国内たばこ市場のマーケットリーダーである日本たばこ産業（ＪＴ）は、国内市場に主軸を
置く企業からグローバル企業への転換を図り、今日世界130以上の国と地域で当社のたばこブ
ランドを販売すると同時に、医薬、加工食品といった幅広い事業も展開している。国内たばこ
事業は、市場規模の減少傾向や喫煙規制の進展など厳しい事業環境が続いているが、ＪＴは、
たばこを吸われる方と吸われない方の共存社会の実現に向け、さまざまな活動に力を入れてい
る。その取り組みについて、東関東支社水戸支店の太田隆樹支店長に聞いた。
（聞き手は沼田安広茨城新聞社長）
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つくば駅前商業施設
「クレオスクエア」

キドックス（土浦市）

パーティションでL字型に区切ら
れたクレオスクエアの屋外喫煙所

解を求めています。
カフェの収益は保護犬たちの飼育費や医療費
のほか、若者たちの賃金に還元され、自立支援
に役立てられます。上山琴美代表は「カフェに
遊びに来るだけで社会貢献につながるので、気
軽に足を運んでみて。保護犬ゼロの実現は難し
いものの、未然に防ぐための啓発に力を入れて
いきたい」と語ってくれました。
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とＪＴが協働し設置しています。
商業施設「クレオスクエア」は年間300万人
以上が来店しており、喫煙所はＴＸつくば駅利
用者も含めた多くの喫煙者に利用されていま
す。
現在、つくば駅周辺は、つくば市が定める条
例により、路上喫煙禁止地区となっています。
また、改正健康増進法が施行される来年４月に
は、喫煙専用室等がある場合を除いて、事業所
や飲食店等は原則屋内禁煙となることから、屋
外喫煙所の利用需要が増加することが見込ま
れ、
喫煙スペースの確保が急務となっています。
ＪＴでは、たばこを吸う人も吸わない人も互
いに気持ちよく、安心で、共存できる分煙社会
づくりに向け、集客が多い駅前や繁華街を中心
に、環境美化やマナー啓発を含めた喫煙環境整
備のお手伝いをしていきます。

ＴＸつくば駅と直結した商業施設「クレオス
クエア」の屋外喫煙所がリニューアルされまし
た。
整備した喫煙所は、通行人に配慮し、高さ
約2.0メートルのポリカーボネート製パーティ
ションをＬ字型に配置した約15平方メートル。
中に特大スタンド灰皿２基が設置されていま
す。商業施設を管理運営する(株)日本エスコン

ＪＴでは、ＣＳＲ活動の一環として、
「地域
コミュニティの再生と活性化」をテーマに、地
域社会の重要課題に主体的に取り組む団体を支
援する「ＮＰＯ助成事業」を行っています。県
内では、保護犬の里親探しと、引きこもりの若
者を支援する「キドックス」
（土浦市）を３年
継続して助成しています。
キドックスの主な事業は土浦市での保護犬の
一時保護所と、つくば市での保護犬カフェの運
営。一時保護所では若者たちが保護犬の世話や
トレーニングを、カフェでは人との交流や犬の
里親とのマッチングを図ります。現在、中学生
から30代までの16人が、保護犬約10頭の世話を
通じ自立を目指しています。
若者たちは引きこもりや不登校の経験から自
立に悩みを抱え、保護犬も人間不信などの課題
があります。互いにナイーブだからこそ適切な
距離感で接することができ、触れ合いの中で成
功体験を積むことが社会復帰のステップアップ
になっているといいます。
設立以来、
保護犬約40頭、
若者約20人が巣立っ
ていきました。最近では啓発活動にも盛んに取
り組んでおり、命の大切さを説きながら広く理

水戸黄門まつりで実施した「ひろえば街
が好きになる運動」に参加した水戸商業
高校ボランティアスタッフの皆さん

持続可能な地域社会に貢献

太田隆樹

東関東支社
水戸支店長
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五輪向け マナーと環境整備

吸われる方と
吸われない方が
共存できる社会の実現へ

