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発行：市民の健康を守る会市民の健康を守る会市民の健康を守る会市民の健康を守る会 事務局 大森, 事務所：〒204-0021清瀬市元町 1-8-9-403, Tel: 090-6009-4474 

Mail: cofune_kiyose@yahoo.co.jp,  URL: http://skm-kiyose.org,  Facebook:市民の健康を守る会 in 清瀬 

（本会は会費と寄付で運営しています。一緒に活動して下さる会員、応援してくださる賛助会員を募集しています。千円/年） 

喫煙防止教室の実施喫煙防止教室の実施喫煙防止教室の実施喫煙防止教室の実施はははは８２％８２％８２％８２％、学校周辺を、学校周辺を、学校周辺を、学校周辺を

禁煙には６８％が賛同しました！禁煙には６８％が賛同しました！禁煙には６８％が賛同しました！禁煙には６８％が賛同しました！    

            

子どもが健康で豊かな人生を歩むために、まだ喫煙

習慣のない小学校高学年生へ「最初の一本を吸わな

い」教育を行うのは、大人の責務です。教育委員会は

学習指導要領にもとづき学校ではすでに実施してい

ると言いますが、健康推進課が関わっている喫煙防止

教室は数校のみです。当会は専門家や市民と共に、清

瀬市内全ての小中学校で効果的な喫煙防止教室の実

施をと訴えています。 

小中学校の敷地は禁煙です。しかし運動会など学校

行事の際、敷地外とはいえ子ども達に見えるフェンス

越しに平気で喫煙する大人がいるのも事実です。タバ

コの煙に含まれる一酸化炭素等の有害物質は無風で

も７m 拡散します。大人の喫煙する姿は、子どもの

タバコへの興味の引き金になるかもしれません。清瀬

でも学校周辺は禁煙地帯にしませんか。 

清瀬市議・市長立候補者へ清瀬市議・市長立候補者へ清瀬市議・市長立候補者へ清瀬市議・市長立候補者へののののアンケートアンケートアンケートアンケート    

            

平成 31 年4月 21日に実施された統一地方選挙にお

いて、清瀬市議・市長立候補者へ公開アンケートを実施

しました。２８人中２２人（７８．６％）から回答をい

ただきました。答えにくい質問もあったかと思います

が、回答いただいたことを高く評価いたします。なお、

個人別回答の詳細と回答いただけなかった立候補者名

は、ＨＰからご覧ください。http://skmhttp://skmhttp://skmhttp://skm----kiyose.orgkiyose.orgkiyose.orgkiyose.org    

 

＜質問の内容は以下の通りです＞ 

Q1. 清瀬市内飲食店の喫煙環境について貴方のお考え

は？ 

Ｑ２．美唄市受動喫煙防止条例では、「児童生徒が登下

校に往来する校門を中心とする 100 メートル以内の路

上又は公園において受動喫煙防止に努めなければなら

ない。」と定めていますが、清瀬市でも同様の禁煙エリ

アを定めることについて貴方のお考えは？ 

Ｑ３．昨年９月市議会で「清瀬市内全小中学校で喫煙防

止教育の実施を要望する陳情」が全員一致で採択されま

したが、教育委員会は学習指導要領にもとづき学校では

すでに実施しているとの説明でした。当会は、健康推進

課・医師会・医療機関等の指導や市民らの協力も得て、

子ども達に「最初の一本を吸わない」行動に結びつくよ

うな啓発的な「喫煙防止教室」を開くことを希望してい

ますが、貴方のお考えは？ 

Ｑ４．本会は、子どもの出入りが予想されるすべての公

共施設（清瀬市役所含む）は、敷地内完全禁煙（敷地内

に喫煙所を置かない）を求めていますが、貴方のお考え

は？ 

Ｑ５．貴方（候補者）の喫煙状況を教えてください。 

清瀬駅南口に大きな禁煙マーク清瀬駅南口に大きな禁煙マーク清瀬駅南口に大きな禁煙マーク清瀬駅南口に大きな禁煙マーク！！！！    

            

清瀬駅南口のタバコ臭については、本紙でも取り上げ

てきました。平成 30 年 12 月末、ついに駅南口階段下

の路上にゴミ減量推進課が大きな禁煙マークを貼りつ

けてくれました。このマークのせいか公衆トイレ前の丸 

  いベンチで喫

煙する人は減

ったようです

が、依然タバ

コ店前に置か

れた吸殻入れ

の周囲には多

くの人々が。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We are watching!We are watching!We are watching!We are watching!    

清瀬市役所勤務時間中の喫煙者数 

職員：延べ   7 人/69 回（平均 0.10 人） 

市民：延べ 24 人/69 回（平均 0.3５人） 

     

12:00～13:00（昼休み）の喫煙者数 

職員：延べ  94 人/8 回（平均 11.75 人） 

市民：延べ    3 人/8 回（平均  0.38 人） 

   

（観察期間：2018/4/18～2019/6/20） 

子ども達の健幸な未来に子ども達の健幸な未来に子ども達の健幸な未来に子ども達の健幸な未来についてついてついてついて考え考え考え考えようようようよう 

寄付のお礼寄付のお礼寄付のお礼寄付のお礼    

ボランティアきよせびと様 5,000 円 

大槻義顯様 1,000 円、 

前出法子様 1,000 円 

Ｋ．Ｙ．様 2,000 円 

   

寄付のお願い寄付のお願い寄付のお願い寄付のお願い    

当会は会員の会費と寄付で活動をしております。ご寄

付は受動喫煙防止啓発グッズ作成に使用いたします。    

 

 

郵便振替：00130-7-388023 市民の健康を守る会 

ゆうちょ銀行：(当座) 店 019 口座 0388023 

※2018 年 4 月以降、職員の勤務時間中の喫煙は禁止です。 

(喫煙者数/ある時点での観察回数) 

当会は、公共施設の敷地内完全禁煙を要望しています。当会は、公共施設の敷地内完全禁煙を要望しています。当会は、公共施設の敷地内完全禁煙を要望しています。当会は、公共施設の敷地内完全禁煙を要望しています。    

６月２９日（土）13:30～15:00、「子どもを受動喫煙から守る」

ための意見交換会を開きます。会員さんと一般市民の方が、自由に意

見を交換し、未来ある子ども達のために、今の大人ができること、し

なければならないこと、一緒に考えましょう。 

６月２９日（土）15:10～15:40、「市民の健康を守る会」総会 

意見交換会での内容を踏まえ、今後の活動方針を話し合います。 

 

アルブル〔フレンチ〕 松山１

池乃屋珈琲〔カフェ/ダイニングバー〕 野塩５

いちご〔カフェ〕 上清戸２

壱まる〔和食/居酒屋〕 松山１

魚ツキ〔鮮魚レストラン〕 松山１

うどん亭なべきち〔武蔵野うどん〕 竹丘２           

eft.siz（ｴﾌﾄｩ）〔café & snacks〕 元町１

d style café(ﾃﾞｨ .ーｽﾀｲﾙ.ｶﾌｪ)〔喫茶/ﾗﾝﾁ〕 元町２

カフェ ほのぼの〔喫茶/ﾗﾝﾁ〕 竹丘３

café ふわっとん〔カフェ〕 上清戸１

食呑楽きまぐれ〔居酒屋〕 松山１

北の厨房（東京病院１Ｆ） 竹丘３

洋食キッチンスズキ 松山１

ギャラリーカフェバー ナルドの壺 元町１

久兵衛屋〔うどん/天ぷら/しゃぶしゃぶ〕 下清戸１

ぎょうざの満州〔餃子/食事〕 元町１

清寿司 上清戸２

銀座コージーコーナー西友清瀬店 元町１

くう〔喫茶/自家製酵母パン〕 松山１

串カツ田中清瀬店〔大阪伝統串カツ〕 元町１

ケンタッキー〔フライドチキン〕 松山１

ケン・ボーノ〔石窯ピザ〕 松山１

県民酒場ダウドン〔うどん/餃子/食事〕 元町１

玄〔喫茶/ﾓｰﾆﾝｸﾞ/ﾗﾝﾁ〕 上清戸１

サンハウス〔ﾍﾞｰｶﾘｰ/喫茶〕 梅園３

しゃぶ葉〔しゃぶしゃぶ〕 上清戸２

ジョナサン駅前店〔ファミレス〕 元町１

ジョナサン清瀬店〔ファミレス〕 竹丘１

スターバックコーヒー 元町１

ステーキのどん〔肉料理〕 下清戸３

そば桂〔そば、うどん〕 中清戸５

秩父そば（清瀬駅北口構内） 元町１

同心居（中国料理） 元町１

プティポアンじょうねん〔フレンチ〕 松山２

ポポラマーマ〔パスタ/イタリアン〕 元町１

マクドナルド 元町１

松屋〔牛丼〕 松山１、野塩４

ミスタードーナツ 元町１

MUKTY〔東インド料理〕 元町１

無添くら寿司 野塩４

らあめん花月嵐〔ラーメン〕 元町１          

和茶〔喫茶〕 松山１

和凡〔煮干し出汁ラーメン〕 松山１

清瀬市内 飲食店 禁煙のお店一覧清瀬市内 飲食店 禁煙のお店一覧清瀬市内 飲食店 禁煙のお店一覧清瀬市内 飲食店 禁煙のお店一覧　 　 　 　 2019.6.102019.6.102019.6.102019.6.10

清瀬市内禁煙のお店一覧の発行清瀬市内禁煙のお店一覧の発行清瀬市内禁煙のお店一覧の発行清瀬市内禁煙のお店一覧の発行    

   

「清瀬市内禁煙のお店一覧」は、2016 年 2 月に発

行を開始し、今回で 18 回目の更新となります。その

間、当会が把握しただけで禁煙の飲食店は 21 から 43

店舗に増えました。未就学児対象の「つどいの広場」

などで、この情報紙は保護者間の情報交換の対象にな

っていたということです。 

2020 年 4 月 1 日から、東京都受動喫煙防止条例が

施行されると、都内の飲食店は原則屋内禁煙になりま

す（従業員非雇用を除く）。そうなると、当会作成の

「清瀬市内禁煙のお店一覧」も、その役目を終えるこ

とになります。しかし、子ども連れで安心して食事を

楽しめるようになるためには、入口に吸殻入れを設置

していないか等、継続的に見守る必要があるでしょう。 

 

No more No more No more No more 

tobacco !tobacco !tobacco !tobacco !    
        

2018201820182018 年年年年    

喫煙率喫煙率喫煙率喫煙率    
    
男性男性男性男性27.8%27.8%27.8%27.8%    

女性女性女性女性    8.7%8.7%8.7%8.7%    
        

全体全体全体全体 17.9%17.9%17.9%17.9% 


