方

もやめていただきたいです。毎回歩きたばこをしている方は決まってい

ます。とても気分が悪く、小さい子供を連れてても気にしてない様子

で･･･。もっと厳しく条例を作ってもらいたいくらいです。

1

「みなさまへのお願い」の３に子どもや妊産婦、健康を損なう恐れが高

い人、とあります。上記の方々は、施設内・家庭内に動かないというこ

とはありません。外に出て活動します。ということは、広陵町の路上全

てを禁止区域にするべきと考えます。

1

現在、学校は敷地内禁煙となっており守られている印象がありますが、

敷地に隣接する道路では、喫煙されている方を見かけます。学校行事の

際など、それが保護者である場合もあり、とても残念に思います。学校

の隣接道路が路上喫煙禁止区域に指定されることで、生徒・児童を受動

喫煙から守るだけでなく、大人が喫煙する姿を子どもに見せないという

点でも愛煙家の方に意識していただけたらありがたいです。

1

小中学校の隣接道路が路上喫煙禁止区域となる事は、小学生の子を持つ

親としてはとても有難いです。これをきっかけに愛煙家の方には、通学

路等での受動喫煙についても意識をしていただけるようになればと期待

しています。

1



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

「路上喫煙禁止区域において喫煙をしてはならない」を 、「路上喫煙

禁止区域および主として子どもが利用する公園等において喫煙をしては

ならない」に変更して頂きたい。

1.地域内の児童公園およびその周辺における喫煙事例が見受けられるこ

とから、第1項の歩行喫煙だけではなく、その場に留まっての喫煙も禁

止するべきだと考えます。

2.小規模な児童公園は、町が所有する施設ですが、自治会等が管理を任

されており、喫煙禁止区域に指定して頂くことで、喫煙者への注意喚起

がし易くなります。子どもたちを受動喫煙の被害から救うために、是非

ともこの項目の追加をお願いします。

1

禁止区域において、歩行中や自転車乗車中の喫煙禁止と共に、「車内で

窓を開けての喫煙も禁止していただきたいです」
1

当然のことだと思います。その他の路上でも吸わないでほしいです。 1
我が家の家の前は自転車道になっていて、幼稚園の送り迎えの親子や毎

日散歩されている方がたくさん通られます。その横をタバコを吸いなが

ら歩く人や自転車で火のついたタバコを持って片手運転で通り過ぎる人

も目撃します。注意する勇気もなく条例もなかったので見て見ぬふりで

終わってましたがこの機会に大きな看板を設置してぜひ自転車道も通学

路も禁煙にしてください。

1

幼稚園内また隣接している小学校内での喫煙は見られないが、大きな行

事（例：運動会であったり、少年野球の大会等）の時。門前の駐車場で

喫煙の姿を見かけた。吸っておられる方は、町内の方とは限りません。

どこから来られた方であってもこの場所は禁煙場所とわかるような掲示

があれば良いと思います。

1

受動喫煙の悪影響には健康への事については十分に対策が必要。多数の

人が利用する施設での対策喫煙防止の表示をする事と普及をする。
1

歩行喫煙等の禁止について賛成です 1
条例案についてはおおむね妥当と考えます。特に第7条～第10条につい

ては、困っている人も多く、規制すれば効果が高いと思います。また、

くわえタバコで自転車に乗っている人がたまに有る。受動喫煙防止に

1

いまだに歩行喫煙を見かける。特に路上ポイ捨てが多いことには怒りを

感じる。我が家の前や公園にも多い。
1

歩行しながらの喫煙や吸い殻の始末の仕方。喫煙場所以外での喫煙など 1

路上では喫煙しないという罰則を厳格化する 1
通学路および公園内 地区、地域を限定し喫煙禁止条例にて制約を設け

る事に同意します。当然終日とする
1

喫煙をしないよう努めなければならない→全面的に禁止する。強めの表

現の方がルールとして適切だと感じます。
1

「歩行中又は自転車の乗車中に喫煙をしないよう努めなければならな

い。」を「歩行中又は自転車の乗車中に喫煙をしてはならない。」にす
1

16 （歩行喫煙

等の禁止）

第10条

町民等は、広陵町内の道路、公園、広場、河川敷

その他屋外の公共の用に供する場所において、歩

行中又は自転車の乗車中に喫煙をしないよう努め

なければならない。

２ 町民等は、路上喫煙禁止区域において喫煙を

してはならない。

現段階では、路上喫煙禁止区域については、小中学校隣接道路を想定してい

ます。ご意見いただいた主として子どもが利用する公園等については、条例

（案）では禁煙は努力義務となっています。条例制定の時点での路上喫煙禁

止区域の設定から、条例の周知がされることとともに今後は禁止区域の範囲

を広げていくことも想定しております。現段階では、路上喫煙禁止区域につ

いては、小中学校隣接道路を想定していますが、社会情勢や広陵町の実情を

踏まえ必要に応じ検討していきます。

また、路上喫煙禁止区域については、規則にて看板等の設置を定め、町民等

以外の方にもわかりやすい掲示活動をしていきたいと考えております。



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

公共施設や職場、飲食店での禁煙が増えつつも、分煙やコンビニなど店

外、路上でも喫煙を目にし、妊産婦や子どもの将来の為、又、人への思

いやりを大切にと条例の制定が望まれます。

1

竹取公園や馬見丘陵は町民だけでなく、県外の方もよく来られるので、

受動喫煙の可能性が高く危険性も高いと思うので、県外の方にも知って

頂く様な事（ネット上（竹取or馬見公園のサイトで大きく知らせる）な

どで知らせる）大きめの看板の設置などが必要であると思います。指導

及び罰則の表示がゆるい気がします。（通報した時点では遅いので）上

記の公園などでは町職員さんなどの見回りや注意喚起がいると思いま

す。

1

喫煙の禁止にする場所に看板の設置をして、すぐわかるように注意喚起

することで、知らない人にも効果があると思う。
1

（啓発及び

教育）

第11条

町は、町民等に対し、受動喫煙の防止及び禁煙を

図るための啓発を行うものとする。
日本国の合法的な成人の嗜好品に対し禁煙を図るとは納得できない。禁

煙は削除するべき。
1

受動喫煙防止は成人喫煙者のマナーが大事です、教育現場での受動喫煙

の教育は削除するべき。
1

町は町立の小中学校の児童・生徒に対し受動喫煙及び喫煙による身体へ

の悪影響等に関する教育を推進するものとする。とあるが受動喫煙の防

止は大人の責任である。たばこを吸う大人のマナーの問題。児童・生徒

に受動喫煙の教育をするのではなく、大人の問題として捉まえるべきで

す。「受動喫煙及び」は削除すべきです。

1

令和2年2月1日に開催された高橋先生の講演会に子どもたちも参加させ

ていただきました。2人とも、先生のお話を聞いて「紙巻きたばこ」

「加熱式たばこ」「電子たばこ」どれも有害であることや、依存性があ

ること等学びました。特に4年生だった⾧男は内容をしっかり理解する

ことができていました。最近、電子たばこがオシャレなアイテムとして

流行しています。子どもたちが危険性を知らずに手に取ってしまうこと

のないように、たばこに係る正しい知識を身につける機会を設けていた

だきたいです。

1

小中学生に向けての教育の機会を、是非設けていただきたいです。たば

こに対する正しい知識を学習することで、将来的に自分の身を守ること

に繋がると思うからです。

1

17 「日本国の合法的な成人の嗜好品」、「受動喫煙防止は成人喫煙者のマナー

が大事」とのご意見を頂きましたが、条例案第４条および第５条でも、町

民、保護者に子どもへの受動喫煙を防止するよう努力義務としています。し

かし周知啓発のみでは具体的な行動につながる効果が弱いことが懸念されま

す。また受動喫煙は子どもへの健康影響が大きいが、子どもは受動喫煙に

あっても自ら声を上げ難く、自ら受動喫煙を回避することも難しい状況で

す。このことからも子どもに対する実効性ある受動喫煙対策を実施する必要

があるため、たばこ対策４つの柱の２つである「防煙」「普及啓発」を推進

していきます。

子どものころからのこうした受動喫煙の教育を進めていくことで、親子で受

動喫煙の問題を考えるきっかけとすることができ、またその教育を受けたこ

どもたちが、将来大人になったときには、条例制定による大人の問題として

とらえる必要もなく、実効力のある自主的な大人のマナーとして捉えていっ

てもらえるのではないかと考えていますので、条例（案）の通りとします。

また、路上喫煙禁止区域を各小中学校隣接道路とすることで、看板掲示など

についても、啓発及び教育のひとつとして一緒に取り組むことができればと

考えています。

（啓発及び

教育）

第11条

第2項

町は、町立の小中学校の児童・生徒に対し、受動

喫煙及び喫煙 による身体への悪影響等に関する

教育を推進するものとする。



No 条例番号 条文 パブリックコメント意見内容 件数 町の考え方

1,000円の過料は何に使われるのですか。 2
徴収金がどの様に集められ何に使われるのかも気になる。 1
誰がどのように行うのか、差別や偏見など喫煙者狩りが起きかねない、

削除するべき。
1

罰則について、1,000円の過料と見て、安すぎて効果がないのではない

かと感じた。
1

1000円は安すぎると思います。 1
過料について安すぎるので、喫煙を中止しない者についての罰則を強化

した方がよい
1

命令に従わなかった者に対しもう少し高い過料をとってもいいと思いま

す。
1

1,000→10,000希望。 1
過料1,000円は少額過ぎる。注意喚起のための形だけの過料全額と思わ

れる。度々値上げされた高いタバコを平気で購入する人に、何の心理的

抑制もはたらかない。注意喚起効果を持たせるつもりなら最低でも１万

円は必要。13条の施行日も条例施行日と同時にすべき。

1

「1,000円の過料を科す」とありますが、もっと金額を上げて、5,000円

～10,000円ぐらいにした方が、抑制になると思う。
1

過料を設定することによって、条例に重みが感じられるようになると思

います。それにより喫煙マナーを見直すきっかけになるのではないかと

期待しています。

1

過料を科す事についてはよいことだと思います。条例を守る事への重み

が感じられると思うからです。
1

18 （過料）

第13条

町⾧は、前条第２項の規定による命令に従わな

かった者 に対して、１，０００円の過料を科す

ることができる。

過料の徴収については、巡回する者を規則にて定め、徴収する予定です。ま

ずは職員が担当していく予定です。また使途については、受動喫煙防止の周

知活動や、啓発及び教育、健康教育等を行うための利用を考えております。

本条例の内容については、いずれも最終的には努力義務で成立することがで

きればとの思いもあり、罰則を強めなくても吸う人吸わない人が快くすめる

まちづくりを目指して、本条例の普及啓発を進めていきたいと考えていま

す。
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