
 

タバコ値上げ賛成署名

運動にご協力下さい 
タバコ 1 箱 1000 円以上を求めて署名運動をしています 

署名参加方法は３つ 

 署名サイト http://www.tbcopic.org/signature/ 

 携帯署名サイト   こちらの QR コードから→ 

 紙の署名 各地イベントなどでご協力下さい 

 

タバコ値上げ賛成署名運動呼びかけ 20 団体 
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★日本のタバコは安過ぎます 
世界各国のタバコ価格に占める税金の割合 

 
出典：WHO.Tobacco Alert. Special Issue. Geneva, 1996. 

★日本のタバコは安過ぎます 
世界各国の 20 本入りタバコの平均価格 

 
出典：WHO.Tobacco Alert. Special Issue. Geneva, 1996. 

★ 日本のタバコは安過ぎます 
タバコ 1箱を買うための労働時間 

 
出典：Guindon, GE, et al. Tobacco Control 2002; 11:35-43 Trend and affordability of cigarette prices: ample room for tax increases and related 

health gains より望月友美子国立保健医療科学院研究情報センター情報デザイン室室長が抜粋したデータを元にグラフを作成 

★タバコ価格が上がると、未成年喫煙が減ります 

 
出典：新版喫煙と健康（2002 年 6 月）,p.312 

カナダではタバコ税が 8倍以上になると未成年のタバコ消費量が６２％低下しました 

★タバコのために毎年 7兆円のコストがかかります 

 
出典：医療経済研究機構「たばこ税増税の効果・影響等に関する調査研究報告書」 p252-254 平成 14 年 3月 

★ タバコ値上げは一石三鳥 
タバコ価格と推計 

 
出典：たばこ税増税の効果・影響等に関する調査研究報告書．医療経済研究機構、平成 14年 3月． 

タバコ 1箱 1000 円で、タバコ犠牲者 3 万人に減少、医療費 8 千億削減、税収 1兆円増 

★タバコ価格があがるとどうなるか 

 
大幅値上げで効果を確実に！ 

★タバコ税収と経済コスト 
報告者 研究名 タバコ税収 喫煙コスト 報告年 

中原俊隆、

望月友美子

たばこによる 

社会的損失 

税収1兆9,000億

円 

3 兆 1,826 億円 

（ 超 過 医 療 費

8,638 億円） 

1995 年 

（試算基準年 1990

年） 

後藤公彦 
たばこの経済 

分析 

タバコによる経

済メリット 2 兆

8,000 億円（税収

1 兆 9,000 億円） 

5 兆 6,000 億円 

（超過医療費 3

兆 2,000 億円） 

1996 年 

（試算基準年 1990

年） 

医療経済 

研究機構 

喫煙政策のコ

スト・ベネフィ

ット分析に関

わる調査研究 

税収1兆9,000億

円 

3 兆 9,785 億円 

（超過医療費 

1 兆 2,348 億円） 

1996 年 

（試算基準年 1993

年） 

医療経済 

研究機構 

たばこ税の効

果・影響等に関

する調査研究 

税収2兆3,221億

円 

7 兆 1,540 億円 

（超過医療費 1

兆 3,086 億円：総

医療費の 4.23%） 

2002 年 

（試算基準年 1999

年） 

（対象疾患を絞り込んだり、受動喫煙被害額などが含まれていなかったり、いずれの試算も算出された喫

煙コストは実際より少ない値であることが指摘されている） 

 

★タバコ値上げ賛成署名運動サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

《呼びかけ団体》（五十音順） 

2008 年 6 月現在 ※参加団体随時募集中

FCTC 推進国民会議、環境 NGO「滅煙倶楽部」、関

西禁煙推進ネットワーク、京都禁煙推進研究会、

嫌煙権確立をめざす人びとの会、公害問題研究

会、「子どもに無煙環境を」推進協議会、子ども

をタバコから守る会・愛知、全国禁煙・分煙推進

協議会、タバコ病訴訟を支える会、タバコ問題首

都圏協議会、たばこ問題情報センター、タバコ問

題を考える会・千葉、タバコ問題を考える会・流

山、日本禁煙学会、日本禁煙推進医師歯科医師連

盟、兵庫県喫煙問題研究会、福岡禁煙推進懇話会、

北海道分煙社会をめざす会、無煙世代を育てる会
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北海道分煙社会をめざす会、無煙世代を育てる会
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