
第 3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 28日(火)午後 3時３０分～ 

八 尾 市 役 所 本 館 5 階 庁 議 室 

              出席者   委員 9 名  事務局       

１会長挨拶 

  (略) 

２路上喫煙禁止区域及び、禁止区域付近での喫煙場所の設置について 

事務局より説明を行なう。 

[委員]必ず喫煙場所は設けなくてはいけないのですか。 

[事務局]協議会としてどういう方向でいくかということを、決めていただきたいという考え

を持っております。 

[委員]設置場所についてと次第に書いてあるので設置するのかと思って来たのですが、私的

にはその部分でだけ、たばこを吸うなというのが趣旨ではないですよね。路上喫煙防止、

歩行喫煙防止はその前にあるのがやはり日本全国的にはたばこは体に有害であるというこ

とで、吸う人を責めるわけじゃないけど健康の為には控えていただきたいというのは自分

の父親にも思っていることです。だからその 600m のところ、たかが 600、されど 600 か

もしれないけれどそこの部分はもちろん、約束事としても全体的な意識として、設置する

ことによってそこでたばこ吸って OK となるわけですよね。八尾市が税金を作って、たば

こを吸いましょうと捉えられないこともない。たばこを吸うところをあえて作らなくては

いけないという意見を私は持たない。600ｍにおいてはですよ。もちろんたとえば施設内に

おいて分煙とか禁煙とか、たばこを吸う場所っていうのを作るのは賛成ですけど。この

600mのところにあえて作るのでしょうか。 

[事務局]補足させていただきますと、設置することが大前提でこのテーマを出させていただ

いたわけではなくて、設置するかしないのか、設置するとしたらどういう場所があるのか、

設置しないならなぜ設置しないのかを、ご議論いただけたらということです。 

[会長]委員は別にいらないのではないか、というご意見でした。いかがでしょうか。いると

いうご意見がないということは、いらないということでよろしいのでしょうか。 

[委員]そういうことではなく、八尾市全域で歩きたばこが禁止になってしまう、それはあた

りまえですけど。条例の趣旨にもあったように、たばこ吸う人も吸わない人も市民であっ

て、そこを通過する方もおられるわけで、そんな中で言えば吸わない人だけのための条例

ではないのですし。マナーを良くしてと、いったらいいというだけでは収まらないからこ

の条例ができているのですけども、喫煙者の立場からしたらずっと、たばこを吸う人間と

いうのは色んなところで狭いところに追いやられているところがありましてね。少しでも

自分達がいることができる場所っていうのを作ってやるほうが条例の趣旨からして、また

今後、市民に色んな理解を求めていくときに、路上喫煙禁止区域というものを、今後広げ



ていかれる中で言えば、路上喫煙禁止エリア、今は路線になっていますけどここの中では

作らないと言うよりも、何かたばこ吸う人も、吸わない人も共存できるような社会をいう

ような意味にしたら。ここはいいですよ、でもここは吸わないというようにしたほうが協

力も得やすいというふうに思います。 

６00m とか、我慢しようと思ったらできます。できますけども、喫煙者をここから排除す

るというような捉え方をされるのもよくないのではないかなと思います。今後の流れとし

て。そう思います。 

[会長]事務局もそうですけど、いろんなご意見をまず拝聴して調整すべきところはしたいな

と思っております。 

[委員]もうひとつ。横道にそれたらたばこ吸っていいのかという、変なことを思われるかも

しれませんので。横道にそれるということは歩行喫煙になるのかもしれませんが、立ち止

まって吸う人はなかなかいないかもしれませんが、この間だけは我慢しようよというので

あれば何か反対の、ここはいいですよというのがあったほうがやりやすいのかなあという

感じがするのです。御堂筋でもけっこう横に反れてみんな吸っている。 

[会長]ルートでいうと前回、線でいきましょうということになったのですが。入ってどこか

で立ち止まってという場合は認めざるを得ない。 

喫煙場所は具体的には今、どこで吸えるのでしょう。駅は全面禁煙になりましたか。 

[事務局]バス停のところには灰皿置いてあります。 

基本的には駅構内は全面禁煙とされているみたいですが、実際には片側だけ残されている

と聞いたことがあります。 

[会長]なぜ確認するのかというと、委員が税金を使ってまで設置する必要はないのではとい

う話がありましたから。すでにこの付近で吸える場所があるのであればそこを有効に活用

する手もあると思います。 

[事務局]他にも灰皿がおいてあるところがあります。 

[委員]喫煙場所を設置というと、受動喫煙も頭に思い浮かんだのですよ。吸えるのであれば、

シェルターみたいに煙が出ないようにするのはマナーじゃないですか。この場所は吸って

いいけど、一般の吸わない人が歩行してたばこの煙にぶつかるのは変な動きじゃないです

か。税金を投入してと申しあげたのは、作るならきっちり作って欲しい。それならお金か

かりますよね。それをしてくださるのですか。排除するという感覚は私もないのですが、

徹底する、痛烈な意識がそこに集約されるためにここの部分を選んだわけじゃないですか。

そこの部分にあえてたばこを吸う場所を置いたら、排除するのではないということを伝え

なければいけないけれど、場所が変われば、立ち止まれば吸えるのだという考えは、いい

ようにも取れるけれども、灰皿が置いてあるだけでそこはたばこ吸って OK では根本的な

煙に対する感覚、たばこの煙に対して吸わない人が何かの形で吸ってしまうことへの配慮

という面では違う気がするし。もし喫煙場所をつくるという案が通ったのならば、徹底し

た喫煙場所を作って煙の害に対する策も練らないといけないと私は思うのです。そのお金



を八尾市はお使いになれるのでしょうか。なれるのでしたら、仰るように排除するのでは

ない、煙に対するマナーも守ろう！すごくいいことだけれどできるのでしょうか。八尾市

的にはそこまで考えてくださっているのですか。灰皿置くだけですか。 

細くても道路じゃないですか。歩行がだめ、路上がだめなんじゃないですか。 

[事務局]さっき仰っていただいたような完全に部屋として作ってしまって煙が漏れない、ま

たは最新の煙を吸う設備というようなことになりますと、財政状況からなかなかそこまで

はできないというように考えております。ただ、そこを通る方たちにあまり影響のない場

所に灰皿を設置するということは一考の価値があると思っております。 

[委員]どのような。例がありますか。 

今、仰ったみたいにたとえば駅の話でも、私はいいのです大人だから。でも子供を連れて

そこの前を通るときは神経使いますし。たとえばイトーヨーカドーさんだったら、ぴしっ

と閉まっていて入っていくじゃないですか。徹底的だなあと思っています。ここで喫煙場

所の設置って言ったら、そういうのを彷彿としたのですね。ただ道路の中では吸わないよ

うにしようと言って、灰皿を置くだけの簡易な喫煙場所を作ることによって、その前の大

前提の煙に対する八尾市の意識の薄さを露呈することになるのじゃないかなと思うので、

やるからにはどうにかして予算を取ってきて徹底しているなあ八尾市っていうものをする

べきではありませんか。 

[事務局]そういうものを含めて、置く場所もそうですし、いいのか悪いのかご議論いただき

たいと思います。予算上の話をさせていただきますと、苦しいということもございますし。

ですが灰皿を置くだけというよりはなんとか、がんばらなければいけないのかとも思いま

すが、たとえば 1000万かけて小屋を作るとかはなかなか難しいです。 

いま場所として線の、ど真ん中を想定されていらっしゃるのかもしれませんが、たとえば

線の端や隣接した外れたところなども視野に入れまして考えたいと思います。 

[委員]外れた道路ですか。それとも民家、八尾市が持っている土地ですか。 

[事務局]そういったことも含めてです。できるだけ周りの方にあまり影響がないということ

でしたらそこも考えていかなくてはいけませんし、そういっても通る人もいるのだからと

いう議論も、もちろんあると思いますが、そういった意見もいただけたらと思います。 

[会長]事務局もわれわれにご意見、というのはわからなくもないのですが色々な話が出てき

たとしても置ける、置けないの判断がありますよね。公共空間にしか置けないわけですか

ら、そうなってくると限定されてくるわけでしょう。委員のおっしゃったように道路に置

くとなると必ず前を通る人が出てくるわけです。どこにも置けないとそうなっちゃうわけ

ですよね。 

そのあたりは公共空間がある程度、前提と考えさせていただいていいのでしょうか。それ

とも民間で置ける場所があるのでしょうか。 

[事務局]仮に想定しておりますのは公共空間です。 

[委員]公共的空間はどこを指していらっしゃるのか教えてください。 



[事務局]八尾市の敷地ですとか、市が持っている公園の一部分ですとか、もしくは同じよう

な広場的なところといった部分です。それ以外のところですと、やはり周りの方々の同意

がございますので厳しいかと思います。 

[委員]公園とか、たばこ吸ってよかったのですか。 

[事務局]歩きながらのたばこはいけません。 

[委員]施設内は努めなければならないですか。 

[委員]管理者が喫煙場所と定めた場所であればいいということです。 

[委員]管理者である八尾市が定めて、シェルターみたいなの作れば OKということなのです

ね。 

[事務局]シェルターかどうかはちょっとわかりませんが。 

[委員]公園こそ、子どもが遊ぶのですからね。極論に聞こえるけど私たちは子どもを守らな

ければならないっていうスタンスで仕事していると、公園とか広場はふさわしく無いと思

うから。じゃあ市役所敷地内って仰ったら、庁舎の中はいつぐらいからたばこ吸えなくな

るのですか。 

[事務局]現状では敷地内完全禁煙の予定はないです。建物内の禁煙は実施させていただいて

おります。一定、条例の施行を受けまして、公共施設は入り口に灰皿を置いて、入る前に

は、たばこの火を消してくださいね、もう一度考えてくださいね。というのはございます。 

[会長]いくつかの前提条件が見えてきましたね。そのうえで、もう少し議論をしていきたい

と思います。 

[委員]委員が仰ったように、煙とか、臭い。私達たばこ吸う側なのですけど、目にしみたり、

臭いが気になるという方はおられるので、それは特異な方ではなくておられるのでね。当

然そういうのを配慮しながら作っていただきたいですね。 

[委員]どうにか予算を取ってきていただいて。新聞さえも載っているじゃないですか。八尾

市の象徴のように、敷地内にシェルターの喫煙場所を作ると 600m もあるし、ばっちりな

んじゃないかなと思うのですが。作るのならば。 

働きかけをどんどん他の施設にもしていくにあたって、八尾市はたばこの灰皿を置いてち

ょっと空間取っただけで喫煙場所にした、これで分煙になっているという姿勢を、他のた

とえばお店とかこれからできる建物のときに八尾市がその程度の意識しか持ってないのに、

そこの自主性に任せて完璧な分煙ができるのかというとできないと思います。姿勢を正す

べきだと思います。この前、申し上げましたどこまで本腰を入れているのかと言う話なん

ですけど。それぐらいしないと中途半端です。 

たとえば、お店を建てるときでも、壁もなくてエリアを分けているだけで、たばこの煙も

どんどん流れてきていて、赤ちゃんの視線で見るとこの店どうなっているのって思うじゃ

ないですか。八尾市もそんなことをしていたら、私がその店に向かってどうにかなりませ

んかと申しあげても、いやいや八尾市さんはこういうスタンスですって見本として示され

ていたらいえなくなってしまう。 



だからまったく作らないか、作るのならば徹底したものを作って意識がそこに集約するも

のを作ったほうがいい。だったら肩身狭い思いしなくても、クリーンに吸っているのだっ

て堂々と吸えるじゃないですか。 

[委員]思うのですけど、まずたばこ吸うのは犯罪じゃないんですよね。 

それがあってその次に、この道を禁煙になりますとなったときに吸う方がどれだけ反対さ

れるか、どうしていけないのだ、誰が決めたのだという話になります。 

ここでなら吸えます、吸ってくださいということが言えた方がいい。その場所を作ること

によって、数が多い少ないはあると思いますが、分煙を進める。 

もともとは自転車乗りながら吸うのは危ない、歩きながら吸うのは子供の目の前にいった

りしてあぶない。じゃあ止まって吸うならいいかと中途半端な案が出たのだと思うのです

けど。止まって吸うのも禁止にしようと今回言って。煙の話になったら一個何千万もする

ようなものを一個作って二個作って、それで八尾市はよくやったという話にはならないと

僕は思う。 

公園なら子どものあそぶ場所とたばこを吸う場所を分けて、公園はこどもの遊ぶ場所とい

っても、これからは半分たばこを吸う場所になるかもしれませんが。 

そういうふうにしていかないと、ここからエリアが広がっていかない。たとえばこの 600m

を死守したからといって八尾の分煙はすごくいいのかといえばそうではありませんし。た

ばこの落ちている数を数えて、そこを指標にされましたけど、落ちている数より人通りの

多い場所のほうが僕はいいと思いましたけど。 

最終的なエリアっていうのは、僕もたばこを吸いますが、吸う上でこのエリアが一番気を

使います。市の施設の前でたばこ吸っているのはあまり気使わないのですけど。 

そういう意味では、これからエリアを増やしていくならば、そんな何千万何百万のところ

を要求しながら徹底した徹底したっていう狭いエリアの話をしていいのかなと私はおもい

ます。  

[委員]その何千万の施設を、そりゃ全市には作れないと思いますけども第一弾としてするの

だから。ＰＲとして。 

[委員]第一弾も第二弾も同じでなければ。 

[委員]全面的に禁煙ということにして。それからだんだんエリアを増やしていかないと。全

部が全部というふうにしてしまうと、予算がいくらあっても足りない。 

[委員]ビジョンをまず作らないと。広めていこうというのであれば、最初大きなことをして

しまったら進んでいかないしと僕は思う。これはやっぱり進めていかないと。 

[会長]大きな方向性がこの第一号で決まれば、第二号、第三号はその方向性の中で検討がで

きるわけですね。今は白紙ですので。議論になっていると思うのですが、ここでひとつ大

きな方向性を持っておけば、第二号、第三号はそれに従ってということになろうかと思う

んです。 

[委員]今仰ったのは、このピンクのところぐらいならたばこ我慢できると仰ってるのです。 



[委員]最初はそういうふうにして、どんどんエリアを広げていかないことには。最初から全

部だめとなったら、どこでも吸うようになるので。第一弾を禁煙、歩いても自転車乗って

もどうしても吸ってはいけないというのを徹底したところで今度エリアを増やす。 

[委員]喫煙場所はどう思われますか。 

[委員]これだけの距離ですからね、とりあえず一弾はね。これだけの距離なら吸う人はもう

辛抱する。 

[委員]なくてもいける距離だと。 

[委員]そうそう。 

[委員]でも吸ってはいけませんよと話をしたときに、じゃあどこで吸ったらいいのとなった

ときに案内する先は必要になってくると思います。全面的に禁煙、禁酒法じゃないけどた

ばこが犯罪だということになればできるでしょうけど。分煙という形にもっていかないと、

なぜここで吸ってはいけない。決まりました。決まったけど、じゃあどこで吸うのだ、家

に帰って吸ってくださいでは納得しないと思います。誘導する場所っていうのが、少なく

とも分離した場所であれば。300mに一箇所くらいの、それが指標になるかはわかりません

が。たばこの吸える場所を、誘導する場所がないと絵に描いた餅になるような気がします

けど。たばこ吸って何がいけない、俺は二十歳超えているというような人もいるでしょう

し、まわり誰もいないじゃないかという方もいらっしゃるでしょうし。 

決まりましたので分煙してください、ともっていけるようにしたほうがいいと思います。 

[委員]分煙の定義を教えていただきたい。分煙はどういうものをいうのですか。法律で決ま

っているのではないのですよね。 

[委員]ないです。意識の問題ですね。ここでは吸えるけどここでは吸えないというのをある

程度作っとかないと。法律でたばこが禁止されたのなら、排除していいと思います。 

[会長]逆の見方もできると思います。吸っている人から言うと、ここへ行ったら安心して吸

えるという場所が決まりますでしょう。逆から見ますと、煙を吸いたくない人から言うと、

そこに近づくと煙があるとわかりますよね。そこを避けて通る、避けて利用する方法もで

てきますよね。そういうところで言うと今はあちらこちらで吸えてしまいますけど、限定

してしまえば逆の立場からみてもある意味安心かなと思いますけどね。 

[委員]それと、600m ぐらいなら我慢できる 1ｋｍならできないとかあるのですかね。だっ

て、喫煙場所を置くインターバルっていうのも議論しなきゃいけないのですよね。どれく

らいの広さに、どれくらいの長さに一個という。どれくらい以上になったら一個作るとか。

今はこの 600～700mの道路しかないけれど。これもまたよくわからない話になります。 

[会長]距離ではなくて、時間的なものもありますよね。今日も何人か喫煙者がいらっしゃい

ますが、この時間は吸えないわけですよね。そうすると前後の時間に蓄えてきていらっし

ゃる可能性もあるわけですよね。 

そういうことが一定ルールとしてわかってくれば、お互い配慮しながら行動できてくると

思いますね。 



[委員]喫煙場所を表示するとか、禁煙場所を表示するというのはね。喫煙する人、たばこが

嫌な人、両方が見るわけでここは喫煙禁止場所だっていうのがわかれば、たばこ吸いませ

んね。逆に言えばたばこが嫌いな人も、安心して歩けるまちになると思うのですね。ここ

が喫煙場所って表示をすれば、たばこが嫌いな人は申し訳ないけどそこを避けて通る。そ

ういう意味からしたら、双方がある程度は我慢しなければならないわけですから。歩く人、

自転車乗る人、双方が並び立つような。どっちかが全て我慢するのはダメだと。今の世の

中、喫煙者が我慢せざるをえない状況なのですよ。だから少々遠くても不便でも、あれば

納得します。駅のホームでも電車の止まる場所には灰皿は設けてないのです。そんな形で

も喫煙者は遠く離していても本当に吸いたい人は行きます。 

少々の我慢はいいですけど、完全な閉め出しは逆にこの条例が長く続かないと思います。 

[委員]今仰ってるのは、この 600mから離れた場所でもそこまで行って吸うかもしれないと

いうことですね。 

[委員]喫煙場所がありますよときちんと表示してあげればね。ただ 600m 歩くのに、あと

500m歩いて吸いに行ってくださいは無理ですよ。 

[会長]たとえが、いいかはわかりませんが、イギリスに旅行に行かれた方は分かると思うの

ですがロンドンでは公衆トイレがないのですよね。どこかで済ましてから来てくださいと。

八尾はここでしか吸えないとなれば、プランニングするようになります。 

[委員]ここで吸っておけば次まで我慢できるっていう一里塚のようなものがあればいいん

ですね。そこをみんなでがんばって煙をあまり出さないような灰皿が設置、できればシェ

ルターが理想なのですけど。それが公園だったら、ちょっとびっくりしますけど。 

[会長]ひとつルールができつつありますよね。今日の話の中でね。公園のようにたくさんの

ひとが交わって逃げどころが取れないような場所は困るということですよね。 

[委員]大きなショッピングモールさん、施設で協力してくれるところを募って、もともとた

ばこが吸えるところを利用させてもらえたら。外で子ども待たせて。それこそ堂々と入っ

て吸えるから。 

[会長]私が先ほど、このあたりではどこで吸えますかと申し上げたのはそこに関連する話な

のですね。地図作るだけだったら一千万もかかりませんから。この近辺で施設内外で、す

でに吸える場所を表示して、地図でお渡しすれば。あえて市役所が喫煙場所を作らなくて

も対応できるかもしれませんね。 

[副会長]今は禁煙場所指定ですが、ゆくゆくは喫煙場所指定に。つまり歩行喫煙がだめなの

ですよね。だからもう移動するところは、たぶんもう禁煙なのですよね。この趣旨で言え

ば、むしろ喫煙場所指定っていう方向にいくのかもしれないなと思いながらお聞きしてお

りました。今 600mでどうっていう話があったのですが、じゃあ 1kmでどう、1200ｍでど

うって。そういうふうに決めていったのでは、会長も仰ったようになかなか難しいのです

よね。最初から歩行喫煙がだめなのですから、道路はだめなのですよね、本当は。だから

喫煙できるところを、八尾市の中に、決めていくとふうにひょっとしたらなっていくかも



しれません。 

[会長]先ほどから委員がこだわってらっしゃる分煙ということであれば、すでに施設として

きちんと分煙されているところがあると思うので、そこをご提示させていただいて吸うな

らできるだけここでと仰っていくほうが非常にわかりやすいかもしれませんね。 

[委員]同じ喫茶店でもきっちり分煙していることを知らせていたら、肩身狭く無くてそこに

行って堂々と吸えますよね。 

[委員]でも最終的にこの条例は名前のように、喫煙マナー向上推進協議会じゃないですか。 

ということは、この区間吸えないということを八尾市の人にお知らせすることによって、

歩きたばこはだめなのだ、自転車たばこはだめなのだと。 

このマナー向上からスタートしていくことによって市民のマナーが向上が、できたかどう

かによって、その後どういう対策をとるか考えていってもいいかと思います。もちろん吸

える場所はきちっとお知らせしたうえで。 

この赤いところを一応徹底させると、みんながあっ吸えなくなったどうしようって。 

この条例はちょっとわかりにくいのですよ。みんなどこで吸ったらいいのかと聞かれるの

ですよ。 

灰皿が設置されている場所は OK ですよと私は言っているのですが。外ではまったく吸え

ないと思ってらっしゃる方もいて。内容がよく分からないと言う人が多くて。ただここか

らこの区間をまったく吸えないとすることによって、もっとアピールする。 

歩きたばこ、自転車たばこは一切だめです。ただし喫煙場所での喫煙は可能ですからマナ

ーを守りましょうというメッセージを発することだったのじゃないのですか。元は。 

そこからスタートして。それでも吸殻が多いということになれば、徹底したと言う形にな

るのではないかと思うのですが。最初から首を締め付けるよりも、守ってくださいねと喫

煙者にご協力を、アピールすることからはじめるほうがいいかなと思うのです。 

[会長]みなさんのご意見の方向性が見えてきたかなと思います。とりあえずは、このぐらい

なら我慢できるよというお声もありましたし。それから先ほど確認させていただきました

ようにすでに何ヶ所か喫煙が出来る場所があるということでしたのでそこをＰＲしながら

このピンクの部分を禁止区域にするということの組み合わせで今回の場合はいくというこ

とですかね。 

置かないと大変なことになるということはなさそうですね。 

同じ様なタイプとして、自転車の放置と、必ず対になっているのが自転車置き場の整備。 

駐車場なんかとくにそうなのですけど、わかりやすい表示、サインをして、それから取り

締まっていくというふうにします。 

そうしないと開き直る方が出てきますからね。どこに置いたらいいのだと。 

今回もどこで吸える、自分で考えろというのではなくて。 

「禁止ですよ」と、ここでは吸えますよというのが対になって情報がでていくというほう

がわかりやすい。 



それでは二点目です。 

 

 

３路上喫煙禁止区域の指定等の申出(案)及び、八尾市路上喫煙マナー向上推進員の委嘱(案)

について 

 

[会長]及びと書いていますが、ふたつタイプの違う話ですよね。 

[事務局]喫煙禁止区域の申し出のほうから説明させていただきます。 

事務局より説明を行なう。 

[会長]全体像はおわかりいただけたでしょうか。 

まず、うちの地域でやってみたいということで声をあげていただいて、そうすると仮称路

上喫煙対策重点地域っていうのに指定させていただく。ここは指定禁止区域ではございま

せんので、すぐに条例が適用になることではない。手をあげていただいたところは一緒に

マナー向上に取り組ませていただきまして、そのときに重点的にマナー向上推進員さんも

任命させていただいて。市役所職員と向上推進員さんが、マナー向上のための地域活動を

していただくと。その後これはちゃんとした禁止区域に指定した方が効果がより高まると

いうことであれば申し出をしていただいて指定禁止区にしていくという方法もあろうし。

この取り組みだけでかなり効果があがっているから罰則規定まで設けた禁止区域までいか

なくていいよということであれば路上喫煙対策重点地域のままいきますというストーリー

を考えていますということです。 

何かご質問ご意見ございませんか。 

[副会長]手を挙げていただくためには、わかってもらわなくてはいけないと思うのですが。

説明会はされていますか。 

[事務局]現状のところはまだです。 

[副会長]まずそういうところからはじめる必要があるかなあと思いました。 

[会長]ストーリーとか手続きはすっきりしたと思いますが。 

これはさきほどお話いただいた、たとえば自治振さんが校区ぐるみという話でもいい。商

店街が商店街の振興組合として商店街の一筋でやってもいい。ほかはパターンありますか。 

少し気になっているのが、PTAさんが声をあげたと。でも PTAさんというのは地域全体を

担っている組織ではないですね。自治振興委員会とは違って。そういうときはどうなるの

でしょうか。 

[事務局]地域の主導でということで、先ほどお話させていただいたのですけども。 

どこが統括的に、となると地区福祉委員会さんかなあと考えたのですが。地区福祉委員会

さんと小学校区とが八尾市の場合、必ずしも一致してないというのがございます。しかし

このような取り組みをする場合、小学校区とさせていただく中で地区福祉委員会が八尾小

学校区などでしたら第一、第二、第三とわかれているのですね。その中で三つの地区福祉



委員会さんがご協力いただきながら、ここをモデル地域にというご要望があれば取り組み

をしていく。ということによって小学校区のなかと地区福祉委員会さんを一定中心におく

ことによって、たとえば PTAですとか自治振興委員会ですとか女性団体、民生委員、高齢

クラブ、子ども会、育成会地域の事業者などがこの地区福祉委員会に構成されているとい

う事実もございますので、その会議的な部分にならないかなあと考えているところでござ

います。 

[会長]ちょっとお堅い話になるのですが、いま八尾でも地域分権ってことを考えていますよ

ね。地域の方々に権利とか予算の話が出てくるのですけども。 

確かに実態上は地区福祉委員会がネットワーク組織になっています。それが自治振興委員

会と違うところです。ところが地区福祉委員会っていうのは地区の福祉を向上する委員会

ですから、本来はその目的のためにネットワークを形成し、活動するのが本来の形なので

すね。今八尾では様々なものを地区福祉委員会で担ってらっしゃいます。だからこういう

お話が出たときに地区福祉委員会さんとタイアップするっていうのは、実態上はいいのか

もしれませんが、市役所から持ちかけるときに今後 10年間くらいの地域分権ということを

考えたときにどうして地区福祉委員会がタイアップ先なのかということを考えとかないと

いけないです。今は実態的にそうかもしれないですけど今後どのようにするのか、どうし

て地区福祉委員会なのか理屈をね。これは事務局側にお願いしていることですけど。なん

でもかんでも便利使いにされているところがありますよね。確かに地域で唯一のネットワ

ーク組織というのは実態上、私も認めますけど。 

[事務局]必ずしも地区福祉委員会でないとだめかと言うと、そういうわけではないのです。

PTA などから重点地域のご提案があったときに、やはりどこかで様々な立場の方が集まっ

て合議する場が必要であると。それが担保でき作り出せるというのであれば必ずしも地区

福祉委員会というのでなくてよいと考えております。 

[会長]たとえばアイデアですけどね。どこかの団体さん、あるいはグループさんがうちもし

てほしいとお声がかかってきたと。環境保全課の方々がお手伝いしながら、じゃあ地域全

体でたとえばワークショップしましょうかと、意見交換しながらスタートしていく。そこ

からスタートっていうシナリオもあると思うのですよ。だから環境保全課に誰が言ってい

ってもいいよと。そのかわり地域で話し合いができるような場所を、環境保全課も応援し

ながら一緒に作っていきませんかと。とうぜんその相手は地区福祉委員会さんにお声をか

けるっていうのが一番うまくいくっていう方法だとおもうのです。 

極端に言えば、たとえば委員さんが個人的にまず環境保全課に行くと。うちもできないか

な。そうしたら一緒に考えましょうか、と。まず地区福祉委員長さんは誰々さんなので一

緒にみんなで話し合いの場を作っていきましょうか。そういうシナリオをやってくださる

と非常にわかりやすいというか動きやすいのではないかなと。最初からこのグループさん

しかダメ、このグループさんはＯＫと仕分けしないほうがいいかなと思います。 

そういうご協力をしていただけるということでしょうか。環境保全課としては。 



誰かが言ってきた場合は、一緒に考えましょうかということからスタートする。 

[事務局]できたら１、２地区からやっていただけると助かります。 

[会長]でも地域も動いてくださいよということがあるので。一緒にやりましょうってことが

条件としてありますから、簡単にはならないかと思うんですけど。 

逆に事務局からすると、環境保全課はこれだけのスタッフしかいないから 10地区も来られ

たらという話になりましたでしょう。そこがわたし逆の発想だと思うのです。 

自治推進課とか、いろんな方々がおられるわけです。いまコミュニティスタッフもおられ

るわけです。そういう方々と連携しながら一緒にやると。市役所の中の力の役割分担がで

きますよね。逆に 10地区来てもらって嬉しい、というような発想のほうが。 

そのあたりは庁内で発信してもらって、10 地区も手が挙がって来ているのだけど助けてく

れませんかということですね。出張所には必ずコミュニティスタッフがいるわけですから。

彼らと一緒に対応したらよいのじゃないかと思います。 

あと何か地域ぐるみで展開するのに、ご意見とかございませんでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

これもう三番四番全体的に言ってしまっていますけども指定禁止区域への申し出の選択、

これはさきほどお話いただいたように、今後どうしても指定禁止区域のほうが効果があが

るという場合に申し出ていただいて、この協議会でまた審議していきたいなあと思います。 

[委員]確認ですけれど、重点区域というのは禁止区域ではないということですね。目的とし

てはマナー向上であるとか、歩きたばこは市内全域禁止なのでそれの警告であるとか、人

ごみのところでは喫煙禁止になるわけですからそんなものの啓発であるとか、そういった

ことを重点地域でやるとそういう理解でいいのでしょうか。 

[会長]そうですね。二番のところで地域ぐるみの活動というのがありますよね。地域ぐるみ

の活動を重点的にさせていただく。という重点地域だと思います。 

[委員]地域であったり、わたしたちは組織で掃除をやっているんです。やはり最終的にマナ

ーがよくなってポイ捨てが少なくなって迷惑がかからないようなたばこの吸い方ができた

らいいなと思っているんで。落ちているのは拾わないわけにはいかないのです。落とさな

いようにしてくださいというのは啓発でやっているのですけど。 

落ちていると拾わないといけない、落ちていると余計に捨てたりしますし。掃除というの

は非常に有効だと思いますし。地域の方がもしそんな重点地域ということで自分たちのと

ころやろうってしていただけるなら、その方々の意識を高めるっていう意味でも、非常に

有効だと思います。まず掃除する人はそこに捨てない。 

[会長]ありがとうございます。 

申し出は先ほど言いましたように重点地域から、うちは禁止区域にしてくださいと申し出

があればということですね。 

[事務局]三番の補足をさせていただきますと。重点地域内で禁止区域の必要性を議論・選択

するという形にさせていただきたいのです。一定期間たとえば一年間ですとか半年間です



とか、地域で路上喫煙対策の取り組みを、みなさんで美化活動などと絡みあいながら進め

ていただくということです。そこから先、一年間であれば次の一年間で考えて、三年目ど

うしようかという話。半年間であれば次の半年考えて二年目どうするのか。というような

話の中で次の活動について、継続した今までの地域の中での重点的なさまざまな団体さん

が連携した活動を続けていくのか。それとも小学校区域内において路上喫煙禁止区域の設

置の是非についてもう一度議論していただいて、申し出をしていただくのかということに

していただきたいと思います。指定禁止区域の管理運用ということに関しましては、過料

の徴収、また直接的な注意指導行為を除いて、原則地域で行っていただくという形で啓発

活動等展開していただきたいと思っております。範囲だとか広さ長さに関しても、前回ご

議論いただきましたように地域の中でどの範囲でどの長さぐらいの道で申し出するという

のをご議論いただいて地域で管理できる、自分たちであと管理運用できるという範囲の輪

を作っていただいて始めていただくという形でお願いしたいと思います。仮に指定禁止区

域を設置する場合、先ほど話にでてきました地区福祉委員会ですとか一定の合議体の推薦、

確かに話し合いしましたという地域小学校区域内で禁止区域に指定するのは地域の皆さん

も納得していらっしゃるしとてもいい効果があるというようなご推薦をいただくというこ

とと、当該区域内の条例にあります当該禁止区域内の住民の一定以上の同意という部分を

あわせてこちらのマナー推進協議会のほうにお申し出いただくということで。こちらでま

た内容をご議論いただいて、市長のほうで最終決定という流れかなと思っております。当

該禁止区域内の住民の一定以上の同意は、確たる根拠はすいません、ありませんが７割以

上の同意が必要かなあと思っております。 

指定禁止区域を設定しないと決めた場合に関しては継続してその取り組みを行っていく。

重点区域に関しましては永遠に続くという考え方もございますし、一定二年間なり三年間

なり期間を切らせていただくということも考えております。 

以上補足になります。 

[会長]半年一年がんばっていただくわけですから、実態状況というのはだいたいわかってき

ますよね。その上で選択されるわけですから、まあまあいいのではないかと私は思います。

前回あった話のように、みんな判子押してこないといけないのかという話でなくて。もう

地区福祉委員会を中心に地域一丸となってがんばってこられたわけじゃないですか。そこ

で地区福祉委員会で総意をとってすべての方々がいこうよとおっしゃるのであればかなり

それは地域の総意に近いとみなせるのではないと思います。一年間啓発しているわけです

から。捨てられる方もわかってくるわけじゃないですか。ここは喫煙マナーについて気を

つけなくてはいけない地域だと。というワンクッションおかれることによって、かなり状

況は前回のご説明とは変わってきたのかなと思いますけど。 

禁止区域を増やすことがいいことではなくて、本来はお互い気を使いながらやっていくと

いうのがこの条例の一番根幹にあるところでありまして。みんなでがんばって重点地域で、

指定禁止区域にいかなくてもまあまあよくなってきたのであればそれはそれでよしとする。



そういう考えも、ありかなとも思いますが。特に住宅地なんていうのはお互い顔が見えて

いるメンバーさんですから。気を使いあえる関係ができてくればいけるのじゃないかとお

もうのですけどね。不特定多数の方が利用するところは、なかなかそうはいかないのかな

と思いますので、今回みたいに強制的に禁止区域という選択肢も残しとかなければならな

いかなと思いますけど。ほかの小学校区であまり不特定多数の方がこられないような地域

にとっては、かけあいでやっていただくっていうのが原則だし一定の効果を発揮するので

はないかと思うのですが。 

これもしばらく走らせてみて、状況をみてまずいことになったら修正するっていうことで

していただけますでしょうか。 

[事務局]すいません、いまのところ一点気になったことがございます。条例の第七条の部分

なのですが。規則の定めるところにより、当該対象とすべき区域内の相当数の市民、及び

事業者の同意を得た上でこれを申し出ることができるとこれが最初にきてしまっています。 

[会長]具体的にいいますと、大阪市でまちづくり支援制度っていうのがあるのですね。地元

でまちづくりしようと思ったら、市が応援しますよ。一定のたとえば年間百万円ぐらい三

年間出しますよっていう制度があるのですけど。そのときも一定数の同意が必要だって書

いてあるわけですよ。ところがどうしているかっていうと自治会長さんの判子一個で、自

治会長が認めているのだから地域の合意だろうというように置き換えていますよね。開発

協議なんかでもそうですよね。個人で押してらっしゃるのかもしれないけど、自治会長の

判子があったら地域の同意だっていう話にみなしますよね。そういうみなし規定なんかも

あるんではないかなと思うのです。地区福祉委員会でどこかの段階で決議をして、それが

ちゃんと証明されて福祉委員長さんの判子があって申し出があればそれは認めていく。と

いうようなのもありかなと。その総会のときには必ず環境保全課から誰かが行っていただ

いて、たくさん集まってらっしゃるな、ここでこういう形で同意が取れたんだなと確認し

ていただくことによって裏の担保を取るっていう手続き上のやり方っていうのは別にみん

なが判子押さなくてもいろいろ手続き的にはあるんじゃないかなと思うのですが。 

[事務局]そういう見なし規定のお話をされているということは分かっていたのですけど、た

とえば一本の線を指定されるときに隣接されるご家庭が議論のなかに十分入ってらっしゃ

らない、そういう情報が伝わらないという弊害があったときに、知らなかったという弊害

が出てくることもあろうかと思います。ある意味それを不利益と感じられる方もいらっし

ゃると思うのです。 

[会長]別の言い方をするとね、福祉委員会のメンバーさんもそれくらいわかるだろうという

話です。一番の近々のところを無視してまで勝手に判子を押してこないです。それは環境

保全課さんも、いろいろ話の中でちゃんと周辺のかたがたには同意取れてますでしょうか

という確認を取るっていうことです。そういうことでもできるんじゃないかっていう話で

す。 

実印まで押して来いってとこまで、いかなくていいでしょうという話です。 



一年間がんばってこられているわけです。その重さっていうのは、かなりあると私は思い

ます。前回と違いますよねっていうのはそこです。前回は誰かが申し出ていったときに近

隣の方の同意もないまま、申し出されたらどうするんですかっていうものにバリアを張ろ

うということでした。かなり重たい規定を設けないといけないのじゃないか、という話に

なりつつありましたでしょう。でも今回の場合は前段階が出てきたわけですから。もう少

し柔軟な運用でもいけるかなというかんじはします。 

さいごに、マナー向上推進委員の補足説明ございましたら。 

事務局から説明を行う。 

[会長]何かご質問、ご意見はございますか。 

[委員]10人の公募っていうのは、市政だよりかなにかですか。 

[事務局]はい。 

[会長]私は逆に、整理ができにくくなったなあと思うところがございましてね。地域ぐるみ

で活動するわけでしょう。その中に 10人だけ推進員がいるわけでしょう。そのあたりがち

ゃんと役割分担、連携がうまくいくなあということなのですね。そこのところ事務局はど

う整理してますでしょうか。 

[事務局]たとえば地域ぐるみといいましても、実際には本来たとえば PTAさんなら PTAさ

んの今までの主と成る活動があるわけですから、たばこ、たばことそのことばかりにかか

わっていられないというようなそういう点では推進員さんにやっていただきたい。その小

学校区という地域の中でたばこのことは中心的に指導活動されておられる方がこの 10人と

いうことです。一定合意の場ではこの 10人に来ていただいて参加していただくということ

です。いきなり個人で入ってきてなじむのかと、そのへんの位置づけを明確にしていかな

いとなかなかなじめないかなと思います。いま想定しておりますのは、たとえば八尾小学

校区内で 10名募集して、美園小学校区内の方が手を挙げてきてその方を推進員になってい

ただくかっていうとやっぱりそれは地域への愛着という部分においては希薄になる部分が

ございますので、できましたらそれは八尾小学校区内でやるのであれば八尾小学校区内か

ら自分で立候補いただくか、もしくは団体のほうからご推薦いただくかというようなこと

が望ましいかなあと考えております。 

[会長]違う整理の仕方をさせていただくと、たとえば地区の福祉活動をするときは、今は地

区福祉委員長さんがリーダーとなって、まわしていきますよね。それと同じように路上喫

煙マナー向上の活動に関しては地域で、この推進員さんが旗振り役になって後の方々が協

力しながら進めていくとそういうような連携役割分担ということですよね。 

たとえばのパターンですけど、福祉委員会の中にその路上喫煙マナー向上部会というよう

なものを作っていただいてその部会員が推進員として位置づけられる。というパターンも、

ある意味ではわかりやすいパターンなのかなというかんじがしなくもないですね。それは

地域で決めていただく問題ですから、地域で考えていただいたらいいとおもうのですけど。 

逆の見方をすると、地域で一生懸命がんばっていますと。市役所から任命されています。



でも地域の人は、なんですかあの方はみたいな、話になったらちょっと困るという。この

活動に関するリーダー的な位置づけでちゃんと任命されていますよというふうな。その

方々の地域の中での位置付けも明確にしていく。逆にその方々10 名さんだけががんばるの

ではなく、10 名の方が音頭を執りながら他の方々に声かけていただいて一丸となって活動

するほうが、より効果的ですよね。そうすると従来のリーダーさんの役割も軽減される。 

委員長になると、なんでもかんでも責任をとる立場になりますので相当大変じゃないです

か。そういう意味ではこの分野この活動はこの人が中心にやっていくというふうにうまく

割り振っていけばみんなが役割分担で責任分担できるなあと思います。うまくやっていら

っしゃる地域もありますけどね。それを気づいていただけるひとつのきっかけにもなれば

と思います。この喫煙マナー向上に関してはこの方々が地域で旗を振って皆さんをリード

していく。このタイプの活動に関してはこの方々が中心になる。そういう役割分担連携が

できたらいいなと思います。 

全体をマネジメントしているのが福祉委員長さんであるとなってくれば、福祉委員長さん

もずっと気持ちが楽になる。 

公募で 10名集まりますかね。役員さんにお願いしないとなかなか難しいですかね。 

[事務局]自薦という点では、地域コミュニティ、地域活動のなかで希薄である存在の方もこ

ういったことをきっかけに、今までこういう団体関係無かった方も関係なかったけどやり

ますと言っていただけたら、どんどん地域活動のなかに入ってきていただけるきっかけに

なったらということで自薦という部分に関しても残した方がいいのかなと思っております。 

[会長]先ほど花田先生が説明会の話をされましたでしょう。必要性があろうとなかろうとワ

ークショップみたいなものは、やったほうがいいのかなと思います。といいますのは、役

員会でとめてしまうと、どうしても役員会の役員さんにはお声かかりますけども、ひょっ

とすると役員やってらっしゃらない方で、やるっていう方もおられるはずなのです。そう

いう方を発掘するためにも、1,2回はワークショップをして誰が来てもいいですよと。そこ

から何名かは動いてくださる方、見つかる可能性あると思うんです。 

なかなか市役所側は人材を見つけるって言うのは苦手ですよ。どうしても役員さんにお願

いする。頼まれた役員さんも自分が声かける範囲は色んなこと声かけていますから、なか

なかだれに新しい仕事やってもらおうかなというのは難しい。でもそのもうふたつぐらい

周辺にいっぱいの時間あるんだけど何をやっていいのかなっていう人がだんだん増えてき

ていのですよね。そういう方々にお声かけるのをお手伝いするっていうのも市役所の重要

な役割かなと。そういうワークショップの費用はご支援申し上げるとかあってもいいかな

と。 

それでは今日予定した案件は以上です。もう一度全体を通しまして、言い忘れていること

ございませんか。 

もうあさってからになりました。準備のほう、どういう状況になっていますか。 

[事務局]10月 1日から、この条例の主な部分が施行されることになります。6条、7条、8



条、9条、11条、12条ですね。13条の過料に関しましては、一定このあと様子を見てから

施行ということになります。私どもで啓発のタイミングといたしましてはこの時期、明日

から、今日から、おとといからと、できればこの時期に熱いパワーを感じるうちに啓発が

できるのが一番いいかなと考えておりまして。ちょうど 9 月の中旬くらいに新聞紙に情報

提供させていただきまして広報依頼しておりました。あとは 9月の 30日の日と 10月 4日

の日の夕方に、八尾市内の主要駅計 6 箇所で職員が中心になって啓発活動を展開しようと

思っています。駅の周辺ということですので、通勤通学される方をターゲットにしており

ます。あともう一点は 10月 1日の日に、八尾をきれいにする運動推進本部というのが八尾

市協議会組織でございます。 

こちらのほうに 4月から路上喫煙対策部会を、新設させていただきました。毎年 10月 1日

ではないのですけど、今年は 10月 1日に無理を言って設定させていただきまして、クリー

ンキャンペーンを実施しようと考えております。そのクリーンキャンペーンで八尾駅周辺

を美化清掃活動やっていくというのに合わせて、路上喫煙対策部会でも啓発活動を歩きな

がら行っていくということを考えております。回覧版に関しましても 10月中旬あたりには、

みなさまの各お宅のほうに回覧でお知らせさせていただきます。以上 10月 1日からにあた

りましての啓発です。 

[会長]という状況だということでございます。 

そのことも含めて何かございますか。 

[副会長]のぼりはどうですか。 

[事務局]のぼりに関しましては、増やして刷ったということではないのですがキャンペーン

のときは目立つ部分に置きながら啓発活動していく予定です。市内全域に置かせてもらう

というのが理想なのですが、なかなかそこまではできていないです。 

[会長]歩くときはのぼりさして歩いているのですか。 

[事務局]そうです。 

[副会長]運動会のところでのぼりを。 

[委員]どうしても喫煙場所を作らなければならないのですよ。そこに貼っておけば。 

[副会長]吸われている方に伝わると。 

[事務局]10 月になると市民スポーツ祭がございます。そういったなかで路上喫煙の条例の

趣旨を説明していただくことで、アナウンスしていただくということで各地区の体育祭の

実行委員長さんに原稿を持っていって今お願いしているところです。 

[会長]スポーツ祭も喫煙場所を作られるのですか。そこで待っていたらいいのです。吸う方

が来てくださるのですから。そこで案内をお渡しするほうがよっぽど効果的です。 

[委員]ごみ収集車では流さないのですか。 

[事務局]ごみ収集車のほうは、収集業務に支障ありますので直接アナウンスを流しながら走

るということはないのですが、収集車の横に広告というか皆様へのアピール、子どもを守

りましょうというポスターなど貼ったりできる面があります。そこを活用させていただく



方向で話進めさせていただいております。ごみ収集車って動きっぱなしなのですね。止ま

っては動き止まっては動きで、止まっているときに見ていただけるような形にしておりま

す。 

[副会長]消防車もどうですか。 

[事務局]消防車、救急車も一定台数、手配してございます。それに加え職員がマイク放送し

ながら午前と午後一回ずつ八尾市内一円をマナーの啓発をしています。 

[委員]FMちゃおはどうなのですか。 

[事務局]FMちゃおの放送は、10月 1日です。 

[会長]ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

だんだん方向性が見えてきたかと思います。 

[事務局]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) 


