
受動喫煙に関することについて

□調査期間 令和２年２月３日～令和２年２月１４日

□調査の趣旨

□対象者数 785 人（令和２年２月３日現在）

□回答者数 619 人

□回答率 78.9 ％

（図および表中の比率は、少数点第２位を四捨五入して表示しています。したがって、内訳を合計しても１００％に合致しない場合があります。）

【職業】
内訳 人数 ％

会社員 198 32.0
自営業 48 7.8

農林水産業 7 1.1
パート・アルバイト 140 22.6

専業主婦（夫） 136 22.0
学生 5 0.8
無職 77 12.4

その他 8 1.3

合計 619 100.0

【年齢】
内訳 人数 ％

10歳代 1 0.2
20歳代 33 5.3
30歳代 154 24.9
40歳代 168 27.1
50歳代 110 17.8
60歳代 85 13.7
70歳代 55 8.9

80歳以上 13 2.1
合計 619 100.0

受動喫煙に関することについて、皆様のご意見をお聞きします。
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【性別】
内訳 人数 ％

男性 239 38.6
女性 380 61.4
合計 619 100.0

【導入】
２０１８年７月に改正された健康増進法が２０２０年４月１日より全面施行されます。受動喫煙の状況等について、皆様のご意見をお聞きします。
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内訳 人数 ％
現在吸っている 56 9.1

吸ったことはあるが今は吸って
いない 182 29.4

吸ったことがない 380 61.5
合計 618 100.0

【問１－１】　「現在吸っている」と回答された方にお聞きします。どの種類のタバコを吸っていますか？（該当者56人）
内訳 人数 ％

紙巻きタバコ 35 62.5
加熱式タバコ 14 25.0

紙巻きタバコと加熱式タバコの
両方 7 12.5
合計 56 100.0

内訳 人数 ％
知っていた 194 31.3

知らなかった 425 68.7
合計 619 100.0

内訳 人数 ％
知っていた 121 19.5

知らなかった 498 80.5
合計 619 100.0

内訳 人数 ％
知っていた 141 22.8

知らなかった 478 77.2
合計 619 100.0

【問３】　たばこを吸える店の入り口には、標識が必要になっていることを知っていましたか？

【問１】　あなたはたばこ（加熱式たばこを含む）を吸っていますか？（該当者618人）

【問２】　改正健康増進法により2020年4月1日から２人以上が利用する施設が原則屋内禁煙になることを知っていましたか？

【問４】　たばこが吸える場所には、20歳未満の人が立ち入れないことを知っていましたか？
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内訳 人数 ％
飲食店 207 33.4

受動喫煙はなかった 202 32.6
職場 120 19.4

その他 96 15.5
家庭 86 13.9

交通機関 44 7.1
宿泊施設 32 5.2
行政機関 22 3.6
運動施設 14 2.3
医療機関 9 1.5

【問５－１】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（該当者96人）

【問５】　この１か月間に自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか？

街中の通行人の歩きタバコ

道路での信号待ち時。

近所を散歩している時や駐車場など、歩きタバコをしている人とすれ違った。車の窓からタバコの煙が出て来ることも時々ある。

電車から降りた人達が、駅から出たら直ぐに歩道で歩きタバコで喫煙している。その時同じ道を歩かざるを得ないので煙を吸ってしまう。繁華街でも、歩きタバコの方が多いので受動
喫煙は防げない。

歩きタバコの人とすれ違うことが何度かあった。

道路を散歩中にタバコを吸っている人とすれ違った。子供も一緒だったので非常に嫌だった。

観光地の屋外、歩道。
街角
路上

歩きタバコ
道端で歩きタバコや、自転車に乗りながら吸っている人とすれ違ったときなど。
道路。歩いている時に、吸っている人の横を通らざるをえなかったり、吸いながら歩いている人がこちらのすぐ横を通ったりした。

歩きたばこの煙と信号で停車中、隣に停車している他人の吸うたばこの煙が入ってきた。
パーキングエリアや歩きタバコ
施設の外での喫煙や路上喫煙（歩きたばこ）など

道路で受動喫煙しました。

歩きながら吸う人がいる

タバコを吸いながら歩いている人の後ろを歩かざるえなかった時。 道でタバコを吸う人の側を通らざるえなかった時。 お店に入る際（店舗の入り口に灰皿があり、そこを通らなくては
入れないので）

歩きタバコの煙
歩きタバコの人

歩道を自転車やバイクで走る人から、たばこの煙を真正面や背後から浴びることが、毎日のようにある。

歩きタバコの人からの受動喫煙

歩き煙草ですが、駅のコンコースを抜けるとすぐさま煙草に火をつける中年以上の男性が時折見られます。 すれ違う一時ではあるのですが、周りにはバスを待つ方も居ますので何
らかの制限は必要ではないでしょうか。

歩きたばこしている人。コンビニでたばこを吸っている人。
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児童公園、幼稚園

道路、店舗の店先

公園、コンビニやスーパーの出入り口付近の喫煙所

コンビニ

スーパー入り口の喫煙場所
コンビニ店舗前

魚釣りの時に後ろで吸われた

親族の自宅内、路上喫煙（徒歩・自転車移動）、車両内での喫煙時に窓を開けている、近隣スーパーのバックヤードでの従業員の喫煙、近隣スーパーの入り口設置灰皿での客の喫
煙

買い物に行くスーパー

大阪の町。繁華街や、吉本の劇場 喫煙コーナーがあったが、そこに入らず、周囲ですっている人が多かった

散歩中

スーパーのドアを出てすぐの所。駐車場。

公園

道路

商業施設の駐車場

一般道路

はっきり覚えていないけれど、建物の外(玄関先や家の外)でタバコを吸っている方がいらっしゃるので。

繁華街（路上）

衣料品店の入り口に開店前に並んでいるときに。

道路上

ドッグランに行った時、側に居た人が吸い始めて。その方は気をつかってくれてましたが。

道路、公園

駐車場

駐車場に停めて、車に乗ったまま窓を開けてタバコを吸っている人がいた。

スーパーマーケットの外のベンチ付近

外で道を歩いている時。
近所の方が散歩している時に、近くを通る時にタバコの匂いがかなりする。

コンビニの駐車場（店舗前に喫煙所があるコンビニで、車に乗り込む時）

自転車である場所を通り過ぎたとき。洗濯物を干していたら、下を通る人が吸っていた

緑道

スーパーの駐車場

波止で釣りをしている時近隣の方々のタバコの匂いに悩まされた。

バイクに乗った人が喫煙しているそばを通行した際にタバコの匂いがしたので、これも、受動喫煙になると思います。

パリから帰国したばかりです。路上喫煙が多く、辟易しました。

コンビニ・ファストフード店の入口横
スーパーマーケットの入り口近くにある屋外の喫煙場所を通った時、そこを通らないと入店できない。 あと、道路を歩いていた時前から来た男性が歩きたばこをしていた時。
コンビニエンスストア前の喫煙スペース

ショッピングモール

路上

コンビニ前の灰皿の近くを通った時。

屋外の指定された喫煙場所
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取引先

友人宅

ホームセンターの喫煙所

裏の家の換気扇から漏れるタバコの煙

ゲームセンターの喫煙所前を通ったとき

アパート住まいなのですが、隣の方がベランダで吸ったりしていて、その煙を吸ってしまうことがありました。

友達

趣味の会にて

パチンコ施設

スーパーの銀行ATM行列中に外の喫煙場所からの煙が流れ込んでいた

集合住宅の隣室(と思われる)からの煙。
趣味の場

地区の自治会館内
知人が吸うので、一緒にいる時

ダイワロイネットホテルの４階ロビーにオープンな喫煙室（扉なし）があり、そこで受動喫煙被害にあいました。

お通夜のとき焼香までの待ち時間で外で並んで居る時に風向きが自分の方向で喫煙場所からの煙を吸う状態に遭遇

娯楽施設内

喫煙ルーム

病院の外周で患者さん、医師さんが吸っている傍を通過。

実家、主人の実家

スーパー

近隣の方が玄関脇や庭などで喫煙する。窓を開けているとその煙が入ってきている。

大型商業施設や駅・空港などのお手洗いの横や近くにある喫煙室。喫煙者が喫煙室のドアを開け閉めする度に、喫煙室からもれてきたタバコの煙・匂いがお手洗いの前や廊下など
に漂っている。

車中

喫煙室の前を通過せざるを得ない場所で、人が出入りした直後に通った時に。 

隣人が外で吸う煙を洗濯物干しのときに吸う

路上も禁煙にしてほしい。子供達が通学している時、歩きタバコをしている人を見かけます。
主に交通機関のホームで隠れて喫煙している方を多く見かけます。車内が禁煙だから乗車前に喫煙しておこうという考えと思いますが、怖くて注意出来ないので、ホームアナウンス
で喫煙の注意をもっと放送して頂けたら助かります(田舎の駅程喫煙されている人が多い)。

【問６】　受動喫煙に関するご意見などありましたら、ご記入ください。 

地区の会合の席で

大型スーパーの二階の外エレベーター横の喫煙コーナー

これほど喫煙のデメリットが多いのだから、例外なく全面禁煙にしてほしい。喫煙室から出てきた人の臭いや煙をエアカーテンでシャットアウトすることも義務付けてほしい。子供が家
庭内で受動喫煙の状態に置かれている問題も救済すべき。子供は親を選べない。
未だにに歩きタバコをしてポイ捨てする人を見かける。観光地等だけではなく、条例で禁止すれば良い。
何とか改善してもらいたいと思っています。一階のATM奥に喫煙所があります。しかし入ってすぐにタバコの臭いがすごいです。行政機関なのになぜなのでしょう。入ってATMの用が
あり立ち寄りましたが、頭が痛くなり断念。利用する皆さんが口々に言ってます。意見箱にわたしは書きましたが、全く改善されてない。今どきあそこくらいです。
嫌な気持ちになる。
私は子供を授かってから禁煙しましたが、主人は出来ませんでした。タバコを止めたら煙が不快になりました。体に悪いので受動喫煙がなくなればいいと思います。

ショッピングモールのトイレ横の喫煙室付近。そこを通らなければトイレには行けず、喫煙室の扉の開閉のたびにタバコの煙を吸うことに。
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どんどん無くして欲しい。
喫煙は、百害あって一理なし。大切な人がいるならタバコは止めよう！
受動喫煙だけに言えることではないが、自分が吸わなくなって初めて吸わない人の気持ちが解ったのが、現在喫煙中の方の大半は悪意も悪いとも考えていない人が多いと思う。こ
こまで嫌煙思想が多くなってきたのだから、タバコの販売を止めるのが打開策ではないかと思います。
職場内での受動喫煙にすごく悩まされています。もっと大きく宣伝して欲しいです。

タバコ税をもっとあげるべき。

タバコを吸わないのに匂いがついたり健康に良くなかったりするので、全面禁煙のお店が増えればいいと思っていました。
違反してる施設への通報制度を作って欲しい。

2年前和歌山に引っ越してきて沢山受動喫煙するようになりました。タバコに関するモラルが昭和で止まってる感じです。子供が遊ぶ施設前に剥き出しの灰皿。幼稚園のバスの運転
手が幼稚園前でタバコをふかしながら「おはようございます」等、目を疑う光景を沢山見ました。残念だけどコレが和歌山では当たり前なのだろうと思い、誰にも苦情は言ってません
が全く酷いです。
非喫煙者にはとても迷惑で、喫煙室や人気のない場所を選んで喫煙してほしい。お店での喫煙禁止が進んできていることを実感する。法律やルールも周知していきたいと思う。

タバコを吸う人にもっと周りへ配慮できるよう学ぶ場を設けるべき。子供のみならず、ペットへの害も大きいと認識しないといけない。
職場の受動喫煙をなくすために、行政が和歌山市のすべての会社に通達してほしい。指導を受けないと経営者は聞く耳をもたないから。
自分も喫煙の経験がありますが、受動喫煙ははなはだ迷惑行為と思います。
気づかないうちに子供が受動喫煙している場合があるので、タバコを吸う人も意識してほしい。

タバコをもっと高価にするとか、免許制にするとか、徹底的に制限するべき。
たばこを吸えるのは喫煙所だけと決めて、それ以外の場所では一切吸えないようにして欲しい。受動喫煙は本当に迷惑で、人の健康をそこなわせてる事を理解して欲しい。
吸わない人が、煙の被害に合うというのは良く無いと思うので、色々制限をかけるのはいいことだと思う。
道路での歩きながらの喫煙を禁止してほしい。
飲食店の一部には健康増進法（受動喫煙防止法で全面禁煙となれば喫煙者のお客さんが減るとの理由で）に反対する意見があるが、公共施設や航空機は既に、列車も喫煙車両
があった近鉄電車も廃止された。それでお客さんが減ったとは聞いたことがない。むしろこの法律の制定は遅すぎた。でもたばこそのものを禁止せよとは言いません。

タバコによる健康被害の実態を、具体的にもっとＰＲすれば良いと思う。

出入り口付近の喫煙所はやめてほしい。通らざるを得ない。
喫煙する人にかぎって、受動喫煙の危険性の認識が薄いように思います。喫煙者の方にもっと受動喫煙についての危険性を認識するような取組が先かと思います。
日本は先進国の割にたばこに対する意識が低い。健康被害を本人以外にも及ぶことを考えると、たばこ税を上げるなどもっと厳しく取り締まってほしい。
子供を乗せた車の中で、タバコを吸いながら運転している人を見かけます。とても気になりますね。

受動喫煙しないでいいのはありがたいです。
原則屋内喫煙禁止、大歓迎です。屋外も早く追随して禁止される事を望んでいます。喫煙は限定された場所で行うべきだと思います。
吸ってる立場からの意見ですが、店舗面積に関わらず完全禁煙にした方がいいと思います。
受動喫煙に関してはまだまだ理解が不足している。共存などというJT（利権企業）の主張は誤りであるという認識を全員が持つべき。

身体に悪いので、たばこの煙には近づきたくないので、色々と制限が4月から嬉しいです。
臭いが臭い。近くを通ると頭が痛くなる。
全面禁煙にした施設の路上喫煙が増え、道が汚れることのないようにしてほしい。
タバコはなくせば良いと考えている。
違反行為に対する罰則規定があるのかどこかで調べてみようと思います。

はっきり隣と断定できないし(階下からかもしれないと思う時もあるので)、毎日のことでもないので抗議などできないが、煙草の煙が苦手なので、非常に気になり困っている。
タバコを吸わなくなったら他人の煙が酷く気になる。私も他人に迷惑になっていたと気づきました。
以前の職場では室内で喫煙する方がいました。それが、原因で退職しました。法律が改定されても個人事務所はまだまだきちんとしていない所が沢山あると思います。
何のために分煙しているのか意味不明。タバコに身体にとっての利はあるのですか？それなら一層のこと、分煙にせず禁煙にしてしまえばいい。吸わない側にとってみたら、臭いし
健康を害するし、迷惑でしかない。
父親が喫煙者でした。居間の壁がやにで汚れていた記憶があります。第三者に喫煙することで害を与えない取組はとても良いことだと思います。
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本当に助かります。自分自身は吸いたくなくても周りで吸われると否応なく煙がきます。その事によって咳が出て苦しくなります。もちろん私だけではなく妊婦さんや喘息持ちの方、呼
吸器を悪くされてる方、様々な方がいるのに、何故勝手な行動で巻き込まれないといけないのか、常日頃思っていました。家庭でもなかなか止めてくれない家族にも迷惑していま
す。もっとみんなが快適に過ごせる事ができますように。
受動喫煙に関しては徹底して禁煙を実行すればよいと思う。同じ空間に一人でも吸わない人がいれば、禁煙にすることを徹底すればよい。このために喫煙する人だけが利用する喫
煙室を作り、煙だらけの中で吸ってもらえばよい。

小さい子供がいるととても気になるので、この対策はとてもありがたいです。
歩きたばこが臭い。
私は以前には喫煙していましたので言えませんが、受動は無理と思います。
吐き出す煙が嫌。同席での喫煙はやめてもらいたのと、許可を取ること、または遠慮すべし。

屋内だけではなく、屋外でも制限をして欲しい。公共施設の外で職員が喫煙しているのを見るが、休憩時間での喫煙ならよいが、職務中の喫煙なら問題あり。外部の人間が見ても
それが判断できず、とても見苦しい。公園などでも禁止にして欲しい。吸い殻などをポイ捨てし、小さい子供が利用するときに口にするのでは？ととても心配になる。喫煙するなと言
わないが、周囲の人間の受動喫煙はゼロにして欲しい。
本当にいい活動だと思います。
近頃では喫煙者に悩まされることが少なくなってうれしいです。
禁煙して50年になりますが、今は喫煙した人は匂いでわかるし、直ぐに離れるようにしている。
吸わない人からすれば他人のタバコにより凄い害があるので、この活動はいいと思います。
世界の常識に合わせるべきです。
本当に迷惑だと思っています。是非無くして欲しいです。

たばこの販売を禁止するか、もっと税金をかけるべき。

学校の中で吸わないのはいいと思いますが、反対に校門前で吸われるので、運動会や行事で校内に入るときにきつい煙の中を通らず不快です。また、家が学校に近く、多量の煙が
来るのも不快です。
タバコをやめて10年近くになるが、やめてみて初めて「受動喫煙」が迷惑なものだとわかった。近くで吸われると気分が悪くなってしまう。タバコを吸っている頃は、「受動喫煙」なんて
大して迷惑なことではない、迷惑なんてかけていないとばかり思っていた。

禁煙教育を小学校で指導要領に入れていただきたいです。和歌山市内では、歯科医師会の方々がボランティアでされています。体への害や知識を早く教える事で、低下している喫
煙年齢にも歯止めがかかるのではないでしょうか。また、医療機関では禁煙外来を受けやすくするなど、禁煙への一歩を踏み出しやすくしていただきたいです。和歌山市内では日赤
病院がありますが、かかりつけ医に禁煙外来があれば受診しやすいかと思います。
分煙や禁煙の施設が増えてきたが、喫煙所が施設の入口付近に設置されていたり、分煙だと煙が流れてくることがあり、受動喫煙になってしまうケースが多々ある。
喫煙者に気の毒ですが、世界的な趨勢ですからやむを得ないと考えます。
たばこの大幅値上げ、これしかないだろ？

最近は分煙が進んでいるが、それでも加熱式タバコの受動喫煙をさせられる機会が多く辟易としています。今回の取り組みでそういった機会が減ることを期待しています。
今はタバコを吸う人も少ないので受動喫煙は少なくなりました。
もっと増やして欲しい。
まったくもって迷惑な話です。喫煙者の窓口業務は辞めさせるべき。

家族もタバコを吸わないので、煙は迷惑でしかない。臭いも苦手でタバコに良い事はひとつもないと思うので、このような動きは有難いです。
本件の広報活動は良いことだと思います。私は周りに喫煙者が少ないのですが、職場や環境で受動喫煙の可能性もあるので、喫煙者への徹底の意味でもいいですね。
周りにタバコを吸う人がいないので、臭いに過敏になっていたのかもしれません。でも、上記のような取組ができて嬉しいです。
標識掲示が他の掲示より目立つように工夫を。
今後も行政が主体的に取り組むべき課題のひとつだと思います。

事務所内は喫煙励行してほしい。
この頃特にパチンコ店でのタバコの吸う人が増えた。又女性にも増えました。
店舗入り口などの灰皿も鬱陶しい。
この際徹底的にやった方が良いと思います。
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極論かもしれませんが、たばこの販売を禁止すべきです。
たばこは好きではありません。
不快。嫌です。

若い人程受動喫煙のことを知らず、また吸わない人の健康を害している事をもっと認識する啓発が大事だと思う。

タバコが嫌いなので、分煙を徹底してくれるのは嬉しい。難しいと思うが、運転中のタバコをされる方でたまに窓から外に灰や吸い殻を捨てる方がいるので、そこもなんとかなると嬉
しい。
煙草を吸える店を0にすべきです。
飲食店（居酒屋など）で上司などが喫煙すると、やめてほしいとは言いにくいので、「禁煙」とルール付けされるのはありがたいです。
施設の管理者等、責任者を罪に問うぐらいの姿勢で行わないと完全な受動喫煙対策は難しいと思います。
大切なこと

職場では喫煙所に設置してある換気扇からの煙で、結局は受動喫煙になっています。上司が吸ってるので誰も何も言えない。企業の敷地内でも全面禁煙の法整備を期待していま
す。また、仕事中の喫煙は休憩にはあたらないと、上司の判断で決まっているのもおかしい。パワーハラスメントでは。

吸いたくない！
喫煙してる時はあまり感じなかったが、やめてから煙の臭いがどれだけ周りの人に不快感を与えていたか実感しました。
逃げ場がない場所などで吸われると大変困る。臭いも髪や服に着き、ずっと気持ちが悪くなる。
百害あって一利なし。私も以前喫煙してましたが、近くで喋っていたら臭いし、不快な気分になります。やめてほしいです。
煙草の匂いで頭痛がするので、匂いのする場所には近寄らないようにしています。
配慮してくれるとありがたいです。

受動喫煙を受けない様に、どんどん進めてほしい。
以前は紫煙が大好きだったのですが、禁煙すると臭いも嫌いになります。
喫煙者に対して、迷惑だ、その煙を吸いたくないとはっきり言える世の中は良いと思う。喫煙者にとっては厳しさが増し、そんなに嫌わなくてもいいのにとは思うが、嫌なことを強いる
気もない。
吸っている本人は良くても、周りの人の健康に害を及ぼしていることについて、もっと理解者が増えるべきだと思います。

喫煙者の服や髪にしみついたタバコの臭いだけでも気持ち悪くなる。受動的に煙を吸うことだけでなく、臭いもどうにかしてほしいことがあります。
いいことです。出来れば体に害があるので販売をなくせばいいと思います。
吸っているときは何とも思わなかったが、禁煙してみて初めて受動喫煙の迷惑が分かった。
子供が車を降りてすぐやスーパーを出てすぐに 「タバコの臭いがする。くさい」と大きな声で言うので、喫煙してる人から怒られたりしないか不安です。受動喫煙は本当に避けたい。
受動喫煙も喫煙するのと同じくらい健康を害する。受動喫煙出来ないように全面禁煙の施策に賛同します。但、たばこの臭いが漂ってくると香りが恋しく落ち着き又吸いたくなってく
るのも事実です。

吸っていないのに、一緒にいるだけで喫煙状態になるのは嫌。
出来ればたばこの煙は吸いたくないです。
受動喫煙の方が体に悪いので気をつけたい。
吸っていた過去があるため吸えない喫煙者の気持ちもわかるが、分煙の体制もあればみんなが楽しめると思うが、なかなか理想通りにはいかないものかと思う。加熱式タバコの受
動喫煙もよくないのではないでしょうか。
私自身、受動喫煙で肺気腫と診断されています。主人のヘビースモーカーが１因かと思います。今は禁煙してくれましたのでホッとしています。この施策は支持します。

喫煙後間もない人の息もとてもタバコ臭いのですが、それも受動喫煙になりますか？

今更感がありますが、時代の流れですね。喫煙者が減れば病院へ行く人も減り、医療費負担が減るかもしれませんが、それ以上に税収が減って、消費税の増税に進まない様、余
分な費用は抑えてもらいたいものです。
タバコ自体をなくしてもらいたいです。
タバコを吸いたい人間のことも、考えてもらいたい。
最近はめっきり減ったように感じますが、車やバイクを運転しながらや、駐車場で吸っている方は多数いますね。飲食店でも禁煙になるのは大賛成です！

居酒屋などもできれば禁煙になってほしい。ビジネスホテルも部屋は全て禁煙にしてほしい。
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大部分の場所で禁煙になってきていることは、良いことです。
私は８０年、たばこを１口１息たりとも吸ったことがありません。そのお陰か健康です。受動喫煙の対策が進められていることは大変いいことだと思います。私は煙のある店には入り
ません。最近は少ないですが、困るのは交通機関の車内です。
タバコの販売をやめれば良い。道端でたむろして吸うのはいかがでしようか。価格を値上げして１０００円ぐらいにしたら吸う人が激減する。
息子が吸うので止めさせたいと思うが、本人にその気がなければ難しいので困る。今は禁煙場所が多いので受動喫煙はあまり気にならない。

喫煙者ではあるが、規制には賛成。
法律に基づいて実施することは大変望ましい事です。
迷惑だし、不快。
私自身も嫌悪感があるが、子供の受動喫煙にとても危機感があります。絶対になくしたいです。
他の方に迷惑かけない環境つくりはいいことです。

喫煙者ではないのでこうした動きは嬉しい。
屋外の広い場所や、喫煙室から出てきた人の服の臭いなども気になります。出来るだけ公共の場所での喫煙はやめてほしい。
すれ違った人の匂いだけでも大嫌いなので、害があると思ったら絶対にイヤです。
弟を肺がんで亡くして以来特に気にするようになりました。喫煙者も結構遠慮して吸っているようではありますが、歩きたばこですれ違ったり、スーパーや医療機関入り口付近で吸っ
ているので、通らないわけにいかず嫌な気分になったりする。行政機関でも待合所でみかけます。

もっと、早くするべきだった。

本当に良い時代になりました。昔は受動喫煙を我慢していました。
喫煙は麻薬と同等の規制をかけて欲しい。
隣近所の喫煙、歩きながらの喫煙、防ぎようがないです。

煙の臭いがきつくて気分が悪くなるので、なるべく喫煙出来る場所には近寄りたくない。
タバコの価格を上げるべき。政府が禁煙運動をもっとやったほうが良い。
他の人が近くにいるときや、風下に人がいる時は、タバコを吸わないでほしい。

喫煙者にはできるだけ近寄りたくない。ぜんそく持ちなので。
屋外でも半径何メートルに人がいないときのみ喫煙可能にしてほしい。喫煙者から特別に税金をもっと課してほしい。
喫煙者は周りの人に迷惑をかけていることを自覚して喫煙してほしい。当たり前のことですが、ポイ捨てはやめてほしい。いまだに車の運転中に窓からタバコを持った手をだしていた
り、原付に乗ったまま喫煙している人がいますし、火がついたままのタバコを捨てる人もいます。罰則を決めてほしい。
妊娠中は思わぬところで受動喫煙に不快だったのを覚えています。私も妊婦のときに、あらかじめ受動喫煙の場を避けましょうと教育されていると心づもりができていたかなと思いま
す。

自分自身子供を授かる前は受動喫煙について考えることもなく過ごしていましたが、妊娠中に受動喫煙が乳幼児突然死の原因になるかもしれないという話を聞き驚きました。 それ
まではタバコは自分には悪影響はあっても、まわりにまで影響があることをあまり知らなかったからです。吸っている時だけでなく、喫煙している部屋には様々な物質が付着している
ので、それも赤ちゃんには良くないと。子供を連れて飲食店に入り、入ってから喫煙できるお店だということを知る事も多いのですが、なかなかそのまま店を出ることもできず、気にし
ながら昼食を済ませることも多々。標識や表示の徹底をしていただけるとのことでとても助かります。愛煙家の方々には申し訳ないですが、健康の為にも世の中が禁煙につながる方
向で進んでいくことを願っています。

どこでも歩きタバコはやめてほしいです。そんなルールはないですか？
健康増進法の改正も良いが、タバコの増税も並行して進めるべきである。
できれば、受動喫煙はしたくない。
家族がヘビースモーカーなので受動喫煙は諦めていますが、やはり外では煙が気になります。自身が気管支が弱いため体調が良くない時はマスクをして気をつけています。施設に
よれば空気清浄機が設置されていたりするので、出来たら空気清浄機の活用を増やしていただきたいです。
建物の中での受動喫煙は殆どありませんが、道路を歩きながら、自転車に乗りながらでタバコを吸っている方に何度かお会いした事はあります。孫と歩いていてすれ違う時も、孫の
顔辺りに火の付いたタバコがあって、とても危険だと思いました。
喫煙者はもっと周りの人に気配りするべきです。
受動喫煙の機会が少なくなるように考えていただけることは有難いです。もっとたばこの値段を上げてくれてもいいですね。
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飲食店などでは、通路を挟んで禁煙席と喫煙席が設けられていることがあるので、もっと配慮があれば嬉しいです。
受動喫煙にずっと悩まされてきた一人です。健康増進法はこれからもありがたい法律です。どんどん分煙もちろん禁煙の輪が広がっていってほしいです。
タバコの煙は臭いから吸いたくない。

駅や空港など人の行き来が多い公共施設や商業施設は勿論、公園（最低でも子供や子連れが多い小規模な児童公園、中・大規模な公園やテーマパークなどは建物内は勿論、お
手洗いや売店・休憩所・東屋・ベンチ及びそれらの周辺）や職場・交差点・歩道での喫煙禁止・受動喫煙を厳しくしてもらいたい。 建物（駐車場などを含む）の出入口のすぐそばやトイ
レの出入口前近くに、喫煙室や吸い殻箱を設置している所があり、一応受動喫煙対策しているようで、位置的に喫煙室の前の廊下や吸い殻箱がある出入口を通らざるを得ず受動
喫煙することがあり、結果的に受動喫煙対策しているとは言えないような所がある。可能であれば、子供や妊婦らを含む嫌煙者の健康を守るためにも、車内（バスやタクシー・電車・
飛行機などを含む）も喫煙禁止するべきであり、違反者は警察が指導及び逮捕・減点や罰金を課してはどうか。タクシー、禁煙のタクシーか・タバコの匂いがしないか一目でわかるよ
う、禁煙マークを貼ってもらいたい。子供や妊婦らを含むタバコを吸わない人にとって、タバコの煙・匂いはほんのちょっとだけでもとても不愉快なので、喫煙者は野外で吸うか、喫煙
後はタバコの臭い消しをするなど対策してもらいたい。また、喫煙者はお手洗いのために休憩する時とは別に、タバコ休憩だと言ってお手洗いに行く時とは別に休憩したり、トイレ＋
喫煙していて戻るのが遅い。そのため、喫煙しない人より休憩時間が長くなる人が多い。１回あたり５～１０分だけタバコ休憩だと大目に見ていても、１日３回だと１５～３０分余分に
休憩している。年間２５０日そうしていたら、喫煙しない人の休憩時間より年間３７５０～７５００分（時間換算で６２.５～１２５時間、日換算で２.６～５.２日）多く休憩している（仕事をさ
ぼっている・楽している）ことになりますし、給料やボーナス・有給休暇なども同じなら不公平である。喫煙者は採用しない、もしくは給料・ボーナスから１～４万以上差し引いたり、採
用や昇進などにおいて低く評価するなどの取り組みをしてもらいたい。

時代の流れで禁煙は仕方ないと思います。周りで喫煙する人が少なくなりました。 受動喫煙は無くそうと私も思います。
歩きながらも禁止に、罰金制度。
以前は煙草の臭いがすると目、鼻のかゆみがでて困りました。でも最近はほとんど煙草の匂いも嗅ぐこともなく、うれしいです。特に子供がいるので。
公共施設等で、喫煙所の場所を考慮してほしい。駐輪場横など多くの一般人のすぐそばに設置することは避けてほしい。
子供や車椅子の方、お年寄りのような自分ですぐに避けることができない方のためにも、早く受動喫煙をなくして欲しい。でも家庭内はやはり難しいのでしょうか。
当然の事と思います。
屋外であってもトイレの通路や公園などで喫煙スペースを設けると、子供が通るので受動喫煙になってしまうため、屋外の施設の喫煙所についても見直してほしい。
直接煙を拭き掛けられる、または密室以外は受動喫煙に当たらない様にするべきである。
喫煙マナーの悪い人はあいかわらずいます。たばこの値段をもっと高くすべきです。
とにかく、喫煙者の側によると衣服にまで染みついた煙草の匂いに辟易する。百害あって一利なしと言われるのに、若者がかっこつけて吸わないかと心配する。煙草の葉の生産者
に他の耕作物を指導して、悪いけど撲滅してほしいくらいです。
吸う人はフィルターを通してると思いますが、煙は本当に迷惑。タバコを吸うっていう事は、すごく迷惑をかけているっていうことをもっとアピールしてほしい。
健康にも悪いので出来るだけ分煙でお願いします。
原則禁煙ではなく、例外なしの完全禁煙にすべき。

喫煙者にとっては肩身がせまいかもしれませんが、この啓発は必要かと思います。何か周囲から働きかけないと、なかなか辞めらない方が多いようです。まして身内から言われる
と、カチっとくるようです。余談ですが、私の父も70歳近くまで吸っていました。今から25年ぐらい前、父が肺炎で入院した時、肺癌の患者さんを目の当たりにみて、退院と同時にピタ
リと辞めてくれました。自覚が必要ですね。おかげさまで93まで長生きしてくれました。身内が言うと反感を買うばかりなので、このような啓発を大いに推進してもらえれば、医療費削
減にも繋がっていくかと思います。
本当に迷惑だなと思う。
非喫煙者の権利を守る上で、改正健康増進法は一歩前進ですが、喫煙すること自体を認めている以上、まだまだ不足です。また、今後は法規制や教育等、あらゆる手段で喫煙者
の減少に向けて行動していく必要があると考えます。
子供の頃から父親のタバコが嫌で嫌で仕方なかった。近年やっと世間が受動喫煙についてきびしくなって、本当によかった。それでもまだ道で歩きながら吸う人がいる。現在妊娠中
でその一瞬の受動喫煙すらストレスで気持ち悪い。なぜタバコが無くならないのかが不思議。必要ない。
どんどんこの調子で分喫が進めばよいなと思います。
コンビニやファストフード店の玄関横が喫煙スペースになっているケースが多い。店に出入りするときに必ず受動喫煙してしまい、まったく意味がないと常日頃から思っている。
マンション住んでいるが、隣人バルコニーからの受動喫煙に困っています。マナー喚起しかないのかなと考えてしまいます。
他人に迷惑になる喫煙は止めましよう。タバコ、ライターは持たなくて良い非常に楽ですよ、楽になりました。特に味覚回復しました。
喫煙者本人より受動喫煙のほうが害があるので公共の場では吸うべきではないと思う。
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すみわけが重要。

喫煙・受動喫煙対策を強化するのは賛成ですが、（１）喫煙者をただ排除するのみでは隠れ喫煙につながると思われます。人気のないところで喫煙することになるので、火の不始末
は火事の元になります。一定の喫煙場所の確保などは対策の推進のために必要と考えます。（２）病院勤務ですので、本対策のことをアナウンス（院内放送、掲示物など）し、病院内
および周辺で喫煙しないように呼びかけていますが、病院周辺では喫煙者を見かけることが少なくありません。病院はアナウンスしたので役割は果たしているという感じのように見
受けます。本気の推進のためには一定の処罰もやむを得ないと思っています。
各施設がルールを守っているか、標識設置及び適正な運営状況をチェックして欲しいです。
喫煙者には申し訳ないですが、受動喫煙をなくすために様々な不自由を容認いただきたいと思います。 ただ、最近の禁煙の動きはあまりにも拙速であり、喫煙者への充分な配慮の
うえ、取り組んでいきたいと思います。
屋外であってもタバコの煙は不快であるものの、煙草を吸う人には気の毒だとは思います。
普通に生活している中では受動喫煙に関してはあまり気になりません。大手のスーパーなどでも喫煙スペースが設けられているし、そんなに神経質にはなっていません。飲食店でも
喫煙スペース、禁煙スペースに分けられていましたが、最近は全面喫煙禁止となっているお店もあります。
喫煙される方の権利の確保も重要だと感じています。
肩身は狭くなるばかり。

加熱式たばこの普及により、匂いや煙が少なくなり受動喫煙が軽減されたかのように思われているが、実際には危険物質はまだまだ残っている事が周知されていないように思いま
す。
加熱式たばこだと受動喫煙が軽減されるのですか？あまり詳しく知らないので、教えてくれる場所があったらと思います。

コンビニやレストランなど、タバコの煙を吸ってしまいそうなところは自分で回避できますが、医療機関やスポーツ施設の入り口や敷地外でたくさんの人が吸うのは何とかならないか
と思います。灰皿があるわけでないところに座り込んでいる姿を見るのも不快です。室内禁煙が増えると、そういう敷地外の路上での喫煙が進むのではと思うと、できれば建物内に
喫煙所を設けてくれたほうがいいのにという気になります。

JR和歌山駅の西口東口にある喫煙所は、階段やバス停に隣接しているのに煙を遮るものがないので、本当に困ります。甲状腺の病気でタバコは身体に悪いと言われているので煙
を浴びたくありません。喫煙場所でないのに建物の前や路上でタバコを吸う人や、自転車やバイクに乗りながらタバコを吸う人も沢山います。毎朝薬局の前でタバコを吸い、前の用
水路にポイ捨てする薬局職員のおじさんもいます。喫煙者の意識やマナーが変わらないと法整備をしても、状況は変わらないのではないでしょうか。

タバコを吸わない人にとって何一ついいことがないので、今のような厳しい受動喫煙への取組には賛成です。電子タバコ等も同じように規制して当然です。
自分も吸っていたけど、やめた直後から不快なニオイだったんだなと反省した。かなりの迷惑なニオイだし、身体にも悪いし、小さい子供がいるので困る。色々禁止にしてくれると有り
難い。
受動喫煙を完全になくせるよう、行政絡みで頑張ってほしい。喫煙室もいらない。
非喫煙者は喫煙者が近くにいてもタバコくさいから煙だけで無く喫煙者の服や髪等に付着してるのでは無いでしょうか？動けば当然飛散すると思いますよ。
義両親が吸う。今の若い人たちは体に悪いと叩き込まれているが、どうにかして親世代の人たちの意識をなんとかしてほしい。1歳の娘に悪影響が出る。

コンビニの入り口付近の灰皿も本当に困ります。風向きによっては入り口から出入りする時に、思いっきり匂いと煙が流れてきます。
喫煙している本人よりも、周りの人の方が害があるというのは納得がいかない。小さい子供がいるので、コンビニの前や公園の前、ショッピングモールの屋外喫煙所から臭いが漂っ
てくると不快で、子供への影響も心配。

分煙賛成 、禁煙を進めよう。

煙草を吸っている本人より、まわりの人の方が健康被害が多いと聞きます。煙草店には「○○円煙草で納税できています」とのポスターがあったりしますが、煙草による健康被害、
火の不始末による火事、空気や壁の汚れなどなど、何もメリットを感じません。煙草が原因の医療費の増加も考えると、麻薬並みに禁止していいのではと思います。和歌山だけで
も、他の都市より厳しくしてほしいです。

公共施設では無くなった受動喫煙ですが、その周囲の路上では時折見られます。統計的に観測したわけではないのですが、近隣に居住されている方への影響が増えている可能性
はありませんか？通勤途上でも大きな病院に入院している方が隣に立つマンションの玄関前の路上で煙草を吸う光景はよく目にします。こう言った副次的な煙害にも注意を払う必
要がありそうです。
タバコは個人の嗜好品であり、食欲と同じく個人の制限にかかってる。したがって法律で規制される欲、性欲、物欲のように刑法で規定するしかない。

マナーを守ってほしい。
飲食店は禁煙にしてほしい。
歩きたばこはやめてほしいし、入り口近くではなく離れた所に喫煙所を作ってほしい。喫煙する人から煙い臭いがして不愉快である。
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神経質すぎると思います。蚊取り線香、お香、お線香、農家の野焼き、焼き鳥、BBQなどタバコより悪い煙がたくさんあるのに。勿論、健康被害とは別に匂いという問題では、香水と
同じで嫌な人にとっては嫌なもの。そういう意味で喫煙マナーも匂いとしてのエチケットは必要です。なので喫煙場所が限定されることに反対はないです。 しかし、受動喫煙は健康
問題というなら、和歌山名産の蚊取り線香も健康問題を取沙汰されるべきです。直接吸えるタバコが悪くて直接吸ったら大変なことになる蚊取り線香が問題ないような風潮はまった
くもっておかしいと思います。
喫煙（者）を悪魔のように扱うのはやめてほしい。
自分はタバコを吸わないので、禁煙の場所が広がっているのはありがたいです。ですが、タバコを吸っている人は違法行為をしているわけではないし、高い税金を払ってくれている
ので、喫煙スペースの確保を考えることも必要だと思います。
屋外の喫煙所で通りすがりった時、煙が気になることがある。もう少し煙が広がらないようにしてほしいけど、そこまで目くじら立てなくてもいいのかなとも思う。
何箇所かに喫煙所は設置して欲しいです。
喫煙者に対しての当りが厳しくなり嘆かわしい状況に、憂いを感じています。

なぜタバコだけが目の仇のように肩身が狭くなって行くのか分かりません。最近の世の中は、ほんの少数意見に対して過敏に反応しすぎてる気がします。もっと他に厳しくするもの
がありそうな気がしますが。

受動喫煙はとても嫌で、禁煙になることはありがたいです。しかし、喫煙者が職場でも全く吸えなくて外で隠れて吸ったりしていることもあるので、それはいかがなものかと思います。
合法に販売されている物をそこまで追い込むのはどうなんでしょう。完全に分煙で、きっちりすれば問題ないと思います。それでも健康がなどと言うのであれば違法な物として法律で
定めて頂きたいです。

受動喫煙で本当に害があるのか、研究結果を知りたい。

以前吸っていたので、受動喫煙にとやかく言う筋合いはありません。

喫煙する人がめっきり減って受動喫煙もなくなった。喫煙者のマナーが良くなっているとも思う。
外でも座って吸うのはダメ、立っての喫煙のみなのは、喫煙者の人権はどうなってるのかと思う。

以前喫煙していたので、そんなに気にならない。

意味のない法律や施策はさっさとやめるべき。たばこの煙が嫌いな人の前で吸わなければいいだけのことであって、法律や施策で強制することは間違っていると思う。タバコと健康
が関連しないデータが出揃っているのにおかしいと思う。
私はタバコを吸わないので規制するのはありがたいですが、受動喫煙に関する規制が過剰に厳しいような気もします。これまで規制してきたにもかかわらず、画期的に肺疾患の人
が激減したようなデータをみたことがありません。こういったデータもみてみたいです。

私がよく行く食堂があり、そこはお客さんが常連さんばかりでタバコを普通に吸うお客さんもたくさんいますが、吸わないお客さんもたくさん出入りしてますが、誰もが嫌がる素振りは
なく、むしろ禁煙などになるもんなら完全なる死活問題だと言ってるほどです。私もいちいちタバコに関して目の敵にする必要性はないかと思います。分煙できるお店はして、タバコあ
りきで商売しているお店はお店で放っといてあげてほしい。後は出入りするお客さんたちがお店を選べば良いだけなのではと思います。
自分は吸わないが、でもあまり厳しく規制するのはちょっとファシズムっぽいのであまり好きではない。
他人に迷惑をかけるのはよくないが、喫煙者が悪くみえるようなイメージを与える政策はよくないと思う。受動喫煙避けれるような対策だけでよいと思う。
私自身タバコは吸わないし煙も苦手のなので、活動は嬉しく思います。しかし吸う方には大変な事でしょうから、一概に進めるのもどうかと思いますが、吸う方より側にいる方の方が
害になると聞いたらやぱり積極的に活動して欲しいです。喫煙所を沢山設けるとか余りお金がかからないように考えて取り組んで下さい。

私の勉強不足かもしれませんが、例えば現在飲食店等で喫煙席、禁煙席を分けている店がありますが、間を壁で仕切って喫煙席の方へは強力な換気扇の様な物を取り付ける事で
禁煙席の方へ煙が行かなければ良いのでは？と思いますが、屋内での喫煙が極端に難しくなると、人混みの中で歩きタバコをする人が増えたりするのも嫌だなと思うのですが。タ
バコが合法に手軽に買える状態にあるからには、まるで犯罪者で有るかの様に締め出す様なやり方ではなく、良い方法はないのでしょうか。タバコを吸っている方たちが、タバコを購
入する際多額の税金を払ってくれている事も事実ですし。

禁止ばかりでなく、喫煙できるスペースをきちんと設けてほしい。例えば、県庁横のコンビニエンスストアは昼に職員らしき人たちが集団になる。買い物客の受動喫煙になるし、雰囲
気も悪い。県庁内にきちんと喫煙スペースはないのだろうか？喫煙者を追い出すだけでなく受け皿も考えないと、受動喫煙する場所が変わるだけになる。

私は非喫煙者だが「分煙」で十分だと思う。全面禁煙は必要ない。人間には”愚行をする権利”だってある。
分煙室が沢山増えると良いと思う。

体に良くないものと分かっていながら喫煙はしてしまいます。子供や大広場であっても喫煙場所があってもなるべく吸わないようにしています。お店も分煙が多くなったな感じていまし
たが、もっともっと喫煙者にも非喫煙者にも生活しやすいお店作りで両片気持ちよく利用施設が増えるといいなと思います。
煙草はやめたが国の財源の1部なので吸う人の場所を増やして欲しい。
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アンケート調査にご協力いただき誠にありがとうございました。
2020年4月から全面施行となる受動喫煙対策に向けて、皆さまからいただきました貴重なご意見・ご回答をご参考に取り組んでまいりたいと考えております。
望まない受動喫煙防止への取り組みに関してご協力の程よろしくお願いします。

自身はまったく気にならないので、世間がずいぶんうるさく規制しているように感じている。

質問の内容で、知らない事がたくさんありました。
受動喫煙の機会はないに越したことはないが、飲酒に対する取り締まりも必要だと感じる。飲酒には何の御咎めもないことが不思議でならない。
特に気にならない。
和歌山は愛煙家が多い。運転しながら片手ハンドル、片手煙草と、煙草を吸う人をよく見かけます。
最近は喫煙する人も減ってるから喫煙者は肩身が狭そう。昔に比べてタバコも高いし身体にも悪いし大変だろうなとは思う。周りに誰も居ないからそのくらいにしか思わない。

いつそんな法が可決されたんですかね。全く知りませんでしたよ。
胃がんの早期発見でたばこのドクタ－ストップで禁煙中で1年経過忘れかけていた時に、急に吸いたくなった経験があります。

昔ヘビースモーカーだったので、今の状況は考えられなかった。
吸う人が近くにいても気にしたことはありませんが、今後は気にしていこうかなと思いました。
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