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理事長 山本 蒔子 

「第 26 回世界禁煙デー・宮城フォーラム」は、2020 年 5 月 31 日にはコ

ロナ禍のために延期を余儀なくされました。同年 10月 25日に「第 26回禁

煙推進・宮城フォーラム」として、コロナの感染防止対策を行ったうえで、

無事に開催することが出来ました。ソーシャルデイスタンスを確保するため

に参加者はあらかじめ申し込みいただき、約 80名に制限をして行いました。

当日は 78 名の参加があり、盛会に開催することが出来ました。今後も皆様

とともに地域における禁煙推進を続けてまいりましょう。 

 

 

 

開催日：2020年 10日 25日（日） 

会 場：藤崎デパート一番町館 3階  

参加数：78名 

基調講演「なくそう！望まない受動喫煙」 

基調講演は東北大学環境・安全推進センター、東北

大学大学院医学系研究科産業医学分野の色川俊也先生

から「なくそう！望まない受動喫煙」と題してご講演

を頂きました。 

受動喫煙について、①喫煙による健康被害 ②受動

喫煙の現状 ③受動喫煙の防止対策 ④期待できる効

果 ⑤対策の進め方 ⑥禁煙指導を主とした健康対

策、等について詳細な講演をして頂きました。改正健

康増進法の内容についても大変詳しく解説して頂きま

した。 

ほかに、新型コロナウイルスについて、職場でのク

ラスターを調査した複数の自治体から、タバコを吸う

ためにマスクを外す喫煙所で感染が広がった可能性が

高いという

指摘が出さ

れたことを

紹介されま

した。 

 

 

特別講演Ⅰ～Ⅴ  

例年行っているシンポジウムは、コロナ感染防止の

ために今回は行わず、いろいろな立場の 5名の講演者

に、ご自身の喫煙対策をお話し頂きました。 

特別講演Ⅰ 

利府町長の熊谷 大様は予定されていたオリンピッ

ク・パラリンピックのために、町として、積極的に喫

煙対策に取り組まれたことを話して頂きました。いま

まで、利府駅にあっ

た「たばこは利府町

で買いましょう」と

書かれていた柱を刷

新し、その文言を止

めたそうです。 

特別講演Ⅱ 

市議会議員の佐藤わか子様は喫煙者が多い議員の中

で、次々と市民のために喫煙対策をされたことを話さ

れました。最近話題になっている仙台市の勾当台公園

の喫煙については、

佐藤議員は改正健康

増進法の施行時に、

灰皿の撤廃を既に公

園課に伝えていたに

も関わらず、撤廃さ

特定非営利活動法人 

禁 煙 み や ぎ  

第 26 回禁煙推進・宮城フォーラム 「改正健康増進法の原則屋内禁煙を守ろう！」 

色川俊也氏 

熊谷 大氏 

佐藤わか子氏 
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れたのは一部で市民広場のみであり、公園の 3か所が

残っていたことに気付かなかったとのことでした。今

後は公園課や区長と検討し、撤去の方向で進めたいと

話されました。 

特別講演Ⅲ 

ホテルメトロポリタン仙台総支配人の林 健一様

は、オリンピック・パラリンピック開催に向けて、

2017年に仙台駅東口に全館禁煙のホテルを開業したこ

とを話されました。果たして全館禁煙のホテルが受け

入れられるか心配していましたが、大変な好評を博し

たそうです。また本館

の方も 6割を禁煙室に

し、館内においても受

動喫煙が起こらないよ

うな対策を取っている

そうです。 

特別講演Ⅳ 

宮城県健康推進課課長の高橋 悟様は、令和元年の

宮城県民の喫煙率は全国でワースト 4位であり、宮城

県民の健康度が低いことを話されました。宮城県の対

策を紹介し令和 4年ま

でには受動喫煙の機会

のある人の割合を０％

にする事を目指してい

るとのことでした。 

特別講演Ⅴ 

最後に追加講演として、禁煙みやぎ理事で、宮城県

結核予防会の斎藤泰紀先生が、勾当台公園の喫煙状況

を紹介しました。この事は 10月 18日の河北新報に取

り上げられ、さらに 10月 22日の TV朝日のモーニング

ショーでも驚くべき実態が報じられました。 

昼休みになる

と、公園の灰皿に

は喫煙者が群れを

成して集まりタバ

コを吸うために、

周囲にはタバコ煙

が立ち込め、タバ

コの吸い殻であふれた灰皿からは時に火事のように煙

がもうもうと立ち上っていました。近くには子どもと

母親が遊んでいるという、考えられない状況でした。  

禁煙みやぎも今後このような状況をなくするために

活動をしていきます。議論も活発に行われ、実りある

フォーラムとなりました。 

今回も各講師のご厚意により講演スライドを禁煙み

やぎのホームページに掲載しました。また初めての試

みとして、ホームページのＵＲＬよりアクセスする

と、講演の一部は YouTubeで動画をご覧いただけるよ

うにしました。 

       

青葉通り地下道ギャラリーのポスター展示 

宮城フォーラム開催延期に伴い、令和 2年 10月 1日 

～15日(木)に展示しました。 

 

 

令和元年度 NPO法人禁煙みやぎ第 13回通常総会 

は 9月 14日（月）宮城県医師会館で開催しました。 

出席正会員数 11名および委任状 17名を合わせて 28

名となりました。正会員総数 42名の 2分の 1以上に達

し、定款の定足数を満たし総会は成立しました。 

山本理事長より事業報告が行われ事業計画が承認さ

れました。第 26回世界禁煙デー・宮城フォーラムの

10月延期や第 5回みやぎ禁煙指導研究会の中止など報

告されました。 

また一般会員は 15名 賛助会員 8団体です。（12月

に宮城県栄養士会が入会し、現在、賛助会員は 9団体

になりました。）

第 13回 NPO法人禁煙みやぎ通常総会 

 

禁煙フォーラム会場風景 

林 健一氏 

髙橋 悟氏 

齋藤泰紀氏 
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また昨年度からホームページに事業報告と事業計画

および貸借対照表が掲示されています。 

 

                                                                                           

 

2020 年 8 月に河北新報に大きく掲載され、また、宮

城県医師会や宮城県薬剤師会にも配布された、「みやぎ・

せんだい with コロナキャンペーン」広告にＪＴ東北支

社が協賛として広告に名前を連ねていました。 

それに対して、【タバコ産業からの寄付は国際条約に

違反します。】という主旨の文章を河北新報へ送り、そ

の後、宮城県医師会、仙台市医師会、宮城県薬剤師会

の賛助団体に働きかけてそのような広告には後援しな

いようにと河北新報へ伝えてもらいました。そして、

ついに JTの広

告を外すことが

できました。こ

れらも私たちの

活動として大変

有意義な事だっ

たと思われま

す。 

 

 

 

第26回禁煙推進・宮城フォーラムで問題提起された

「勾当台公園の喫煙」について現状を把握するために、

禁煙みやぎで実態調査を行うことにしました。 

2020年12月2日（水）（12時20分～13時）昼休み時間

に合わせて、勾当台公園の喫煙状況を調査しました。 

当日は気温が低く風も強いためか調査時間内では喫

煙者数はいつもより少ないようでした（売店の販売員の 

話）。それでも多数の喫煙者が、園内3箇所に設置された

コンクリート製の大きな灰皿を中心に集まって喫煙し

ており、合計数は5人や10人のレベルではなく、ピーク

は数十名以上となり、昼休みの延べ数では、優に100名

を越えていると考えられます。多数の喫煙者からの紫煙

が漂って、風に流され、周囲に広がっていることは、目

視でもまたタバコ特有の匂いからも明らかでした。数m

以上離れた場所でも、その匂いははっきりと分かるもの

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持参した複数のPM2.5測定器で測定したところ下記

のグラフのようになりました。喫煙の影響のない場所

ではPM2.5の値は普通に5㎍/m3未満でしたが、数人が

喫煙する場所の近くでは、100以上となり、10m離れ

た場所でも、50～80㎍/ｍ3と高い値を示しました。公

園内で過ごす人や、近くの道路を通行する人に対して

は、大きな脅威となっていることが一目瞭然でした。 

禁煙みやぎは「勾当台公園の喫煙」問題の解決のた

め、まずは「仙台市が設置した3個の灰皿の撤去」を仙 

台市へ働きかけることにしました。 

 勾当台公園におけるPM2.5 値の時間的推移 

勾当台公園における喫煙状況の調査 

JT東北支社協賛広告の国際条約違反への抗議 

「みやぎ・せんだい with コロナキャンペーン」広告 

 

第 13 回通常総会風景 

勾当台公園の喫煙状況（2020 年 12 月 2 日） 

写真 中央・右 JT 東北支社の協賛広告 
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◆仙台市長へ要望書 

2021年2月4日（木）郡 和子仙台市長と面談し、「勾当

台公園の喫煙」問題の対策として、灰皿の撤去を要望す

る要望書を手渡しました。市長も公園の喫煙については

市民から声が届いており認識している、その対策も多方

面から考慮しているとのことでした。山本理事長から禁

煙みやぎの調査結果や説明を聞いて頂きました。市民の

禁煙推進について

も、齋藤理事がオ

ンラインでの禁煙

指導が可能にな

り、治療を受けや

すくなる事など市

民の健康へのアプ

ローチについても説明しました。 

禁煙みやぎとしては、これから勾当台公園の仙台市が

設置した3個の灰皿が撤去されるかどうかを確認してい

くことにしました。 

◆なんと！JTと共同で喫煙所設置予定 

仙台市長に請願書を手渡した翌日、2月 5日（金）

の河北新報朝刊の記事に、なんと！仙台市は JT東北支

社と共同で 4月 20日から勾当台公園に 3 つの喫煙スペ

ースを配置する予定、と報道されました。 

記事によると、仙台・勾当台公園たばこ問題を解決す

るために仙台市とJT仙台支社は近く協定を締結し、JTが

1,000万円以上をかけ、公園内に受動喫煙対策のために

3種類の喫煙スペースを各1個ずつ設置する。この社会実

験は約1年間行い効果と課題を検証するというものです。 

この報道に対し、禁煙みやぎでは会員に緊急のメッ

セージを発し検討した結果、再度仙台市へ抗議文を提

出することにしました。  

◆仙台市長と公園課課長へ抗議文を提出 

2月10日（木）に山本理事長、大髙副理事長、斉藤理

事が仙台市公園課課長と面談し、仙台市長と仙台公園

課へ抗議文を提出しました。 

3つの喫煙室設置のうち、2つは仕切りがあるだけの

ため煙の処理がされず効果は期待できません。また1つ

のプレハブ喫煙室も排気対策によっては環境汚染され

ます。よってこの施策を即刻撤回するよう抗議し、先

に要望した【公園の灰皿撤去を実行して下さい】と話

しました。 

その後、日本

禁煙学会や全

国の皆様から

も応援をして

頂き、抗議文の

投稿をしていただきました。賛助団体の仙台医師会から

も仙台市へ要望して頂きました。複数の仙台市会議員や

各会派にも資料を提供し説明に出向きました。仙台市議

会で働きかけをして頂くという応援をもらいました。 

しかしながら 2 月 25 日の時点で、公園の喫煙所設置

計画は、実施予定のままです。また、伊藤ゆうた市議会

議員が都市公園条例の改正を求めて、公園の禁煙化を提

案したのですが、全く賛同は得られませんでした。 

今後も我々は仙台市の施策を監視し、JT協賛の喫煙室

設置などと言う時代遅れで市民の健康を無視した愚策

を取り止めるよう、要望を続けてまいります。 

 

 

◆第19回タバコ対策ネットワーク・みやぎ・ 

せんだい連絡会議  

2020年 3月 9日(月)に 8団体が出席して、宮城県医

師会で会議がもたれました。改正健康増進法について

の質問なども出て、良い情報交換が出来ました。 

◆河北新報への投稿 

山本蒔子理事長が河北新報 2020年 3月 30日に下記

の投稿し、「持論自論」に掲載されました。 

テーマ特集「たばこ事情④」 

タイトル：加熱式タバコの有害性認識して 

◆第 27 回世界禁煙デー・宮城フォーラム開催予定 

令和3年（2021年）5月30日（日）藤崎一番町館3階 

参加申込み必要（80名様限定の予定） 

テーマ：コロナ禍だからこそタバコを止めよう（案） 

 

 

 

 

 

その他の報告とお知らせ 

仙台市の「JT東北支社協賛で勾当台公園に 3 つ

の喫煙所設置」計画に抗議！ 

特定非営利活動法人 禁煙みやぎ 事務局 

住所 〒981-1505宮城県角田市角田字田町 123 

医療法人金上仁友会 金上病院内 

http://kinennmiyagi.org 

会費納入先：七十七銀行本店 普通 8033293 

仙台市と公園課へ抗議書提出 

仙台市長へ要望書提出 

http://kinennmiyagi/
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