
第２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 22年 9月 1日(水)午後 1時～ 

八尾市役所本館 5階庁議室        

出席者  委員 9名  事務局        

１市長挨拶 

  (略) 

２事務局より委員紹介 

  (略) 

３協議会 

（１） 会長挨拶 

   (略) 

（２）路上喫煙禁止区域設定に向けて 

事務局より説明を行う 

[会長]ただいまご説明いただきまして、最終的には第１号として C ルートから指定を始め

たいという提案でございました。何かご質問、ご意見ございましたら承りたいと思います

が。いかがでしょうか。 

[副会長]ひとつ教えていただきたいですが、今の C地区の二つ目の理由でございます。 

[事務局]理由を事務局から説明 

[副会長]わかりました。Aとか Bは線路にわりと沿っていますので、小さな飲食店みたい

なものがけっこうあるのかなと思うのですが、こちらの道というのはそういうのもけっこ

うある道なのでしょうか。 

[事務局]Aとか B地区に比べたら C地区は比較的少ないということです。 

[副会長]わかりました。 

[会長]ほか、いかがでしょうか。 

[委員]私の考えでは Aと Bがすごく多いのではないかなと思うのですが、この Cというの

はやはり 100本ほど平均して上回っていますけど、そんなに飲食街もないところだと思い

ますが、何か原因のひとつとしてどういうことが挙げられているのでしょうか。 

[事務局]推測ですが、駅を降りられて、この道を通って南の方面の勤務地に行かれる方が

比較的この往来を通られること。多種のビルや職場が、この方面にあるということから、

この市の通りを比較的多く利用される方があるのかなと。その中でまたポイ捨てがでてき

ていると考えます。 

[会長]先ほどの副会長のお話と絡めて言うと、A,Bは沿道に店舗がかなりありますね。 

往来の人もある程度あるので人の目がありますよね。逆に Cは一定の交通量があるわりに

は人の目が A,Bに比べて行き届かない。だから捨てやすいのではないかなという感じはし

ます。 



[副会長]地図上で見ても、物理的に長さが長くないでしょうか。C は。だからそういうの

で多いことも考えられるのではないでしょうか。 

[事務局]もちろんそういうこともあると思います。実際、距離的に約 600m あると思いま

す。 

[会長]ただ B は北側道路と南側道路があります。A も北側部分と南側の道路があるのでそ

んなに変わらないのではないかなと思います。 

[事務局]B に関しましては、南側の道路というのは非常に細いクネクネとした路地的な場

所になります。 

[副会長]人の目があるときとないときと、抑止力が働いているということでしょうか。つ

まり捨てちゃまずいと思わないと抑止力になりませんよね。人の目って。そう思っている

ということなのでしょうか。 

[会長]私はそういうような理解をしている。例えばすれ違ったときに、どなたかがおられ

るとき、目の前で捨てるというのは一定の勇気がいることかなあと思います。 

先ほどの市長のお話の中でも全面禁止というお言葉もあったようですがとりあえずここ

からやってみてどれだけ実効性が出てくるかということで、がんばっていただくというご

提案だと理解しておりますし、逆に絞れば絞るほど頑張ってくださいよというプレッシャ

ーもかかってくると思うんですね。複数あれば手が回りませんという話も通用するかと思

うんですが。今回は絞りましたので、手が回らないはずはないということであります。 

そのあたりのご覚悟もおありと理解させていただいてよろしいでしょうか。とりあえず沿

道を足しげくご指導してもらって、できるだけまずここを徹底的に路上喫煙を無くしてい

こうとそういう姿勢と理解させていただきます。 

[事務局]たとえばもっと広い面的な部分で捉えさせていただくことも、皆さんご意見お持

ちかと思いますし、こちらも考えさせていただいたんですが。面で設定させていただきま

すと、どうしても住んでおられる市民の皆さんも、外から訪れられる方も今いる場所が一

体どこで、どこが禁止区域なのかと思われます。まさか路地裏まで指定してある、それが

わかりにくいという部分もあろうかと思います。また広くなればなるほど最初の地区指定

ということもございますので、管理責任上も私ども管理させていただくにあたって、なか

なか広範囲にわたってハードルが高くなります。 

もうひとつは、多くの方にここは禁止区域だと分かりやすいという点を追求すると。 

広くて長くて太い線というのが一番いいのかなと考えております。 

[会長]ご異論なければ、まず第１号というのは C のルートで施行を頑張っていただくと。

その状況を見てまた２番目、３番目の禁止区域の指定を許可していくということでよろし

いでしょうか。 

 

（３）新たな路上喫煙禁止区域の申し出について 

事務局より説明を行う。 



[会長]まずはご意見をいただいて、その後で事務局の方で考えていただくとなっていると

思います。 

規模の問題ですね、５軒ぐらいでもいいのか、あるいは 500mとか一定規模がないと、と

か申し出をする規模はなにかご質問とかご意見ございませんか。 

[副会長]今、C という地区でそうしましょうかということでしたが、今「新たな路上喫煙

禁止区域の申し出について」、これは先ほどの禁止区域とは別の区域のことをおっしゃっ

ているのでしょうか。 

[事務局]そうです。 

[会長]これは市長が指定をする場合と、地域の方々から申し出があって指定をしていく場

合とふたつのパターンがある、いわゆる提案制度ですよね。うちの地域もやってくれない

かと。ついては、これだけの同意があるので大丈夫ですよという保証があれば協議会にか

けて、いいですねということであれば市長に提案していく。この手続きを明確化したいと

いうことだと思います。 

[副会長]たとえば、八尾市さんがどう考えているのかわからないので見当違いかもしれま

せんが、自治会みたいなものございますよね。ああいう単位というのは大きすぎますか。 

[会長]おおむね小学校区単位がひとつ単位としてある。あとその単位の自治会が今なら150

くらいですかね。自治会の規模はその自治会によって違います。 

[副会長]だいたいその自治会くらいのかんじで話し合っていただいて、そこで自治会とし

てこうしましょうと決まったものをあげてただだくとものすごく少ない単位、うちの周り

を禁止にしてくださいと、そういうようなのをいちいち協議会でということにはならない

ような気がします。 

[事務局]参考までに、総合計画というのが八尾市にございます。それがちょうど今年、10

ヵ年目で最終の年度となります。来年からは新たに第 5次の総合計画というものが策定さ

れます。その策定の過程が、ちょうど去年あたりと今年に関しまして、市民のみなさまと

ご議論させていただいていただきながら計画を進めてきています。その中で次の 10 ヵ年

の計画の特徴といたしまして小学校区単位でやっていくことが今後の主流なのかそれよ

りもう少し狭い範囲で自治会という狭い範囲で第１段階として議論していただくと。 

[会長]地域のコミュニティとして一番しっかりとしたものは自治振興委員会。それが小学

校の単位、自治会の単位はかなり大きい。そうじゃないと提案できないというのではハ－

ドルが高い。自治振の単位でしか提案できないという話になってくると、かなりしんどい

のではないかと思います。 

面的な場合と線的な場合と考え方を分ける方法もあるのかなと思います。 

線では何m以上、交差点から交差点までの沿道の方々の同意を得るとか。面でやるときは

自治会単位でやるとかですね。途中だけ 10 軒くらいうちの前だけ禁止区域というのは言

われても、歩いている方が難しいですね。 

[委員]校区で区切るにしろ、自治会単位で区切るにしろ、自分とこの校区の中のこのエリ



アだけをしたいのですけどという申し立てでいいのですね。 

[会長]そういうのを議論していきたい。 

[委員]商店街のこの部分だけというのが現実的と思うのですが。 

この自治会全体を禁止区域にする、というよりも往来のここという方が多いのはないかと

思うのですよね。Cエリアを第１回目の禁止区域にしようという話だったのですが、その

周辺の住民が寄って、手続きとして変更も解除も含まれますので、ある部分だけが禁止区

域じゃなくて、また禁止区域になってという変な形に・・・現実にはできないと思います

けど。われわれ推進協議会の意見も聴かないとだめかもしれない、市長もご判断されるべ

き。自治会単位ぐらいのくくりの中で、自治会のその中のこの場所このエリアが普通の意

見ではないか。 

[会長]今ふたつの問題がありますね。合意をとる範囲と、禁止区域を定める範囲ですね。 

[委員]合意規制は 2～3人の友達同士でできるものではないと思います。 

[事務局]条例の方では当該対象とすべき区域内の相当数の審議となっておりますので、線

で一定の道路として設定させていただきますと、その周辺の住宅とか事業者の同意が必要

になります。面で捉えさせていただくなら、その範囲の中におられる方の同意が必要であ

ると解釈できるかなあと考えます。あとは規模的なものですね、短くてもいいのか小さく

てもいいのかということです。 

[会長]合意形成と重なってしまうと話がややこしいので、まずその禁止区域の申し出につ

いてですね。何百mにしようという議論にはならないと思うので、小さな範囲はいけない

のかとか、いや数軒でも認めましょうとか、そのあたりの意見の方向性だけ出していただ

いて、次回までに事務局で作業していただけたらと思います。 

[委員]もし、こういう動きがあると知っている人がいたとしたらどっかの幼稚園、小学校

とか道の前にポイ捨てされている家の方とかどんどんこの道禁煙にしようよって言って

くると思うのですね。それを自治会単位がないとダメなのですよって言えるものなのです

か。 

[事務局]そういったところを、このあと一定のルール化ということで規則を定めていきた

い。一人でも申し出を受け付けて、皆さんで議論するかということもあろうかと思います。 

[会長]例えば、マンションの建設とか反対されますよね。そこで都市計画課へ行きます。

するとその方一人だけの苦言では動きになりませんので、こうこうこういう集まりを作っ

てこんな手続きをしてクリアすれば一定の効果が発揮できますよ、というのが通常ですよ

ね。それを今後環境保全課の方々がそれをやって下さると。1軒の方が言ってきたときは、

条例の手続きでは、こうこうでこうなっているというのでそこまで頑張ってくれませんか

と。もしくは市役所が応援させていただきますと。つまり門前払いをするのではないとい

うことでね。相談に行ったら懇切丁寧にある基準以上にしていただく。 

[委員]条例の解釈のことですが、路上喫煙というのは、公共の場所で立ち止まって吸った

らいけませんとか、歩行喫煙というのは歩きながら吸ったらいけません。禁止区域がどう



のこうのって話なっていましたが、歩きながら吸うのが禁止ならば、別に路上喫煙禁止区

域を作る必要があるのですか。この前の道路は、立ち止まってタバコ吸う人はいないと思

います。 

[事務局]10月 1日から市内全域の公共の場所において歩きながらのタバコや自転車に乗り

ながらの喫煙は禁止。全部の中で網がかかっている以上は、わざわざ路上喫煙禁止区域を

設ける必要がないのではというご意見だと思うのですが。確かに歩行喫煙禁止でこの条例

の目的は半分以上の部分は達成できるのかと思いますが。なにぶんこの条例が浸透しにく

い部分がございます。 

[委員]公共の場所というのが、道路・公園・広場・公共の用に供する場所、この公共の用

に供する場所がどのようなとこが入るのかなと。たとえばアリオ八尾の前の道路は道交法

においては道路に含まれないのですね。それのところは吸えるのか、とそういう問題

も・・・・。公共の場所はこういうところときちんと明示せんと。たとえば、面で規制し

たときにパチンコ屋の駐車場はどうなるのか。 

[事務局]仮にアリオの駐車場なら、商業施設の敷地内ですので一定なんらかの法律、条令

で規制するってことに関してはそこまで考えてない。道路とか公園とか、道路とか河川と

か公園とかそういったところが中心になってくると思います。 

[会長]ざっと言えば地権者が公共団体にある、いわゆる公共空間を指している。 

[事務局]そうです。公共施設となってくると、施設内はどうなるのかということは、施設

管理者にやっていただくということで。わざわざ禁止区域を設ける必要がないんじゃない

かという部分に関しましては、条例というものですと八尾市にはたくさんの条例があるの

ですが、皆さんどれだけの条例をご存知いただけてないと。今回は条例を作りましたよ、

じゃあそれで終わりということじゃなくて、せっかく条例を作らしていただいて目的があ

るわけですから。その実効性が上がるような方向で考えておりまして。そういった意味か

ら特別に地区を指定することによって、そのあたりから皆さんここはこういった地区にな

りましたよということをきっかけに、ここではこんなことになっているのかということで、

タバコを吸っておられる方、吸っておられない方もひとつ頭の中で考えていただくきっか

けに、自分の身の回りはそうなのかとしていただきたいと考えています。 

[委員]この場所を選ぶにあたって、大通りとか人の集まる場所を基準に駅から向かってと

いうふうにしたほうが路上喫煙、自転車に乗りながらの喫煙が減るのではないかと思いま

す。それとプラス PTA としてはスクールゾーンですね。朝、スクールゾーンと通勤と重

なる場所、そこは子供があぶないと思うのでそのへんも大通りとか、裏通りされたって意

味無いですし、一部の方の利益だけなので。大通り、スクールゾーンなどを中心に最初ス

タートしていったほうがいいのではないでしょうか。基本全面禁煙ですね。八尾市は。 

[会長]今は、市長が自ら指定する禁止区域の、第１号は今日皆さんにご意見を聞きました

が、第２号、第３号も順次この協議会で諮っていき決めていくのですけども。それを待つ

までもなく地域の方々がここも禁止区域にしてくれっていう要望が出てくるのでは。 



[委員]それの基準として、まず第一弾として大通りとか、人が多く行き来する場所とかス

クールゾーンとかいったものを基準につけていったらダメなのでしょうか。何もかもどう

ぞ、自治会さん、言ってきてくださいとなったら裏通りだけどポイ捨てされるのが嫌だか

らってことにならないでしょうか。 

[会長]考え方によればね。後ほど同意の話もさせてもらうのですけど一定の方々が禁止区

域にしてほしいと同意を得たうえでもってこられるわけですから。違う言い方すると文句

言う人もいないということですね。地域に関しては、事務局の話で言うとどんどん認めて

あげる方向で意識の啓発も図るという効果もあるのではないでしょうかという考え方あ

るわけです。 

[委員]協議会あるということですから市民にいっぱい聞いてきたのです。今おっしゃって

いるＣのルートですが、第１号としてはふさわしいと思います。市が定めるところと、市

民が求めるところの違いでしょう。今、PTAの方もおっしゃったけどまずはスクールゾー

ンすぐ出てきたんですよ。言い方を変えると、ここの通りという感覚が親にはなくて、た

とえば子供守ろうと思ったら保育園周辺とか小学校周辺とか。たとえばおじいちゃんおば

あちゃんだったら、葬式に行ったらコミュニティセンターのまわりタバコ吸い放題だぞー

とか。じゃあそこの部分はタバコ吸わないほうがいいのではないかとか、そういう感覚で

市民は思うのですよ。だから基準を設定して下さるときにたとえば自治振のおじさんたち

がお願いするときは、ここ、スクールゾーンをこうしたいのですとか持ってくわけだから

スクールゾーンを設定してほしいときはこのパターン、自分の家の周りを設定してほしい

ときはこのパターンと、ちょっと細かい話だけど、先ほどから伺っていたらあまりに膨大

すぎて、何も無いところから点つつきながらいくみたいなことは私難しくてよくわからな

い。だから求められていることはわかるけど、私が言いたいのは市民スタンスでいくと、

たとえば自分の家のまわりとか言う人もいるかもしれないが、そこは八尾市が丁寧に接し

ていただいて、可能なことでこんなことでどうかなどのパターンを設定していただいた方

が言い易いですよね。そのようなことを市民が言っていました。 

[会長]市役所っていうのは、ある一定の決まりごとを作らないと、ＯＫですとかお断りし

ますとか言えないのでこういう決まりごと作ろうとするのですけど。スクールゾーンなん

かでいうと線というよりも何m圏内とかいう話になりますね。 

[委員]私が感じているのは通勤の行き帰りのときに歩きタバコや自転車に乗りながらのタ

バコをよく見かけるものですから。そことスクールゾーンがぶつかっているのが、親とし

ては一番危険かなと。Ｃエリアをメインスリートとしてもらうのもけっこうなのですけど、

なぜこのマナー向上推進委員会を作ったかというと子供の目線の高さで振って歩きタバ

コとか、自転車に乗るときに、この間も私ぶつかりそうになったのですけど、もうちょっ

とでぶつかりそうになってあぁ怖いなって。せっかくこの条例をするのであれば効果のあ

るように。危険を避けられるようなスクールゾーンとか人が多く集まったとこに自転車に

乗りながらはダメっていう。ポイント、ポイントでやっていかれて住民の方がこの前をど



うして欲しいとかは後でいいのではと思ったのです。まずこれを周知徹底させることで、

こことこことは、タバコを吸えませんという形でいいのではないですか。 

[会長]それはそうなのですけどとりあえず、申し出ていける手続きの内容を決めとかない

といけない。スクールゾーンというのは非常にわかりやすのですけども、スクールゾーン

がＯＫになるような手続きのとり方があるんですね。たとえば、ある一定の交差点と交差

点の延長が無いといけないとか。100m 以上ないとそれは認められませんとか。あるいは

その面積で言うと 1000 ㎡以上のカタマリがないと届出認められませんとか。そういうこ

となのですね。たとえば半径 50mというと 2000㎡弱ですね。一定の基準を設けておいた

ほうがやりやすいかなあということなのです。そのあたり事務局のほうで、ここで話すの

は難しそうですので、たとえば、ほかの事例も参考にしながら面積の基準と路線の基準で

すね。少し固定していただくというのもいかがでしょうか。 

[事務局]仰っていただけるとおりです。行政案的な提案させていただいて、叩きながら。

今ご議論いただきました内容とかも含めさせていただきまして、こちらの方で作らせてい

ただきまして、次回提示させていただきます。 

[委員]法に基づいて仕事されているので厳密にご発言いただけるとは思うのですけど。な

かなかそういうのは生活上あまり経験が無いもので、事務局から提案いただくとよいと思

います。 

[事務局]私自身も混同して話をさせていただいたかもしれませんが、行政案として一回目、

今回Ｃでいかせていただけませんか、プラスαはどうですかと聞かせていただいたのです

けれど、それ以外の部分で、じゃあそれぞれの地区、駅で必ずしも路上喫煙禁止区域を設

けなくてはならないのかということでしたら、必ずしも設けなくてもいい。一旦、歩きタ

バコを禁止しましょうという網はかかっておりますので、そこを禁止区域にしなくても、

地域の方々が学校のまわりで歩きタバコみんなやめようやというような取り組みの声を

あげていただいて、PTAさんですとか、各先生方とか、地域の方々が一緒に手を組んで禁

止区域もうけるまでもない、そんなことやめとこうって言っていただいて活動いただけれ

ば、もうすばらしいことだと思いますのでわざわざ禁止区域を設けないと運用できないの

かというようなことはないと思います。僕自身混同して話をしている部分がありましたら、

必ずしも地域の中で路上喫煙禁止区域を設けないと一定のものができないのかというと

必ずしもそうではありません。 

[会長]ここで書いてあるのは、歩行喫煙は全面禁止ですからね。それなら止まったらいい

じゃないか、という話になるのでやっぱり決めとかないといけません。後は手続きの問題

ですね。特に難しいのが相当数の市民及び事業者の同意を得たうえで、とあるのですね。

たとえばさっきのスクールゾーンという話がありましたけど、PTAの方々は 100%とは言

いませんがかなりの方がそれはいいことだと思うのですが、ではそこを歩かれる方の問題

というのがあります。歩かれる方々はそんないちいち捕まえるわけにはいきませんので、

少なくともその沿道にお住まいになっている方々とか、あるいはその地域の固まりとか、



合意の採り方がありますね。判子までもらってきてそれを証明するのか、ワークショップ

とか開いてたくさんの方に来ていただいていいですかって確認をとってから申し出とい

う方法もあります。さらに、よくトラブルになるのですけど自治会長さんや PTA 会長さ

んとかが判子押したら一定の同意を得たとみなすという手続きは、市役所のほうではよく

使いますよね。そのあたりはどうなのか。そのあたりご意見聞かせていただけと思います。 

[委員]市民としてはなかなか判子貰うことについて、私たちはいろんなことを要望すると

きによく八尾市に判子を貰ってきてほしいと言われるのですけど。市民として動いたほう

が判子をもらえるのではと言ってもなかなか貰えませんから。その判子を貰ってきてって

言われたら、これは成らんことだって。だからそんなもの付けられたときにはもう成らな

いのだって受けとらないといけない。たとえば自治振のおじさんのところへ行く、足しげ

く通って言われたら通うけども。その中で自治振のおじさんの中で話し合って却下された

ら今まで私たちは何をやっていたのとなります。だから宣言風に、小学校の PTA とか小

学校の周りの自治振のおじさんたちが集まってこの小学校区はこうする宣言とかは可能

ですか。 

[会長]宣言は、言えるって話は付けたらいいのですけれども。今回の場合はある一定の指

導が入るわけじゃないですか。特に指導員さんがトラブルになるのは、ここ禁止区域です

よと言っていましたよねって言ったときに誰が言ったんだ、俺は聞いてないという話にな

るのですね。俺は聞いてない、をどうクリアするかっていうときに相当数の同意なのです。

たとえばですけども、うちの大学は全面禁止、決められたとこでしか喫煙できません。そ

れを学生自治会から言って来たのですね。それを大学当局として返したのは、まずは大学

自治会としてがんばってそのキャンペーンでも何でもいいですから学生への周知を図っ

てくださいと。で、どういうことをやったのかというとアンケートを取りました。自治会

として。で何%の学生がこうこうこういう意見、さらには対話集会を開きました。で、何

人が出てこうこうこういうような意見が、これぐらいの割合を占めました。というような

形で周知の期間を踏まえてそのデータを貰って、それなら実施してもかなりの学生は大丈

夫ですね、と確認を取って全面禁止にしたのですね。教員のほうは教育会議の中でまずは

会議をして、一定のところで実施って話をしました。だからそういうこう手続きというも

のがあれば、仕方ないなぁって話になるのですけれどなかなかそこをどういう手続きで確

保するかなあという話になります。それが難しいのであれば市長自らが指定するタイプの、

前半にした話でしたらいいわけです。だから PTAさんがここのゾーンをやって下さいと。

でもなかなか同意は難しいのです。でもこうこうこういう理由で、必要です。というよう

なことであれば、そして市役所もそうですねと、市長自らが動いたほうがいいなぁと判断

されれば前者のタイプで市長が指定するタイプでいけますでしょう。いやぁもう一度地元

で合意を取ってもらわないと難しいですという話であればここの相当数の合意というの

が求められる。と、そういうルートになっているのではないですか。 

[副会長]二つ思ったことがありまして。ひとつはここを通られる方というのと、そこに住



んでいらっしゃって合意を形成された方というのは必ずしも一緒ではないですよね。今会

長がおっしゃった、誰が決めたのだ。俺は知らないぞ。というときに通りがかりの人は、

いくら合意を５割、過半数、８割以上にしようが通りがかりの人は俺は知らないぞ。だと

思うんですね。だから合意をどうするかっていうことを別に、それは考えるなにか手立て

を考えなきゃいけないのではないかなと思ったのが一点。で、もう一点は先ほどからスク

ールゾーンの話が出ているのですが、ゾーンというとゾーンなのですが実際には通学路だ

と思うのです。それで、八尾市さんにそういうところがあるかはぜひ署長さんにお聞きし

たいことなのですが、たとえば６時から９時の間ここは車通っちゃいけませんとかいうと

ころが私の住んでいる近くには結構あるのですね、そういうところはもう八尾市内のそう

いうところはその区域と、もちろん PTA の方とか色んな方が話し合っていただけたらい

いのですけど、そういう風にすればわかりやすいことはわかりやすいと思うのです。そう

いう場所ってあるのでしょうか。 

[会長]かなりあります。 

[委員]時間規制とかはおそらくあると思うのです。登校の時間とかっていうことですよね。 

[副会長]おそらくそれ、かかったについては何か理由があると思うのですね。お子さんの

通学で車が危険だとか。で、車と同じように歩行喫煙も非常に危ないし。それに止まって

もらったら子供に健康被害がということだったら理解を得やすいのではないかというふ

うに思いました。それでもなおかつ、解決しないのが前回も委員から出たと思うのですが

自転車のタバコの関係なのですね。これは歩行喫煙の中に自転車が含まれるというのがど

うしてもイメージとして出てこない。手に挟んで運転しているなんていうのはとんでもな

い行為なわけでございます。タバコを吸うことがという話じゃなくて、そういうことをや

っていることです。それも八尾市内ではそういうことはダメですよ。という啓発みたいな

のはまた別に必要ではないかと思います。 

[会長]この申し出制度、同意。どのような同意の手続きを踏ましてもらったらいいか。こ

れもなかなか。私は色々申し出制度のお手伝いをしているのでいくつかパターンがあると

理解できるんですけども。これも提案していただいた方がいいですか。 

[副会長]会長にご相談しながら提案されたらいいと思います。 

[会長]たぶん難しいと思いますよ。私、条例を作るときからお手伝いしていて申し上げた

のですが。もう条例できてしまっていますからね。実は実際やろうというのは非常に難し

いと思います。たとえば、さっきも言ったようにマンション反対なんかは地区計画制度と

いうのがあります。 

一定のとどまった人たちの家屋とか土地利用を制限しますから。この場合は外の地域から

入ってこられる方がおられるのでね。その方に対しても同じように効果を発揮しないとい

けないわけでしょう。こういうタイプのものに申し出で指定をするっていうのは相当ハー

ドル高いなというか難しいなというかんじがします。だから同意を得たうえでというとこ

ろをかなり工夫させてもらわないと。たとえば申し出が出て一定の地域の方々の同意を得



て持ってこられて、さらにはそのうえで何か候補に挙がってますみたいな話をして、色々

してみて、そこで次のステップにいかないといけないとかですね。ちょっとその不特定多

数といわれる人たちの意識をどう測定するかっていう手続きをふんどかないと、ちょっと

難しいかんじはしますけどね。そのあたりはまた相談させていただきます。それでは次行

かせてもらっていいですか。 

[事務局]ちょうど中間地点ですので休憩にしましょう。 

 

（４）条例施行後（１０月１日）の効果的な啓発活動について 

事務局より説明 

[会長]今お話いただいたのは推進員さんですけども、タイトルは効果的な啓発活動につい

てでございますのでおそらくざっくり分けたら２つのタイプがある。推進員さんになって

いただいてしっかりやっていただくタイプと、たとえば PTA とかやってあげるよーとい

うことでキャンペーンをはって頂くとか、色々やっていただく、自発的な啓発活動がある

と思いますね。二段構えでお話させていただいたほうがいいかなと思います。 

まずは推進員さんの内容とかを皆さんと意見交換させていただけたらと思います。自発的

自主的にやってあげてもいいよーという部分については、後半部分でお話させていただき

たいと思いますので。それから条文でいうと、条文のいいまわしで業務というのがありま

すよね。業務というのはなかなか堅い言い方ですが。まあ活動という風に読み替えていた

だいたらということでいいですか。もうひとつご確認させていただきたいのが自分がやり

たいときにやるような向上推進啓発ではなくて、一定周期でまとまってやってもらうよう

なタイプのものを今は想定されているということですか。 

[事務局]そうです。そちらのほうがより効果的な啓発できるのではと思いまして。 

[会長]手を挙げてもらって名前を登録してもらって、あとは自分のやれるときにというタ

イプの推進ではない。そういうことですか。事務局が想定されているのは。 

[事務局]その通りです。 

[会長]場合によったらほかの地域にも行って下さいというお願いもすることもある。自分

の住んでいる地域以外に行ってくださいとお願いもする。 

[事務局]今のところはそうですね。やっぱり自分の地元の地域で活躍していただくという

想定でございます。それでまわりの、隣接のグループ、地域に広がっていくということも

想定しながら思っております。 

[会長]ということでございます。何かご質問、ご意見、ございますか。 

手が挙げられそうでしょうかね。こういう呼びかけ方で。週に一回必ずグループでやって

くださいという話になります。もう少し気楽なほうがいいよというご意見もいただければ。

いかがでしょうか。 

[委員]ボランティアですか？ 

[会長]報酬出ませんね。 



[事務局]無償です。 

[会長]いざといったときの保険料だけ払ってくれるというパターンですね。 

[事務局]そういうパターンで熱い思いをもった方が来て頂けられるのではないかと期待し

ておるのですが現実的にはどうでしょうか。 

[副会長]たとえば子供の登下校のときに、色んな名前ありますけど、見守り隊みたいな地

域のちょっとご高齢の方が優しく声をかけながら交通の安全を確保されるような活動を

されていますよね。ああいうイメージかなぁとちょっと思ったのですが、あれは登下校の

子供たちを見守るんですけどこれはよろしくないことをやっている人を嗜める隊ですよ

ね。やることがちょっと難しいと思うのです。見守りに比べると。それで地域を守るとい

う熱意はあると思うのですが、ダメですよというようなことを言うのはやはり人間難しい

ような気がしまして、どういう風にひろげていかれるのかなぁというのを、お聞きしなが

らあまりよくわからなかったのです。 

[会長]指導はしないわけでしょう。吸っている人にいけませんよとは言わないわけです。

今回は。 

[事務局]今のところはそうですね。 

[会長]声をかけるということですか。 

[事務局]声をかけるということですね。注意を促すということです。マナーを守ってくだ

さい、これはいけませんよ。そういうところまでを想定しています。もちろん私どものほ

うも禁止区域等できましたらその辺の指導等は別にやっていくのですがまずは、それ以外

の地域の中でマナー啓発を広めていけたらなと思っております。そうしていっていただく

のを目的としております。 

[会長]それをちょっときちんと確認しておきますとね。いわゆる防犯週間とか防災週間で

すけど、ティッシュ配りぐらいの啓発稼動でしたら、やってくれるんですけど。吸ってい

る人に声かけるって言うのは非常に勇気がいることですよね。そこをボランティアでやっ

てくださる人がどれだけいるかというところですよ。 

[委員]やはり今、会長さんもおっしゃたようにポイ捨てはいけません。吸わないでくださ

い、すいませんと言って。違うところに灰皿、携帯の灰皿を持つという方が何人おられる

かということもあるし、損害保険の加入もされていますし資料１にも書いてあるみたいに

大阪市では暴行事件とか言いがかりや喧嘩等が発生しているので何が起こるかわからな

いという部分ではね、やはり警察のＯＢも何名か入っていただいてというのが一番いいの

ではないのかなと思うのですけども。素直に聞きますかね。それよりも指導員さんが、推

進員さんが何人集まるかという部分もあるかと思うのですけれども。また見守り隊とか挨

拶運動とかとかとはまた違いますのでね。そこらへんちょっと推進員は厳しい部分があり

ます。注意するのが怖いです。 

[会長]すごく乱暴な言い方をしたら、とりあえず呼びかけてみてくださいぐらい。一人で

も二人でも出てきたらいいですねっていうようなとこで今日は終わらせていただいて何



人来ましたかって次回確認を取らせていただくというのもありかなとおもいます。一定数

欲しいのですっていう話だったらそれなりに議論していかないといけないと思うのです。 

[事務局]先ほど警察のＯＢの方というご意見いただいたのですが現状のほうを話させてい

ただきますと、私ども職員のほかに今年の４月から警察のＯＢさんを二方、私どもの職場

に来て頂きまして、その方々が日常的に市内各所を回ってその中で啓発だとか声かけをさ

せていただいております。今のところは、ダメですからからやめてくださいという効力的

なものは１０月１日からしかありませんので、また禁止区域の中ではございませんからあ

くまで啓発、ここから後に路上喫煙禁止区域ができて仮にですけど将来的に過料を取りま

しょうとなったときっていうのは、たとえば禁止区域の中で指導をするっていうこととか

過料を取るなんかにつきましてはこれを市民の方にボランティアでお任せするっていう

のはなかなか難しいことだと思うのですね。こういった部分につきましては、私ども職員

ですとかもしくは警察のＯＢの職員ですとか将来的には業務の委託的なことも含めて専

門の一定以上のスキルがあって権限を与えたものがそれに携わっていきたいと考えてお

ります。今回提案させていただいておりますのはそうではなくて、普通の街中でボランテ

ィア的に、啓発とか指導をお手伝いいただける方というようなイメージに近いかと思いま

す。ただその中でそれでは何ができるのか、実際にそんな人、なかなか声もかけにくいし、

いるのかというとおっしゃるとおりだと思います。その辺のクリアしていかなければなら

ない今後の課題になっていこうかなと思います。また方向、活動として行政案を簡単に話

させてもらったのですがそれにこだわろうと思っておりませんので、そんな活動よりもも

う少しこっちに根ざしたって意味だったとしたらＰＴＡさんがあつまる場のときに一緒

に参加してもらうとかこんな方法もあるじゃないですかっていうご提案ももちろんあろ

うかと思うんです。そういうのも含めまして、どんな活動の展開がありますかということ

です。 

[会長]先ほどちょっと仕分けさしてもらったのは、曲がってくると話しにならないので。

まずは推進員さんの話を片付けさせていただいて。で、ほかのもっと緩やかな啓発活動と

かＰＲ活動はないですかーとかいう話に切り替えていきたいなと思っているのです。 

だから先ほど乱暴ないい方しましたけど、とりあえず投げかけてみて一人でも二人でも来

たらいいですねーということで今回はとりあえず話を終了させていただくという手もあ

ると思うのです。なかなか厳しいのではないかと思いますけど。 

奇特な方おられますよ。たとえばタイプ違いますけど私の知り合いの方が寝屋川で自転車

の無灯火、ライト点けていない人、その人に一人ひとりお声をかけて、点けてください、

点けてください、それで寝屋川市駅前活動されて５割まで灯火をもってこられた方おられ

ます。10%ぐらいしか電気点けてなかったところから５割まで。喧嘩沙汰になったことも

あるけども数年間それでお一人でがんばっておられます。誰から言われたわけでもないで

すよ。安全を守りたいということでね。そういう奇特な方おられることは確かです。だか

ら何人かそういう方に届くかとかそういうことになると思います。 



[副会長]そうですかって言ってやられる方が何人いるかという話ですね、そのときにふと

思ったんですけど。声かけたときに、携帯用の灰皿ってありますよね。あれを渡されたら

どうかなって思うのです。ここにしてくださいって。そうしたら多分その人次から使うか

なーって。 

それから声のかけ方っていうのもやっぱりあるとは思うので、ものすごく難しくしない方

法もあるかなというふうには思いますが、やっぱりハードルは高いかと思うので手を挙げ

てくださる方いらっしゃったらいいなっていう。ただそういう推進員じゃなくてもやって

らっしゃる方は日常的にここダメですと。信号もそうですよね。信号無視して渡りかけた

らダメだよって言うとかですね。あると思うので。私は自分が、空き缶とかペットボトル

とかの空をそのままにして降りようとする若者に何回かペットボトルはちょっといやら

しくなるんですが缶はあっ忘れ物ですよって言うと、絶対あれ違うと思うのですが「あっ」

とか言って持って降ります。でもそれを言ったら家族に頼むからもうやめてくれってこん

なご時勢だから言われて。でも今のところはまあ何の被害もありません。だからちょっと

声かける方いらっしゃると思うけどこの推進員ってなったときにどういうことを求めら

れるのかということをもう少し明らかにされて募集されたほうがいいかなというふうに

思います。声かけたときにほんわかと終わる為に携帯用のそういうのをお持ちになって声

かけられるといいかなと。やっぱりきまずくなって終わると思うのでね。ご意見お聞きし

たいと思います。 

[会長]うちの大学もイエローカードというのがあります。 

[副会長]うちも実はね、一定のところしかダメってなっているのですが、ちょっと冷えた

ところでですね、やろうとしている学生がいたときにはとりあえず演技をするとすごく急

いで、いけないですよね、こういうことをやってはと言います。イエローカードはいいか

もしれませんね。確かにね。 

[会長]ダメですよと言ったら、お怒りになりますからね。ちょっとトラブルが軽減するか

なあと思いますけどね。 

[委員]推進員は絶対作るのですかね。いなかったらいない、いるならいるっていうのがか

んじんですか。絶対に作るという前提でどのような形で作るという話をしているのですか。

もし誰も挙手しなかったらなくなりますか。 

[会長]作ることが出来るということになっています。 

[委員]私はね、小学生の見回りにいくと小学生の子達とか公園でタバコ吸っていて。其処

へ行ってダメでしょ！とか言ったりすると何が悪いの？中学生だからとか、嘘をつくなど。

中学生でもダメなのですけど。そんなのにすごく崇高なる考えを持った優しそうなおじい

さんが行ってそんな。中学とか高校とか吸う子ってそんなむちゃくちゃいい大学の子供さ

んたちではないじゃないですか。数でいくかそれか警察官あがりかそんな人じゃないと無

理じゃないですか。置くか置かないのかどっちだろうって。おかない、でいいのだったら

そんな話をするなって思ってしまうし、絶対作ってみたいのならば絶対実現しそうな設定



をしたらいいのではでしょう。だから数でいかないといけないから、さっきおっしゃった

ＰＴＡに頼むとか。たとえばＰＴＡの中でもお父さん頼む会とか開いてやってみて月間と

か週間とか絶対やってみてとか。ティッシュ配りなら女でもできるじゃないですか。たす

きをかけて。どの程度のレベルを求められているのかで違うなって。聞いていていっぱい

仕分けしていただくけどまたややこしくなってよく分からないので。何でしょうってかん

じ。絶対するわけじゃないけどいてくれたらいいなってかんじなのですか。 

[事務局]基本は、絶対来て頂きたいと思っています。それをできたら、無理やりじゃなく

てやっていただきたい。 

[会長]たとえば、３０代４０代の男性にお声かけていただいて、これこういうのがあるか

ら来てよっていうようにお願いをするとかね。まあそういう形で口コミをやっていく部分

が一番確かだと思うのですね。で、本当にそういう奇特な方が何人おられますかねってい

うご意見が多かったので最悪最初は０でいいかみたいな、そういう仕方をさせてもらった

んですけど。 

[委員]ノルマを課すとか。父兄から何人。ダメですか。 

[委員]いけるかもしれません。 

[委員]５人出さないといけないのです。５人来てください！屈強そうな人がいいです。期

間限定１週間とか。１週間はウチのエリアへというような。いかがですか。ずっと、しな

さいってしんどいじゃないですか。だから曙川東の小学校のＰＴＡから５人！何日から何

日。ダメですか。そう言うと実現しそうじゃないですか。男５人でやったら少々の男一人

来ても大丈夫じゃないですか。 

[委員]ただそのお父さんの年代から考えるとお仕事が忙しい年代ですよね。私はイメージ

からしたら、推進員さんは５０代６０代リタイアされた方が回ってらっしゃるのかなって

いうかんじで見ていたのですが。 

[委員]日曜バージョン月曜バージョンとか。色んなバラエティに富ませたほうがやってみ 

よかなって気持ちになるのはないでしょうか。今の話では、何を言っているのだろうと。

わからなかったです。ティッシュ配りならやりますよ。何を求めているのかと思います。 

[事務局]そのへんが不明確な部分も確かにあると思います。何を、どの程度まで、どんな

頻度で。やっていただけるかっていうふうについてまた日常的なＰＴＡさんがやっていた

だけるような啓発活動と何が違うのかっていう部分をこれからちょっとはっきりさせて

いかないといけませんねという中でちょっと色々ご意見聞かせていただきたいなって思

った次第です。そうですので今ご議論をいただいている部分に関しましてこちらでまとめ

なおさせていただきまして、でこういう方向性でということで明確化していきたいです。 

[会長]ちょっと話が脱線しますけどボランティア募るときの鉄則はね、できるだけ具体的

に業務内容を言うってことです。なんとなく来てくださいっていうボランティア募集は来

ません。ＰＴＡ活動お手伝いしてくださいじゃダメです。カメラ撮れる人とか編集できる

人とかそれも月に一回でいいですって話になったら手挙がりやすくなります。今回も出来



るだけ事務局のほうで又具体的にこれぐらいの頻度でこれぐらいの業務をやって欲しい

ということです。 

[委員]それよりすごい疑問に感じたのですが、知らない人多いです。この条例。そうなの

っていうのが多くて。男性、特に知らないです。もっとポスターとか、駅にポスターとか

商業施設にポスターで八尾市はこういう条例を１０月１日からしますってことをもっと

周知徹底していただくとこの推進員さんも募集しやすくなると思うのです。 

[会長]こういうときはいただくというよりも、ウチは貼るよーとかね。そういうことを言

っていただくと非常に前向きになるかと。 

[事務局]現在八尾市内でポスター約 200 枚、各駅とか大型店舗、病院、このあたりを中心

にポスター掲載していただいていますけど、まだまだ周知していく必要があります。 

[会長]口コミ意外は無理だと思います。こういうのは。資料の５がそれを示していると思

いますけど分析していると面白いと思ったのは、喫煙者は半分以上知っているのですよ。

非喫煙者はどうでもいいのですよ。喫煙者の割合を出してもらったほうがいい。薄まっち

ゃいます。非喫煙者が入っちゃうと。もう二歩ぐらいということです。喫煙者に対しては。 

[委員]あと駅とかもねーのぼり立てるような。ポスターじゃ平面じゃないですか。たまに

のぼりたてたりとかして、ああいうので一週間路上喫煙を。乗り降りする人が本当によく

分かるように。乗り降りする人が路上喫煙していると私は思い込んでいるんですね。男の

人なかなか広報読まないです。 

[事務局]8月の 20日号です。 

[会長]近鉄さんとか JRさんにお願いをして、駅のホームのアナウンス入れてもらう。 

[委員]ゴミを集める車ってどうですか。 

[事務局]それはゴミ集めだけじゃなく公用車、消防車もいいです。 

[委員]夜、青年団とか。防災で車回っているじゃないですか。消防団の人たちとかね。 

[事務局]それをお願いすることも考えております。 

[事務局]私どもが日常的に使っている公用車でも１台、アナウンスできるような形でして

おります。 

[委員]学校の立場からすると、手紙配布するじゃないですか。莫大に。そこにちょっと載

せて貰ったらダメなのですか。だって絶対学校の単位でかんがえられるから。タバコ吸わ

れる方若い方もいるけど、お父さんもおって、お母さんはお金を取られることが嫌だから、

言うじゃないですか。アナタ罰金になるわよって話をするから。子供たちもそんなことし

て詳しく書いて。子供から親に言ったり、近所のおじさんに言ったり。 

朝礼で言ってもらうとか・・・子供たちは何百人も聞くわけじゃないですか。家帰って伝

えますから。 

[事務局]禁煙教育に関してはまあそういったかたちで進めております。条例をどこまでお

知らせするかって点に関しましては子どもさんを通じてっていう形には今はしてないと

いうことです。 



[委員]八尾市さんはこういう取り組みをしていますっていうチラッとしたものでいいです。

そんなきちっとした条例を言うとか言わないとかじゃなくて。本当に周知徹底させたいの

であれば広く浅くでもいいから、こんなのがありますよって。 

[委員]一個のカタマリずつにおろしていったほうが隅々に。 

[委員]じゃあ中身はどんなんだっていうのは個人の問題だと思います。吸う人に必要なの

か吸わない人に必要なのか、その条例がっていうのは受け取った側の条例の使い方だと思

っているのです。 

[委員]前回小中学生に八尾市から回ったじゃないですか。安全委員の署名がどうのこうの

ってとき。ああいう紙面を市長が出されるのでしたら、別に八尾市が定めた条例を、全部

は嫌です、読まないけれど、要所でポイントだけそれも子どもに教育するような感覚で、

八尾市を愛そう！みたいな感覚で配ったらダメなのですか。それは法に触れるのですか。

触れないですね、別に。 

[委員]八尾はこういうのに取り組んでいますよっていうチラシを、よくもって帰ってくる

じゃないですか。八尾市でこんなことがありましたよっていう。そういうものの中に入れ

るとか。とりあえず色んな広告の中にあります。御堂筋が禁煙になったときも周知徹底さ

せて、ここでは吸えないのだ、歩きタバコはできないのだ、路上喫煙はできないのだって

いうのが分かって初めて、人も吸っちゃいけないっていうふうになっていくと思います。 

[会長]他色々がんばっていただくということもあるのですが、皆さんのほうからこういう

あたりは協力できるよって話はないでしょうか。うちに言ったら学校園に回すよとか。 

[委員]ポスターを、各地区、小学校区に貼らせていただいているのですけどまだまだ持っ

てきていただいたら。やっぱり足らないです。今日もだからポスターとかティッシュとか

そういうのもみんな配られたらいかがだったのですかなと思ったりしたのですが。 

[委員]ぜひ学校に貼りたい。どうしても。 

[委員]今ありませんか？ 

[事務局]無いです。 

[委員]チラシでもないのですか。 

[事務局]チラシはいくらでも私どもが作ることができます。 

[委員]まだ無いですね。今はまだ。 

[事務局]ポケットテッシュ用にチラシは作っております。小さいのですが。 

[事務局]次考えておるのは回覧板ですね。A4 サイズのものです。10 月のはじめに予定し

ているのですけど。 

[副会長]でも今こんなにポスターあったらって仰ってくださる方がいらっしゃるのに、ポ

スターが無いのは残念ですね。 

[事務局]もう１ヵ月半待ってください。 

[委員]A4サイズでもいいです。そんな大々的なものじゃなくて。たとえば子どもがたくさ

ん集まる場所に大人の人がタバコを吸っている。それをやめてもらいたい。という思いで



私は貼りたい。大々的な、あんなことしたらいけないこんなことしたらいけないという思

いじゃなくて、せめて子どもがいっぱいいるところでは、喫煙は遠慮してもらいたいなっ

ていう思いで貼りたい。でもみんなそこからきたのではないですか。 

[会長]今の時期でしたら、学校も地域も運動会ありますよね。そういうときに配るように

してもらうとかですね。色々ご協力いただける。 

[事務局]アナウンスはしてもらえないのですか。 

[会長]アナウンスしてもらえるのではないでしょうか。 

[委員]そのときだけ重点的に公用車でまわるとか。学校をね。 

[委員]運動会のときにこられたご父兄が、喫煙するときにどこで喫煙する場所をどうしよ

うかっていうこともちょっとＰＴＡで話し合っていたのですけど。 

[委員]そのときにのぼりが間に合えばいいのですけど。 

[事務局]のぼりですね。ちなみにすいません。この市役所に入ってくるとき設置してあっ

たのですけども。 

[委員]見ました。見ましたので、それが各駅にあればいいなって思ったのです。 

[事務局]意外と設置してあってもなかなか周知されていかない部分が難しさかなという。 

[会長]だからこのお仕事しているから目に付くのであって。おそらく普通の人は通りすが

りでは見ないのでは。見ていても意識に入ってこない。 

[副会長]１本だけですか。 

[事務局]４本です。 

[副会長]わりと集まって何本かヒラヒラヒラってしていると結構目に付くっていうのはあ

るので。ポツンポツンだとなかなか。ここ効果的な啓発活動っていうことだったので、中

身が思っていたのと違うのですが。ポイントはですね。八尾がこういうことをやっている

んだってことを誇りにみんなが思うような啓発の仕方ですよね。さっき禁煙教育のところ

で八尾はこういうことやっていますと子どもはおおっと思うのですね。そういう持ってい

き方というのがひとつあると思う。前回もちょっと申し上げたと思うのですが、たとえば

その歩行喫煙にはこういう危険があるのだというようなそっちのほうからの啓発ってい

うのもひとつ必要なんじゃないかなーと。ただそのダメですじゃなくて、あぁもうそれだ

ったらやめようっていう方いらっしゃると思うのです。それでお家の安全なところで、ご

自分でお吸いになればいいので。そういう方向からやるといいなって。あとのぼりは集中

的がいいと思います。運動会のときとかは三本ぐらいずっと持ってですね。やるとなんだ

ろうってなると思うのです。 

[委員]反対にその運動会のときに、喫煙場所にのぼりをたてるとか。そしたら吸う人は絶

対其処に来るので。私は運動会のときにそのポスター貼りたいなって。 

灰皿のところにそのポスター貼って、周知したいなって思うんです。 

[会長]それが一番効果的です。吸う人が集まっているところですから。 

[委員]マナーを守ればいいわけじゃないですか。その人たちを排除するのではなくて、マ



ナーを守ってもらいたいっていう意思でね。だからそのためにもその人たちには知っても

らいたい。 

[委員]一般のお店とかはダメなのですか。今、分煙をかならずしているじゃないですか。

ガラス一枚とか。そのお店の人に言ってタバコ吸われる喫煙エリアに貼ってもらったら。

行けとおっしゃるなら、皆で 10軒ずつ。 

[副会長]データはお持ちじゃないのですか。プリントアウトすることは簡単だと思うので、

A４でもなんでもいいのでお渡ししたら、パーッと広まると思うので。 

[事務局]できます。ただ印刷の出来上がりがちょっと悪いかもしれません。通常、最低限

のところは大丈夫です。カラーがどれだけ使えるかという問題がありますが。 

[委員]今一個なのですよね。御堂筋の話と同じにインパクトというか、パンパンパン！と

いかれたら、その回数でみんな鮮明におぼえるじゃないですか。何人かは気づいてダメな

んだなぁとしているけど。そこですよね。本腰入れてこれを広めるつもりがあるのならば、

予算もかかるだろうし人員もかかるし。知恵も絞らなくてはいけないし。そのために私た

ちは集まっているのだから。今の人たちはもちろん初めての試みだから。図ってください

って言われて、図りたいけど図れないなというところがあるから。もうちょっとパンチの

効いたのがいりますよね。 

[会長]なんか出しましょう。 

[委員]今申し上げたみたいなことですよね。お母さん的スタンスで考えていくと。いろん

な人に聞いてきますよ。私たちの強みはいろんな人に聞くことなので。どう思うように広

めようと思ったらってきいて、それを集約してお伝えすることとかはできるとおもうんで

すけど。今ではあくまでも、万が一それに反旗を翻す方にきれいに説明できるような協議

会は開かれていると思うけれども。スパンと一本いったかっていうのはありますか。ある

のかな。私が感じてないだけかな。 

[委員]Ｃ地区ってさっき決めた場所ですね。市の方から。あれはバーンと打ち出してタバ

コ吸えないようになるのだって。 

[委員]八尾祭りの提灯みたいなんか掲げてバババってやったらすごい！八尾市ってすごい

のだって。それこそテレビなんか一回来たらすごい周知徹底になるでしょう。 

[委員]反対に禁止区域が設けられたことによって、このままやったら全域吸われないよう

になるからマナー守るって話になるかもしれませんでしょう。 

[会長]先ほど私が禁止区域のときに言わしてもらったのはそこなのですよ。絞ったから徹

底的にやってくださいねと。そういう責任が生じたわけですからね。それをやってくださ

るわけです。 

[事務局]はい。あの手この手で。この場でいただいたご意見とかご議論とかが非常に役に

立つと思いますので。そこをお伺いしたい。 

[会長]事務局の今のスタッフできるところっていうのはこの先ほど決めた禁止区域に徹底

的に入っていただくということですね。ところが八尾市全域になってくると限られたスタ



ッフではなかなか難しいので、どういうご協力をいただけるかというお声とアイデアが欲

しいという。 

[委員]勿論それ以外でも並行して進めている啓発のことがございまして。どういうことか

と申し上げますと、緊急雇用制度です。国の緊急雇用制度を活用いたしまして、雇用者の

方にお手伝いいただいて新しくやります。仕事がないとおっしゃてる方にお手伝いいただ

いて啓発活動をしていくっていう試みのほうも横で進めています。啓発の専門の業者さん

とかご提案をいただく形式で、今後啓発活動をより充実させていただこうということも勿

論考えております。もちろん私どもの指導の説明にもありましたが、今まではこんな形を

職員中心でやってきましたという形でご報告させていただきましたけど、今後はこういっ

た場でご議論やご意見をいただきながらまた各方面の方々にご協力いただきながらです

ね、もう少しターゲットを絞って戦略的に。今までは駅を中心にとかなんですけども。も

っと戦略的にその方々に直接届くような方法でできないかなぁと考えておりましたので。

今いただいたご意見非常に参考になりました。 

[会長]他に何か啓発等でご意見ございますか。 

どこまで本腰入れているかっていうご指摘ございましたけど、このあたりはなかなか悩ま

しいところで。情報を掴ましている側も掴まされている側も。もっと自分のものとして利

害関係が生じるものはシビアですよね。たとえば子ども手当てこれ無視する人なんかいま

せんよね。100%周知徹底できるはずです。届いて無いときはわざわざ聞いてくるはずな

のです。でもこれは届いてなかったら無視できるタイプです。逆に市役所で言うと部長は

ご存知だと思いますけど、分別収集を徹底するとき八尾は 1000 回以上説明会やっていま

すよね。だから市役所が困るときは 1000 回以上の説明会するのです。全職員が本腰入れ

て。そこまでいけるか、いう話です。これが。そういうようなところである意味でプレッ

シャーかもしれませんけど。環境保全課だけに任されているってとこがね。先ほどの分別

収集のときとはかなり市の全体のあたりの状況が違うのかなと。今ご指摘いただいている

のは全市役所的に動いていますかという話やとおもうのですよね。なかなか今日は、すぐ

にはお答えできないことだと思いますけれど。前例がありますので。頑張ろうと思ったら

そこまで頑張れるはずだと。 

ということでございます。 

[委員]ごみの 8種分別、かなり市民の方にご負担をいただかないといけませんし。津々浦々

まで入り込んでご説明させていただいたわけです。そういうことから言いますと、少しト

ーンダウンはしていませんけど、そういう手法ではない手法で、ＰＲを、啓発をしながら

浸透させていきたいという模様でございます。本腰を入れてないわけではけしてございま

せんけども皆さんがたの協力は不可欠でございます。 

[委員]ゴミ袋に入れたらいいんですよ。絶対お母さんはゴミ出されているからみんな見る

じゃないですか。それぐらいが本腰ではありませんか。啓発って言葉はいいようにも聞こ

えるけど、軽くも流される。本当になさるならすばらしいことをなさったらいかがですか。 



[委員]アイデアとして色々考えていきます。 

[会長]担当部、担当課は頑張っていると思いますが。全市役所になっているかどうかって

いうのが。 

[委員]市長命令は出ないのですか。ご自身が作られた条例ではありませんかって言って。 

[事務局]ご自身というと全部市長が作ったことになります。 

一応市役所内の体制としましては、私ども環境保全課という所管の課があるのではござい

ますが僕らだけではできない部分いっぱいありますので、実際の禁煙とか分煙とかいう具

体的な話の健康って話に関しましては保健推進課さんとか。地域を所管されているという

点におきましては自治推進さんとか。防火とかいう点に関しましては消防さんとか。道路

とか公園とかの実際の管理に関しましては土木管理事務所。という形で定期的に集まって

議論させていただく場は持たしていただいておりまして、一応共同で、僕らだけではでき

ないことなのでみんなそれぞれやっていきましょうねってスタンスは持たせていただい

ているのですけども。たとえばこのあと禁止区域が指定されたあとですね。指定された場

所に、たとえば道路とか歩道に何かを埋め込むそれを表示するって話になってきましたら

環境保全課一人でできるのかって言ったらできませんし。許可も取れませんので、それは

道路の所管のところにお願いして作業をお手伝いしていただくとか。いうようなことでは

分業していくということが設定されております。 

部分的はそういった機能を果たしているのですが、それが甘いよとおっしゃっているので

したらそれはもうそれまでの話です。 

[委員]私そんな事言った覚えは。垣根を取り払えって市長いつもおっしゃてるじゃないで

すか。 

[会長]ということで。大体よろしゅうございますか。何か言い忘れたことはございません

でしょうか。 

それでは今日はいくつも宿題いただきましたので。そのあたり整理して次回提案していた

だいて議論を行なってまいりたいと思います。ありがとうございました。 

 

４今後の日程について 

事務局より説明 (略) 


