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第９回八尾市路上喫煙マナー向上推進協議会 

（会議録要約） 

平成25年２月８日（金）午前10時～午前11時30分 

八尾市役所本館５階 庁議室 

出席者 委員７名 事務局 

１．開会 

 

２．会長挨拶（略） 

 

３．経済環境部長挨拶（略） 

 

４．案件 

⑴ 平成24年度路上喫煙等実態調査について（中間報告） 

[事務局] 路上喫煙等実態調査について、ご報告させていただきます。 

路上喫煙等実態調査は、条例やこれまでの取組みによる効果を図るため、また併せて、路上喫煙の

実態を把握することにより、今後の取組みにあたる基礎資料とするため実施しているものです。調査

内容としましては、ぽい捨て吸い殻数のカウント調査、路上喫煙者数のカウント調査及び路上喫煙者

のぽい捨て状況調査の３種類ございます。また、今年度は昨年度にひきつづき、３種類の調査に加え

て、条例認知度調査を実施しています。本調査は、昨年11月より開始し、本年２月末に終了する予定

でございます。調査場所は、路上喫煙禁止区域並びに近鉄大阪線、ＪＲ大和路線及び地下鉄谷町線沿

いの駅周辺をブロック分けして行っております。 

本日は、今年度の調査について、途中報告させていただくものですが、調査自体が未だ終了してい

ないことに加え、調査結果の統計処理も途中段階でございます。従いまして、ぽい捨て吸い殻数のカ

ウント調査結果のみのご報告となります。なお、今後報告書作成のための作業段階で、データの精査

により数値が修正される可能性もございます。本日お配りしている資料は、あくまで暫定的なものと

ご理解賜りますようお願いいたします。 

 各駅の調査結果につきましては、原則として、毎年２日間実施しております。１日当たりの平均値

について、各駅の合計本数を見ますと、平成23年度の調査結果より減少傾向の結果が出ている駅が、

近鉄八尾駅、近鉄河内山本駅、ＪＲ志紀駅、地下鉄八尾南駅、近鉄久宝寺口駅及び近鉄高安駅でござ

います。逆に増加傾向にある駅は近鉄恩智駅、昨年度ベースである駅がＪＲ久宝寺駅及びＪＲ八尾駅

でございます。 

詳細な分析は今後行いますので、現状で申し上げられることは少ないのですが、近鉄八尾駅南側に

あたるＢブロックには、昨年６月頃より、大阪東たばこ商業協同組合様が喫煙スペースを設けられて
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おり、実際に利用されている方のお姿もお見かけしております。そのことが、平成23年度の139本か

ら99本へと減少している要因の一つと考えております。また逆に、地下鉄八尾南駅前ロータリーにあ

たるＢブロックついては、ぽい捨て数が増加しております。これまでロータリー内には、地元の方が

灰皿用に取り付けられたと思われる空き缶が多数確認され、ぽい捨て吸い殻数及び歩行喫煙率の減に

つながっていたものと考えておりましたが、今年度の途中に、道路管理を所管する部署が、灰皿用の

空き缶を不法占拠物と認定し撤去いたしました。そのことが吸い殻数の増加要因の一つと考えている

ところです。本数は、平成23年度の48本から132本に増加しております。 

なお、路上喫煙禁止区域については、P13に掲載しておりますとおりでございますが、平成23年度

が213本、平成24年度が252本と少し増加傾向です。 

今後、路上喫煙者数のカウント調査及び路上喫煙者のぽい捨て状況調査の結果も見まして、さらに

分析を行い、調査報告書をまとめますので、詳しくは次回の協議会でご報告させていただきます。 

なお、７月の協議会でお諮りした灰皿設置の件につきまして、ご報告申しあげます。当初近鉄八尾

駅北側の噴水広場内とＪＲ久宝寺駅ロータリー付近を予定し、関係課と調整をしておりましたが、歩

行者の安全確保のため、喫煙所を設けるには建物を設置しなければならないとの問題が生じまして、

今年度の設置が困難になりました。なお、調査用の灰皿の設置につきましては、今後も関係課と調整

を行いまして、設置に向け協議をしてまいりたいと考えております。 

[会長] 一定数まではぽい捨て吸い殻が減っていますが、ここからさらに減らすのは、それこそマナー

の問題ですので、難しいかもしれないですね。 

 

⑵ 平成24年度事業報告について 

・ 八尾市路上喫煙啓発指導員について 

事務局：平成24年度事業報告としまして、まず、八尾市路上喫煙啓発指導員による指導状況につきまし

て、報告させていただきます。 

昨年４月に前任者２名の退職に伴いまして、新たに２名を八尾市路上喫煙啓発指導員に任用いたし

ました。月曜日から金曜日までの祝日を除く、午前９時から正午までと、午後１時から３時までの１

日５時間、路上喫煙禁止区域内及び主要６駅周辺におきまして、歩行喫煙者等の条例違反者に対し、

注意・指導とマナー啓発を行っております。 

  昨年４月から本年１月までの活動における指導員が現認した条例違反者に対する指導率につきま

しては、歩行者に対しては比較的高い確率で注意・指導を行えておりますが、単車・自動車の運転者

に対しては低い水準となっております。単車・自動車の運転者に対する特効薬的な啓発方法がなく、

この点を解消することが大きな課題であると認識しているところでございます。 

  なお車の窓を開けての喫煙者に対する指導は、路上喫煙禁止区域内においてのみ実施しております

ので、ご留意の程、お願い申し上げます。 
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 ・八尾市路上喫煙マナー向上推進員について 

[事務局] 八尾市路上喫煙マナー向上推進員（以下「推進員」という。）につきましては、平成23年度

に初めて公募を行い、合計７小学校区・18名の方に委嘱させていただいております。今年度も、昨年

11月20日から12月21日の間に第２期推進員の追加公募を行い、さらに６名の方へ委嘱いたしました。

これにより11小学校区・24名に増員されましたことをまずご報告いたします。新たな６名の方につき

ましては、去る１月31日に委嘱状交付式を行い、併せて本市の条例の内容や、推進員活動に伴う種々

の事項についてご説明させていただきました。今後、３月末日までに、第１期推進員と合同で、街頭

啓発活動をモデル的に実施し、地域での活動の手法としてお示しさせていただくよう考えております。 

第１期の推進員18名の方々には、平成24年２月１日より委嘱を行い、活動を開始していただいてい

るところですが、今年度の活動状況についてご報告いたします。まず、昨年５月12日にアリオ八尾前

で、モデル的に街頭啓発活動を実施するとともに、第１回の全体会合を開催しました。以降第２回の

会合では、既に活動を開始してくださっていた安中地区及び久宝寺地区の推進員活動について取組み

内容を紹介したほか、第３回の会合では、本市の路上喫煙対策に関する情報提供等を行いました。 

また、本市では毎年10月に、いきいき八尾環境フェスティバル（以下「フェスティバル」という。）

という環境啓発イベントが、企業、大学のほか各種団体で構成される環境アニメイティッドやおの主

催により開催されております。平成24年度においては、会場が西武八尾店等として開催され、多くの

方にマナー啓発を実施できる機会と考えられたことから、フェスティバルでの啓発活動の内容につい

て企画を行う実行委員を推進員のうちより募り、ともに検討を行った結果、親子で楽しみながらマナ

ーについて考えていただけるよう簡単なクイズを考案し、実施いたしました。なお、路上喫煙マナー

に関する問題だけでなく、同じく地域で課題となっている犬のフン放置に関する問題についても、併

せて啓発できる機会としたいというご提案を推進員より頂き、クイズの問題に含めて実施いたしまし

た。これらの全体会合やフェスティバルの企画会議を通して、推進員同士又は市と推進員の間の関係

づくりを行ってきたところです。 

なお、昨年の秋頃より、市が企画したときだけでなく、推進員同士で会合を持ち、適宜必要な情報

交換を進めていけるよう「（仮称）八尾市路上喫煙マナー向上推進員連絡会（以下「連絡会」という。）」

という推進員を構成員とする会の立ち上げに関して、推進員よりご提案をいただき検討を進めており

ます。この連絡会につきましては、新たに委嘱された第２期推進員も含め、来る２月25日に設立総会

を開催し、正式に発足させる予定です。詳しくは後ほど、説明させていただきます。 

次に、各地域における推進員活動の状況についてご説明いたします。５月にアリオ八尾でモデル的

に街頭啓発を実施し、活動の手法の一つとしてお示しできたことにより、その後各地域で活動を開始

していただいているところです。活動の種類としましては、地元の最寄駅やスーパーの周辺で、のぼ

りを立てて、ポケットティッシュを配布しながら、通行人にマナー向上を呼びかけていただく活動の

ほか、市民スポーツ祭等の地域のイベントの際に、地元の団体の役員の方等とともに、イベントに訪
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れた地域の方へ同様にマナー向上を呼びかける活動を実施していただいています。 

具体例としまして、安中地区では推進員の数自体は１名のみですが、自治会や地元商店街と連携し

ながら活動を実施してくださっております。また久宝寺地区では、久宝寺寺内町燈路まつりというイ

ベントの際に、推進員と地区自治振興委員会様、また市も参加させていただき、街頭啓発を実施して

おります。両地区とも、推進員と地元の方がともに活動を実施してくださり、顔なじみの方による活

動という点から、市が単独で実施する街頭啓発よりも、地元の理解は深まっている印象です。 

 推進員活動の今後の展望ですが、先ほど、連絡会を設立する旨について触れさせていただきました

が、今年度、会合の開催等により、推進員の皆様と意見交換をさせていただく中で、推進員同士で情

報交換できる場、また推進員活動に関する地元の理解をさらに深めていく必要性という点から、推進

員を構成員とする会を立ち上げて活動していこうというご提案を、推進員よりいただき、２月25日に

設立総会を開催し、発足する運びとなっております。 

  推進員活動の現状につきましては、課題も見えてきております。１つ目としまして、現状では市が

会合を開催していることから、開催時期・開催内容ともに、市のみで決定しておりましたので、推進

員の発意で適宜必要な情報交換を図れる場がないというものです。２つ目としまして、推進員が同地

域に複数いる場合と違い、推進員の数が１人のみの場合は地域内で他の推進員と連携ができないとい

うものです。３つ目としまして、地元の地域団体の役員を兼ねている推進員は、地域団体の協力を得

ながら活動を展開できるが、そうでない場合は協力を得るためのルートがなく、地域で活動を展開し

づらいということです。特に３つ目の地域団体との連携に関する課題ついては、推進員が単独で活動

するよりも、校区まちづくり協議会、自治振興委員会及び地区福祉委員会等の地域の主要な団体とと

もに取組めるほうが、啓発効果も高いと考えられます。現状で、久宝寺地区では、推進員が地区福祉

委員会の役員を務めておられる方であることから、久宝寺地区福祉委員会の活動の一部として位置付

け、取組んでいるということをお伺いしていますが、必ずしも全地域の推進員が地元と連携できてい

る状況とはいえません。今後は、推進員とともに、地域ごとの実情に合わせて、地域との連携につい

て検討し、推進員が孤立せず、地域で十分に活動できるよう地域の基盤づくりを行っていきたいと考

えています。 

 そこで、連絡会の立ち上げ後は、その目的は、あくまで各地域の活動に関する情報共有等により推

進員活動の円滑な展開を図ることにありますが、当面の目標としましては、推進員の活動及び連絡会

の設立に関するＰＲ並びに啓発活動の実施を通して、推進員活動に対する地域の理解を深め、地域の

協力体制を構築していくこととし、地域の実情をよくご存知である推進員とともに手法等について検

討しながら、進めてまいりたいと考えています。 

 

・八尾市路上喫煙マナーの向上を応援するサポーターについて 

[事務局] 八尾市路上喫煙マナーの向上を応援するサポーター（以下「サポーター」という。）につい
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て、説明をさせていただきます。サポーター制度については、前回の協議会でもご説明したとおり、

平成23年度に事業者へ委託して実施した路上喫煙対策事業の一環として実施していたものを、今年度

制度化し、取組みを開始しているものです。 

サポーター制度の目的としましては、条例の趣旨である「ぽい捨ての防止」、「火傷等の被害の防止」、

「煙の不快の防止」が達成されることを応援しよう感じていただける方であれば、個人でも団体でも

ご登録いただける制度として運用することにより、広くマナー啓発の輪を広げること、また推進員が

地域で実施する活動に対する協力者を確保すること、さらにはマナー啓発に熱心に取組んでいただけ

る人材の掘り起こしを行うことを目的としております。 

サポーターへの登録は、市ホームページ又はチラシに必要事項をご記入いただき、本市へご提出い

ただくという方法でございます。 

サポーターの役割としましては、２つございます。１つ目はポスターをご掲示いただくこととし、

こちらは必ず実施していただくようお願いしております。また２つ目は、市や推進員が活動する際に、

可能な範囲でご協力をお願いするというものでございます。説明が重複しますが、サポーター制度を

通して、ポスターの掲示という気楽に取組めるメニューにより、マナー啓発の輪を広げること、また

その中でも、実際の啓発活動への参加に応じてくださる等のともに取組んでくださる方の掘り起こし

を行うことが目的です。 

現在の登録数は、47団体、87個人となっており、氏名の公表にご同意いただけた方については、市

のホームページでお名前を公表させていただいております。 

サポーターの活動実績としましては、全てのサポーターに啓発用ポスターをお渡しし、ご自宅やお

店等に掲げていただいているところですが、ポスターの掲示に併せまして、保育園・幼稚園には、啓

発用の掲示物を掲げていただいております。特に小さな子どもが通う施設ですので、子どもの安全確

保を図るという点から、ポスターのほかサポーターである旨の掲示物を道路から見える場所に掲げて

いただいているところです。 

なお、ポスターの件ですが、そちらの壁に貼っているポスターは、現在発注をかけているポスター

です。図案につきましては、昨年度の公募において、市民の方からご提案いただいたものを使わせて

いただいています。 

また、13の商店街で構成されている八尾市商店会連合会では、毎年11月頃に販促イベントである八

尾あきんどまつりを開催されております。今年度は、12の商店街が参加して実施されたところですが、

その際、本市から提供したポスターの掲示及びポケットティッシュを買い物客へ配布していただきま

した。さらに八尾あきんどまつりの PR用に作成された新聞折込みチラシに、マナー啓発記事を掲載

してくださいました。 

５つの市場で構成される八尾小売市場連合会では、12月に同じく販促イベントである市場まつりを

開催された際に、本市提供のポスター掲示及びポケットティッシュの配布をしてくださいました。さ
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らに八尾小売市場連合会独自でポケットティッシュを作成くださり、そちらも併せて買い物客へ配布

くださいました。商店街や市場の方のご協力により、路上喫煙のテーマが届きにくい主婦層へ条例周

知を図る良い機会をいただけたものと考えております。 

一方、個人サポーターにつきましても数名の方が、市民スポーツ祭で推進員が行う啓発活動やいき

いき八尾環境フェスティバルでの啓発活動にご参加くださいました。また、個人サポーターのうち３

名の方が、第２期推進員の公募に応じてくださいました。 

今後につきまして、団体サポーターは、団体としての本職もございますので、ひきつづき可能な範

囲でご協力いただけるよう検討してまいりたいと考えております。また、個人サポーターにつきまし

ては、地域で推進員が行う活動に協力していただける方を増やすためにも、増員を図ってまいりたい

と考えております。 

 

・その他 

[事務局] 路上喫煙対策重点地域の設立の検討につきまして、経過をご報告いたします。現在、校区ま

ちづくり協議会が順次設立されてきており、１月24日現在で12カ所設立されております。今後は、路

上喫煙対策重点地域の設立に向けまして、関係課や校区まちづくり協議会と協議を行い、地域が主体

となる路上喫煙対策を確立し、将来的には喫煙状況を見ながら、地域からの申請があれば、路上喫煙

禁止区域の増設に向けても検討してまいりたいと考えております。 

 次に、今年度におきまして実施してまいりましたその他の活動としましては、従来から実施してお

りました八尾河内音頭まつり等のイベントの際の啓発活動がございます。また今年度新たな取組みと

しまして、近鉄八尾駅での構内アナウンス、ＪＲ久宝寺駅・八尾駅・志紀駅での行き先案内板への電

光表示、イズミヤスーパーセンター八尾店、アリオ八尾、西武八尾店での店内アナウンスによる啓発

活動を市内事業者様のご協力により実施させていただきました。今後も人が多く集まる場所等での効

果的な啓発活動の企画と、協力してくださる事業者様の開拓に努めてまいりたいと考えております。 

[会長] 現在まで実施された事業に関する市民の反応には、どのようなものがありましたか。 

[事務局] 八尾小売市場連合会の方からは、サポーターとして今回条例の周知活動にご協力くださった

中で、買い物をされる主婦の方と「そういうこと知らなかったわ。」とお話できる機会にもなり、ま

ちの情報発信拠点の一つとして、今後も可能な範囲で取組みをしていきたいというお話をいただいて

おります。 

[会長] ありがとうございます。他はいかがでしょうか。 

[委員] 私は、近所にあるお地蔵様の付近を毎日お掃除させていただいておりますが、最近たばこの吸

い殻が少なくなったように思います。ただ、休憩用に椅子がありますので、そこでたばこを吸われる

方がいらっしゃいます。喫煙される方に条例についてお話しますと、素直に謝ってくださる方もいれ

ば、聞いてくださらない方もいらっしゃいます。聞いてくださらない場合は、どのように対処するの
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がよろしいんでしょうか 

[事務局] 推進員からも同様のご質問をいただくことがあります。注意するというよりも、「周りの方

に配慮してくださいね。」というように、柔らかい口調で対応いただくようお伝えさせていただいて

いるところです。「条例で禁止されている行為ですよ。」というように咎めるような説明ですと、委員

がおっしゃるとおり、反発される方もおられます。万一、事故等がありましたら取り返しがつきませ

んので、トラブルとならないようにとお願いさせていただいているところです。条例違反者への注意

や指導につきましては、路上喫煙啓発指導員という非常勤嘱託職員を２名任用し、対応しております。

主要駅周辺を巡回し、条例違反者に対する注意喚起を実施しておりますので、目に余るような方がい

らっしゃるようでしたら、路上喫煙啓発指導員に重点的に巡回するよう申し伝えますので、情報提供

くださいますようお願いいたします。 

[会長] 「いけませんよ。」と言うのではなく、「こういう条例ご存知ですか。よろしくお願いします。」

というような調子でお声かけされるほうがいいということですね。サポーターと推進員の違いは、役

割の重さですね。 

[事務局] はい。その他、推進員は期間を定めて公募を行っていますが、サポーターは随時受付させて

いただいております。サポーターにご登録いただいた方には、ポスターの掲示を必須とさせていただ

いておりますが、啓発活動へは可能な場合にご協力いただいております。啓発活動には、市が企画す

るものと、推進員が企画するものの２種類がございますが、どちらにも実際にご協力いただいている

ところです。先ほどご報告いたしましたフェスティバルの啓発活動には、本日ご出席の委員にも、サ

ポーターとしてご参加いただきました。推進員の場合は、市からの委嘱を受けていただく必要があり

ますので、それをご負担と感じられる方もいらっしゃいます。「推進員まではできないけど、サポー

ターであればいいよ。」というお声もいただいておりますので、今後もサポーター登録を募りまして、

推進員あるいは市の啓発活動にご参加いただける方を増やしてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

[副会長] 推進員で構成する連絡会ができるというご報告がございましたね。熱心な方が多いのだなと

いう印象を受けましたが、推進員やサポーターの方から活動の感想等はございますか。また、サポー

ターに掲示していただくポスターは、例えばサポーターのお子様がお描きになったものでもいいので

すか。 

[事務局] それは差し支えございません。現在市で用意しているもの以外でも、ご提案いただけました

ら、可能な範囲で準備させていただきたいと考えております。推進員の連絡会立ち上げ後は、啓発物

品や啓発活動の方法等もいろいろなご提案をいただけるのではないかと期待しているところでござ

います。これまでは市が企画してご参加いただくという一方的な形でしたが、今後は推進員からもご

提案いただきながら、双方向で進めていけるよう考えているところでございます。 

[副会長] 例えば子どもの関係の団体であれば、子どもの目線でマナー啓発を訴えるデザインが使いや
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すいように、団体や地域によって、効果的なポスターはそれぞれあると思いますので、色々な種類の

ものがあるといいと思います。推進員の方から、ご意見やご感想等はございますか。 

[事務局] 今回、新たに６名の方に推進員を委嘱させていただきましたが、うち３名はサポーターとし

てご登録いただいていた方が、推進員としてお手を挙げてくださったものです。今後は、推進員の皆

様も、一緒に活動してくださる方をサポーターとして募っていくとおっしゃってくださっています。

これまでは推進員お一人お一人が、それぞれの方法で活動を実施してくださっていましたが、個人の

発意よりも、組織としてお願いさせていただくほうが、必要なご協力を得やすい場合もございます。

そのため、先ほどご説明させていただきましたとおり、今後は連絡会として地域へ働きかけを行うこ

とも併せて実施してまいりたいと考えています。設立総会のときに代表等の役員をご選出いただきま

すので、役員の方とご相談させていただきながら進めていけるよう現在準備をさせていただいている

ところでございます。 

[会長] 推進員が地域とつながれないというお話ですね。これはやはり、市が色々なお手伝いを差し上

げるといい場合もございますね。 

[事務局] 私どものほうでも当然地域へお話に伺いたいと思いますが、市が地元へお話を持って行きま

すと、どうしても強制的な印象をお持ちになられる場合もございますので、連絡会の方とご一緒に地

域の方へはお話に伺いたいと考えております。 

[会長] そのときに、「この地域の推進員はこの方です。」というご紹介もできますね。 

 

⑶ 平成25年度事業計画（案）について 

[事務局] 平成25年度事業計画（案）について、ご説明申し上げます。 

 まず、八尾市路上喫煙啓発指導員２名による啓発・指導につきましては、路上喫煙等実態調査の結

果を踏まえ、重点的に注意・指導を行う場所の選定を行い、今年度にひきつづき継続してまいります。 

実施日は、月曜日から金曜日までの祝日を除き、午前９時から正午までと、午後１時から３時までの

１日５時間、路上喫煙禁止区域内及び主要６駅周辺におきまして、歩行喫煙者等の条例違反者に対し、

注意・指導とマナー啓発を行ってまいります。 

  次に、八尾市路上喫煙マナー向上推進員の活動につきましては、平成25年２月25日に予定している

八尾市路上喫煙マナー向上推進員連絡会設立総会を経て、推進員自らが啓発活動を企画・実施できる

ための体制整備を行います。今後順次設立が予定されている校区まちづくり協議会等の地域団体への

働きかけを連絡会として行ってまいります。 

  八尾市路上喫煙マナーの向上を応援するサポーターにつきましては、市からの要請と併せて推進員

連絡会として各種団体への働きかけを行い、拡充を図ってまいります。ポスター掲示にとどまらず、

推進員が行う啓発活動に参加していただけるサポーター獲得を目指します。 

 路上喫煙対策重点地域につきましては、小学校区を基本として設立される校区まちづくり協議会の
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中から、路上喫煙対策に積極的に取り組む意思を有する地域を選び、重点地域としての活動実施を促

してまいります。 

 路上喫煙等実態調査の実施につきましては、ひきつづき事業者の委託により実施いたします。実施

する調査内容につきましては、経年比較を行う必要性から平成24年度までの調査内容と同様とする予

定でございます。 

  その他といたしまして、平成24年度に実施した啓発活動を継続するとともに、推進員及びサポータ

ーと協議しながら、効果的な啓発活動を実施してまいります。 

平成25年度予算の概要につきましては、未だ市議会での承認を得ておりませんので、現時点で具体

的な金額をお示しすることは適いませんが、予算要求に際して昨年度までとの相違点としましては、

２点ほどございます。  

 １つ目としまして、消耗品費でございます。サポーターの増員を見越し、着用していただくウィン

ドブレーカーや使用する啓発グッズの購入費用を増やしております。 

  ２つ目としまして、連絡会の設立に伴う会議の回数増や推進員とサポーター合同による会議開催を 

見越し、必要な経費につきまして増額して要求いたしております。 

  なお、予算の要求上限額でございますが、路上喫煙対策事業につきましては、第３期実施計画の査

定において、『継続』とされたため、平成24年度予算額が上限とされておりましたが、以上２点の増

額分は、路上喫煙等実態調査業務を一般競争入札により業者を選定することで、前年度予算額よりも

低い金額を見込んだことに伴う減額分を割り当てているため、予算規模といたしましては、結果的に

平成24年度の予算額よりも縮小いたしております。 

[会長] サポーターの拡充を図るにあたり、ターゲットはどう絞っているのですか。 

[事務局] 現在のところ、連絡会設立後に推進員とともにそれぞれの地域の皆様へご案内させていただ

こうと考えております。 

[会長] 例えばですが、病院等の待ち時間のあるところにポスターを貼るというのも一つかと思います

ね。病院や医院等は健康問題とも関わっているところですので、より効果的かと思います。ただやみ

くもに募集をするよりも、いくつかターゲットを定めて取組まれたほうが効果的ではないでしょうか。 

[事務局] 分かりました。ありがとうございます。 

[委員] 私は今、病院でボランティアをさせていただいております。敷地内は全面禁煙となっておりま

すので、喫煙される方には携帯灰皿がとても喜ばれます。携帯灰皿の利用によって、マナーは大分良

くなってきました。 

[会長] 委員のように、複数のお立場がある場合、それらを活かしていただくのも効果的ですね。推進

員の中にも別のお役目をお持ちの方がいらっしゃれば、それらをつないでいただけるといいですね。

他はいかがでしょうか。 

[副会長] 路上喫煙対策重点地域の設置についてのお考えをお聞かせいただけますか。また、路上喫煙



 10 

等実態調査について、詳細な調査を実施されており、とても貴重なデータだと思いますが、データを

今後どのように活かすかということについてお聞かせいただけますか。 

[事務局] まず路上喫煙対策重点地域についてお答えさせていただきます。現在のところ、地域で協議

を重ね、校区まちづくり協議会の設立についてお話をされているところですが、設立の状況を見なが

ら、校区まちづくり協議会に対し、路上喫煙対策重点地域として取組んでいただける地域を募りたい

と考えております。路上喫煙等実態調査につきましては、条例の制定や路上喫煙禁止区域の指定等の

施策展開、現在取組んでいる推進員やサポーター制度等の事業展開に活かすことが目的でございます。

路上喫煙対策の開始から一定期間は毎年調査を行い、効果の測定等を行うことが必要と考えておりま

すが、継続的で効果的かつ効率的な取組みの体制を維持できるよう仕組みづくりが完了しましたら、

調査も隔年もしくは３年に１回等に減らしながら、実態の把握を続けていきたいと考えているところ

でございます。 

[副会長] 結果は、市報などに公表されているのですか。 

[事務局] データ量が膨大であることから、全ての結果について公表はいたしておりませんが、一部抜

粋し、広報等させていただいているところでございます。 

[副会長]  周辺に落ちていた吸い殻の量、またこのような調査をされていること自体をお知らせする

ことは、それもまた啓発の一つになるかと思いますが、駅等に掲示されるようなことはないのですか。

もちろん施策展開に役立てていただくことはとても大切だと思いますが、せっかく調査をされている

のですから、ぜひ効果的に使っていただければと思います。 

[会長] ポスターは、どうしても禁止行為を全面的にアピールするものが多いですが、これまでの取組

みにより、効果も出てきているのですから、「これだけぽい捨て吸い殻が減りました。ご協力ありが

とうございました。」という実績報告も兼ねたポスターも効果的だと思います。さらに、「今後もご協

力ください。」という一言をつけるといいですね。路上喫煙マナーの問題に限りませんが、いくら啓

発をしても、最後に何人かは聞いてくださらない方が残りますね。その方に注意するにあたって、「後

これだけですよ。」というお話ができたほうが効果的なときもありますので、そういう広報の方法も

お考えいただいたらいかがでしょうか。 

[事務局] ありがとうございます。今後は、今までと違った切り口のものも検討してまいります。 

[会長] 推進員、サポーター、事業者の方が活動してくださった内容について、ご報告を兼ねながらの

広報というのもあるといいですね。 

[事務局] ご意見をふまえ、検討してまいりたいと思います。 

[会長] 路上喫煙対策重点地域に、啓発指導員を重点的に配置することは考えておられるのですか。 

[事務局] 路上喫煙対策重点地域では、基本的には地域の皆様に啓発活動に取組んでいただくよう考え

ております。必要な際に、市職員も参加させていただくという考えです。現在、小学校区単位で設立

を目指している校区まちづくり協議会にご参画いただきたいと考えております。 
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[会長] 校区まちづくり協議会の設立については、これまで活動されてきた団体との違い等に地域の方

でも戸惑いがあるはずです。既存の活動は維持していただきながら、路上喫煙マナーの啓発という新

たな取り組みについて、いっしょに取組ませていただけませんかというご提案をするといいと思いま

すね。 

[事務局] そのように進めてまいりたいと考えておりますが、各地域により実情も様々ですので、動向

を注視しながら検討してまいります。その上で、校区まちづくり協議会の中から手を挙げていただい

たところと、行政もともに取組む、また地域でも皆様に取組んでいただくというようなことを想定し

ています。 

[会長] そうですね。他はいかがでしょうか。よろしゅうございますか。それでは本案件も以上といた

します。 

 

５．その他 

 特になし。 

 

６．副会長挨拶（略） 

 

７．閉会  


