
 -1- 

第８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 24年７月 20日（金）午後２時～午後４時 

八尾市役所本館８階 802会議室 

出席者 委員９名 事務局 

 

１．開会 

・経済環境部長挨拶（略） 

 

２．会長挨拶（略） 

 

３．案件 

⑴ 平成 23 年度路上喫煙対策事業について 

［事務局］平成 23年度路上喫煙対策事業につきましては、平成 23年 10月から平成 24年 3月末まで、

(株)サーベイリサーチセンターという事業者へ委託を行い実施いたしました。事業内容としまし

ては、啓発活動、条例認知度調査及び路上喫煙実態等調査業務に大別されます。 

 

啓発活動 

啓発活動につきまして、実施した活動のうち３つほどご報告させていただきます。１つ目に、

「サポーターの追加募集」としまして、条例の趣旨に賛同してくださる人を募り、「条例のサポー

ター」への登録を呼びかけ、15 団体 79 名よりお申出をいただきました。サポーターの役割とし

ましては、自宅やお店へのポスター掲示、また啓発活動への参加をお願いするものです。サポー

ター募集に関しましては、平成 22 年度の委託事業でも実施したものですが、今後もマナー啓発の

輪を広げていくため、継続して実施する予定をしております。２つ目に、「路上喫煙パトロール・

ぽい捨て吸い殻清掃キャンペーン」としまして、近鉄八尾駅の北側と南側の清掃活動を、八尾地

区と用和地区の自治振興委員会のご協力を得て実施いたしました。清掃活動後は、拾ったごみの

数を調べてぽい捨ての実態を、地域の回覧版や掲示板で周知しました。本活動は、合計３回実施

し、延べ 56名の市民にご参加いただきました。３つ目に、市内のたばこ小売店約 200 店舗を通じ

て、喫煙者に啓発用ティッシュとちらしを配布する啓発活動を実施いたしました。 

 

条例認知度調査 

  続きまして、条例認知度調査について、ご説明させていただきます。八尾市路上喫煙マナーの

向上を市民とともに推進する条例（以下、「条例」という。）や路上喫煙禁止区域の認知状況を把

握する目的で、7,861 件の街頭アンケートを実施しました。    

条例の認知状況については、全体として、「よく知っている」が 23.9%、「聞いたことはあるが、

よくは知らない」が 23.8%、「知らない」が 52%と、過半数の方が条例をご存知でないという結果

でした。回答者の属性を分析しますと、20代～50代の男性（以下、「喫煙層」という。）は他の年

齢層よりも喫煙率が高くなっております。なお、喫煙層の条例認知度については、30 代男性では

68.5%、40 代男性でも 63%が「知らない」と回答されており、高いとはいえない状態です。次に、
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条例の認知手段としましては、「市広報紙」が 47.8%と約半数を占め、次いで「路面表示・看板」

が 11.9%、「ポスター」が 11.8%と続きました。なお、喫煙層における「市広報紙」との回答割合

は、20代男性では 19%、30 代男性では 25.4%と、他の年齢層より低いという結果でした。一方で

「ポスター」で知ったとの回答は、全体が 11.8%であるのに対し、30代男性では 22.2%、40 代男

性では 18.1%となっており、「路面表示・看板」、「啓発イベント」を見かけて知ったと回答する人

も、他の年齢層より多くみられたことから、喫煙層に対しては、視覚的な表示が有効であること

が伺えます。 

次に、条例で規定する禁止行為については、「①公共の場所における歩きたばこ、自転車等に乗

りながらの喫煙禁止」についてご存知だった方は 71.7%、「②路上喫煙禁止区域内における喫煙禁

止」についてご存知だった方は 55.4%、「③公共の場における周囲に多数の人のいる場所での喫煙

禁止」についてご存知だった方は 43.8%でございました。ただし、喫煙層につきましては、「②路

上喫煙禁止区域における喫煙禁止」を除いて、全体の認知率よりも低い認知率でした。 

また、路上喫煙禁止区域の認知状況につきましては、全体として「知っている」が 27.4%、「知

らない」が 72.4%でした。喫煙層及び 20代の女性の認知率が、全体の認知率より低いという結果

でございました。地域別では、路上喫煙禁止区域から距離的に遠い地下鉄八尾南駅で、「知ってい

る」との回答が 14.6％に留まっています。認知手段につきましては、こちらも「市広報紙」が 53.7%

と最も多く、次いで「路面表示・看板」が 20.1%、啓発イベントが「11.6%」と続いています。 

 

路上喫煙等実態調査 

 続きまして、路上喫煙等実態調査の結果について、ご説明いたします。本調査は、平成 21年度

から実施しており、ぽい捨てされた吸い殻の数を数える「ぽい捨て吸い殻数のカウント」調査、

通行者数と路上喫煙者数を数えて路上喫煙率を算出する「路上喫煙者数のカウント」調査、路上

喫煙されている方が吸い殻をどう処理したかを観察し、ぽい捨て率を算出する「路上喫煙者のぽ

い捨て状況調査」の３つの調査からなります。調査場所は、主要駅前の調査として、近鉄八尾駅、

近鉄河内山本駅、JR 久宝寺駅、JR 八尾駅、JR 志紀駅、地下鉄八尾南駅の６つの駅周辺、また予

備調査としまして、近鉄久宝寺口駅、近鉄高安駅、近鉄恩智駅の３駅周辺としております。なお、

平成 23 年４月に路上喫煙禁止区域が指定されたことから、平成 23年度より路上喫煙禁止区域の

調査も加えて実施しております。 

それではまず、ぽい捨て吸い殻数調査の結果ですが、６駅の平均本数は、平成 21 年度は 1,886

本、平成 22 年度は大きく減少して 715 本、平成 23年度は 1,063 本という結果でございました。

平成 22 年度も同様でしたが、地下鉄八尾南駅の吸い殻数が突出して多くなっております。駅ごと

の結果については、平成 21 年度の調査では、近鉄八尾駅、河内山本駅、JR 志紀駅、地下鉄八尾

南駅の４駅で、2,000 本を超える吸い殻を確認しましたが、平成 22 年度調査では、地下鉄八尾南

駅を除いて、大幅に減少しました。平成 23 年度調査では、平成 22年度調査結果より少し増えた

ものの、平成 21年度水準と比べると減少している状態です。ただし、地下鉄八尾南駅については、

平成 22 年度調査時も下がり幅が小さく、平成 23 年度調査では再び平成 21年度水準に戻った形で

す。地下鉄八尾南駅については、駅の北側で多くの吸い殻が確認されております。平成 23年度調

査で確認された地下鉄八尾南駅周辺の吸い殻数の合計は 1,938 本でございますが、このうち駅の

北側で 1,395 本の吸い殻が確認されています。駅の南側は人通りのある地域で、シルバー人材セ
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ンターによる清掃活動がほぼ毎日実施されております。一方、北側については、空き地が広がる

人通りが少ない地域で、定期的な清掃活動も確認されておりません。こういったことから、北側

では吸い殻が散乱したままとなっており、さらなるぽい捨てにつながっているものと思われます。 

   次に、路上喫煙率とぽい捨て率について、ご報告させていただきます。まず６駅の平均路上喫

煙率ですが、平成 21 年度は 2.7%、平成 22 年度は 2.0%に低下し、平成 23年度は 2.3%となってお

ります。次に６駅の平均歩行喫煙率については、平成 21 年度は 82.3%、平成 22年度は 81.8%とほ

ぼ横ばいでしたが、平成 23 年度は、61.9%へ低下しております。なお、歩行喫煙率とは路上で喫

煙されている人のうち、歩きながら、自転車に乗りながら喫煙している人の割合をいいます。ぽ

い捨て率については、平成 21 年度は 46.1%、平成 22 年度は 38.7%、平成 23 年度は 52.9%という

結果です。 

平成 23 年度調査において、路上喫煙率が高い上位３駅は、地下鉄八尾南駅が 5.0%、次いで、

JR 志紀駅が 3.0%、JR 久宝寺駅が 2.6%でございます。地下鉄八尾南駅は、吸い殻数に続いて路上

喫煙率でも突出していますが、これは駅の南側のロータリーにおける路上喫煙率が 9.0%と突出し

て高くなっていることが要因です。ロータリー内には、空き缶等の代用物も含めて 23 個の灰皿が

確認されましたが、これらの灰皿を使用して喫煙する人が多かったことが原因として挙げられま

す。本区域では、調査中に路上で喫煙される方を 84人確認しましたが、そのうち立ち止まって喫

煙されている方が 51 人であり、歩行喫煙率は 39.3%、吸い殻のぽい捨ても 48 本に留まっていま

す。なお、調査対象の全 30 ブロック中でぽい捨て吸い殻数、ぽい捨て率ともに最も小さい区域と

なっており、喫煙者が多いため、路上喫煙率は高くなっているものの、灰皿を利用することによ

り、歩行喫煙やぽい捨ては少ない状態であるといえます。 

一方、路上喫煙率が低い駅については、平成 22 年度、23 年度ともに、近鉄八尾駅がもっとも

低くなっています。調査を開始した当時の平成 21 年度の近鉄八尾駅の路上喫煙率は 2.3%でした

が、平成 22 年度には 1.4%、平成 23年度は 1.2%となり、特に平成 23年４月から運用を開始した

路上喫煙禁止区域については 0.8%と、全 30 ブロック中最も路上喫煙率が低くなっています。こ

れは、昨年度、路上喫煙マナー啓発指導員による巡回指導を毎日実施するなど、路上喫煙禁止区

域内の啓発を重点的に実施した結果であると思われます。ただし、路上喫煙禁止区域のルールを

守ってくださるマナーの良い喫煙者は、区域内ではたばこを吸わないことから、喫煙者数自体は

減少しているものの、マナーを守らない喫煙者が減らない結果、ぽい捨て率や吸い殻数はなかな

か改善されにくいものと思われます。 

全体的には、平成 22年度調査は条例が施行された直後に実施したため、条例施行時の大々的な

広報活動などの効果により、平成 21年度の結果と比べて大きく改善したものと思われます。また、

平成 23 年度に実施した今回の調査は、条例施行時に比べインパクトが薄まってきたことなどもあ

り、平成 22年度調査に比べると結果は少し戻ったものと考えられますが、条例ができる前の平成

21 年度に比べると、条例の効果は一定あがっているものと考えております。 

また、平成 22 年度調査では調査区域のほぼ全てで数値が改善するという結果でしたが、平成

23 年度の調査では、路上喫煙禁止区域のある近鉄八尾駅で路上喫煙率の低下が続く一方、その他

の地域では上がっていること、路上喫煙率は高いものの、歩行喫煙率もぽい捨て率も低い場所が

あることなど、地域ごとに傾向が異なってきている結果となっております。以上で、説明を終わ

ります。 
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［会長］ありがとうございます。何かご質問はありますでしょうか。 

［副会長］２つほど教えていただきたいことがございます。まず、地下鉄八尾南駅はぽい捨て吸い殻

数がなかなか改善しませんが、近鉄河内山本駅はかなり改善しています。その要因としてどのよ

うなことが挙げられますか。次に、イベントの効果についてですが、路上喫煙禁止区域の運用に

合わせてイベントを実施されたと思いますが、イベントの効果はありましたか。24 年度も何らか

のイベントを企画されているのでしょうか。 

［会長］河内山本駅では特別な対策を実施されたのですか。 

［事務局］河内山本駅周辺のみ特別な対策をしたということはございません。河内山本駅周辺におけ

る吸い殻数の減少については、駅周辺においてボランティアで清掃活動を実施してくださってい

る方がおられることが要因かと考えております。一方、地下鉄八尾南駅で吸い殻が減少しないの

は、駅の南側はほぼ毎日、シルバー人材センターによる清掃活動が実施されておりますが、北側

については清掃活動が実施されていないことから、ぽい捨てされた吸い殻がそのままになってい

ることが要因として考えられます。本市の吸い殻数の調査方法としては、ぽい捨て吸い殻のない

状態から、改めて調査を実施するという方法をとっておりません。そのため毎日清掃が実施され

ているところは、清掃後からぽい捨てされた吸い殻のみをカウントしますが、八尾南駅の北側の

ようにぽい捨てが積み重ねられているところは、調査結果も悪くなるとういことになります。清

掃の有無による美化状況も含めて、調査地域の現状について調べることを目的としていることか

ら、このような手法で実施しております。 

［副委員長］ぽい捨てがぽい捨てを呼ぶといことでしょうか。 

［事務局］そういった現象も考えられますが、人通りが少ない地域であることも要因ではないかと考

えております。他の場所の調査結果を見ていますと、歩行喫煙率が高くてもぽい捨て率が低くな

る地域がございましす。例えば JR 八尾駅北側の商店街周辺は、歩行喫煙率は 83.3%と高い一方、

ぽい捨て率は 46.7％に留まっております。また近鉄八尾駅北側の大型商業施設へ続く歩道周辺も、

歩行喫煙率は 90.6％と高い値ですが、ぽい捨て率は 50％に留まっています。いずれもお店の方や

通行人の視線があるところであり、人の目がぽい捨てという行動の抑制につながるものと考えて

いるところです。 

［会長］地下鉄八尾南駅は、八尾空港西側跡地の利用方法が決まらないと状況は変わらないでしょう

ね。ぽい捨てだけでなく、雑草も茂っていて雑然とした雰囲気となっています。 

［事務局］平成 24 年度に実施するイベントにつきましては、この後ご説明させていただく八尾市路上

喫煙マナー向上推進員との啓発活動などがございます。平成 23 年度に実施した路上喫煙禁止区域

のイベントの効果については、セレモニーを噴水広場で実施しましたので、ご覧いただけた方に

は印象に残ったのではないかと考えております。条例認知度調査結果より、啓発イベントで路上

喫煙禁止区域や条例のことを知ったとお答えいただいた方は約 10％でございました。市政だより

の約 50％が最も有効な情報伝達の媒体ではありますが、それでも 10％の方に啓発イベントとお答

えいただけたのは一定効果があったものと考えております。 

［会長］路上喫煙禁止区域の認知状況については、地下鉄八尾南駅周辺での認知率が極端に低いです

ね。大阪市と接する場所ですので、大阪市民の方にはまだ伝わっていないという感じがしますね。 

［副会長］路上喫煙マナー音頭は活用されていますか。 

［事務局］各地域で実施される盆踊りの会場で啓発文章のアナウンスとともに流していただいており、
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地域の皆様へは浸透していっていると考えております。 

 

⑵ 八尾市路上喫煙マナー啓発指導員の指導状況等について 

［事務局］それでは、八尾市路上喫煙マナー啓発指導員（以下、「啓発指導員」という。）の指導状況

について、ご説明いたします。啓発指導員は、本市の非常勤嘱託職員であり、警察ＯＢの方に任

に当たっていただいております。 

平成 23 年度に路上喫煙禁止区域内において、啓発指導員が確認した喫煙者の月間認知数につき

ましては、平成 23年５月は、歩行者が 202 名、自転車が 161 名、単車が 59名、自動車で窓を開

けての喫煙が 1,075 名で、合計 1,497 名でございました。また平成 23 年９月には、歩行者が 156

名、自転車が 147 名、単車が 41 名、自動車で窓を開けての喫煙が 608 名で、合計 952 名でござい

ます。そして、平成 24 年の２月には、歩行者が 138 名、自転車が 99名、単車が 15 名、自動車で

窓を開けての喫煙が 679 名で、合計 931 名であり、減少傾向でございます。 

路上喫煙等実態調査の結果からも、路上喫煙禁止区域における路上喫煙率が 0.8％と調査対象

地域の中で最も低くなるという結果が得られ、指定による効果が上がっているものと考えており

ます。要因としましては、平成 23 年４月の路上喫煙禁止区域指定後、啓発指導員が巡回指導を毎

日実施したことが大きいと考えております。また、駅前やイベント会場における啓発活動、市政

だよりによる広報、八尾商工会議所会報への記事掲載、運転免許証更新時における自動車での窓

を開けての喫煙行為禁止に関する周知チラシの配布及び店舗等へのポスター掲示による広報活動

なども要因と考えております。 

この結果を受けまして、平成 24 年度は路上喫煙禁止区域に加えて、近鉄、ＪＲの各駅、地下鉄

八尾南駅周辺につきましても、啓発指導員による巡回指導を行っているところでございます。市

民の皆様に条例を理解していただき、更なるマナー向上のため今後も広く啓発活動を行っていき

たいと考えています。 

［会長］ありがとうございます。前回もお話させていただきましたが、自動車にはなかなか声をかけ

にくいということでございますね。 

 

⑶ 平成２４年度事業計画について 

［事務局］続きまして、平成24年度事業計画について、説明させていただきます。昨年度は、路上喫

煙禁止区域の指定を行ったことに伴い、路上喫煙禁止区域内の啓発に特に重点的に取り組みまし

たが、今年度は八尾市路上喫煙マナー向上推進員を核として、地域とともに様々な活動を実施し

て参りたいと考えております。それでは、具体的な内容について、説明させていただきます。 

まず、啓発指導員による指導につきまして、本市では警察ＯＢ２名に、路上で喫煙されている

人に対し、直接指導を実施しております。昨年度は、路上喫煙禁止区域の周知を図るため、禁止

区域内での巡回指導を毎日実施いたしました。その結果、路上喫煙禁止区域内の路上喫煙率は

0.8％まで下がり、一定の効果があったものと考えております。今年度は、路上喫煙禁止区域内の

成果を他の地域にも広げられるよう、路上喫煙禁止区域に加えて、主要駅の周辺など市内全域に

て、計画的に巡回指導を実施して参ります。 

  次に、八尾市路上喫煙マナー向上推進員による地域での啓発活動を支援し、路上喫煙マナーの

守られる環境づくりを地域とともに実施して参ります。詳細については、この後別途ご説明させ
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ていただきます。 

  次に、路上喫煙マナーの向上を応援するサポーターについて、昨年度の委託事業の中で実施し

たサポーター登録の呼びかけと、登録者へのポスター掲示依頼等を継続、拡充していくこととし、

市政だより９月号で周知をし、随時登録できるものとして取扱いを始める予定です。路上喫煙マ

ナーの向上を図る取組方法の１つとして、ポスター掲示という気軽に参加できるメニューを用意

することで多くの方にご登録いただき、八尾のまち全体でマナー向上を推進する雰囲気を高めて

いければと考えております。また、啓発活動への参加も呼びかけ、八尾市路上喫煙マナー向上推

進員が地元で行う活動との連携も実現させていきたいと考えております。 

  次に、路上喫煙対策重点地域の指定の検討について、ご説明いたします。路上喫煙禁止区域の

新たな指定については、条例により地域からの申出が必要となります。その際には、小学校区を

単位とする路上喫煙対策重点地域として、地域で一定期間、路上喫煙マナーの啓発活動に取組ん

でいただいた上でお申出していただくということとなっております。なお、路上喫煙禁止区域の

指定は、条例により『市民及び事業者が、市長に対し、当該対象とする区域内の相当数の市民及

び事業者の同意を得た上で、申し出ることができる』とされており、また、条例施行規則により

『小学校区を単位とした路上喫煙対策重点地域として、地域内において一定期間の活動等を行う

ことにより、その代表者の推薦をもって、相当数の市民及び事業者の同意があったものとみなす』

としていることから、現在市内の各小学校区で設立準備が進んでいる校区まちづくり協議会に地

域での活動団体となっていただくことを想定しており、今後の設立状況等を見ながら、調整して

参りたいと考えています。 

  次に、平成21年度以降実施している路上喫煙等実態調査について、今年度も継続して実施し、

条例の効果や実態把握に努める予定です。 

   その他、八尾河内音頭まつりなどのイベントの際に、啓発活動を実施します。 

 事業の予算額については、非常勤嘱託職員として雇用する警察ＯＢである啓発指導員の人件費

として、6,063,000円、八尾市路上喫煙マナー向上推進員用のベストや啓発活動で使用するグッズ

などの消耗品に1,178,000円、サポーター等に掲示を依頼するポスターの作成費として123,000円、

路上喫煙禁止区域の指定のための前身である路上喫煙対策重点地域での取組みを進めていただく

ための補助金として60,000円を計上しております。なお、路上喫煙対策重点地域については、１

地域あたり30,000円の補助金となっており、２地域分を計上しています。また、路上喫煙等実態

調査の委託料は、5,484,000円で、昨年度より委託料が大きく減少していますが、今年度は、昨年

実施した啓発活動を行わず、調査業務のみを委託するため、この金額となっています。 

以上で、説明を終わります。 

［会長］ありがとうございました。ご質問などはございますか。 

［委員］路上喫煙等実態調査は、緊急雇用創出基金事業を活用して実施されるということですが、い

つまで継続されるのですか。 

［事務局］国の補助金を活用しておりますので、国の制度がいつまで継続されるかによりますが、現

在のところは、今年度までです。国の制度が終わった後、八尾市単独の費用で予算を計上できる

かは財政当局との協議によります。 

［委員］調査結果については、どのように活用されていますか。 

［会長］先ほどのご説明で、啓発指導員による巡回を今年度より主要駅で展開しているというお話が
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ございましたが、調査結果では地下鉄八尾南駅の結果がかなり悪いので、八尾南駅周辺を中心に

巡回されるなど、調査結果を活かした取扱いを考えておられますか。 

［事務局］調査結果では、地下鉄八尾南駅及びＪＲ久宝寺駅の路上喫煙率が高くなっておりましたの

で、両駅に着いては重点的に回ってもらうようにしております。なお、平成 23年度における緊急

雇用創出基金事業を活用した路上喫煙対策事業では、条例施行からまだ２年目だったことを踏ま

え、市民に条例を広く周知する必要がございましたので、失業されている方への就労機会の提供

という緊急雇用創出基金事業の目的を達成することに併せて、啓発事業と路上喫煙等実態を把握

することを柱に事業を実施した次第でございます。今年度は、条例施行から３年目にあたります。

これまでの啓発事業の実施により、一定の周知は図れたこともありますので、今年度は、啓発業

務については私どもで進めて参る次第です。ただ、路上喫煙等実態調査は、ご指摘いただいたと

おり、調査結果を踏まえて、今後の啓発事業の企画展開を考えていくために、もうしばらく実施

させていただきたく考えております。この後の案件でご説明させていただきますが、平成 23 年度

の調査結果を踏まえ、灰皿の施行設置も今年度実施したいと考えているところでございます。 

［会長］ありがとうございます。他はいかがですか。先ほど河内山本駅の話がございましたが、河内

山本駅では放置自転車が減少してきていますね。これまで午前中にのみ実施していた撤去活動を

午後も実施されるようになり、いつ撤去されるか分からない状態にされたことで効果が上がった

と聞きました。交通対策課では放置自転車について啓発されています。環境保全課は美化の啓発

をされています。警察では、地域安全について地域の方へ啓発されています。それらを合わせて

いくということがもっとあってもいいのかなと思いまして、このお話をさせていただいています。

当協議会の委員にも自治振興委員会の方がおられますが、別々の部署から地域に協力依頼がある

と地域も大変ではないかと思いますし、もっと連携してされたほうが効果的にできることもある

と思います。河内音頭まつりのほかに、他と連携して実施する活動は、どんなものがありますか。 

［委員］消費者大会の際にちらしを配らせていただくなど、私が所属する団体では、機会を捉えて、

いっしょに啓発活動をさせていただいております。 

［事務局］女性フェスティバルなどでもご協力いただいているところです。今年度におきましては、

６月に亀井小学校で実施された龍亀フェスタにおいて、啓発活動を実施したところでございます。

そのほか、盆踊り大会、市民スポーツ祭及び久宝寺寺内町の燈路まつりなどの地域で開催される

イベントにおいて、地域と調整をしながら啓発活動を行う予定です。先ほど会長からお話のあっ

た放置自転車に関する啓発との連携については、自転車放置禁止の啓発用看板に路上喫煙の啓発

内容を盛り込むことを昨年度から進めております。看板が別々に存在すると景観にも良くないこ

とから、両方盛り込んだ看板を設置させていただいています。 

［副会長］当協議会では、路上喫煙マナーの向上という環境や美化と関連するテーマを審議していま

すが、本テーマと安心安全、または昨今話題になっている防災・減災というテーマとは、実は“地

域づくり”ということでつながっていると思います。だから、安心安全で暮らしやすいまちづく

りを進めることの一つに、この路上喫煙マナーのテーマも含まれているという意味では、会長が

ご指摘のように、連携して進めていくことで相乗効果というものも生まれてくると思います。先

ほどご説明のあったぽい捨てが多いところは人通りが少ないということも、そういう場所は防犯

上も問題があるのではないかなとお聞きしていましたので、役所の中でそれぞれご担当があると

は思いますが、役所からでなく、地域から見て必要なことに取り組まれたほうがいいかなという
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ふうに感じました。 

［事務局］現在、まちづくり協議会の設立が各地域で進められております。路上喫煙マナー向上を推

進する取組みの実施について、設立状況を見ながらまちづくり協議会へ働きかけをさせていただ

きたいと考えているところでございます。八尾市路上喫煙マナー向上推進員についても、ご応募

いただく際に、地元からご推薦をいただくという形をとっておりますのは、やはり地元の方のご

協力なしでは活動の広がりがのぞめないと考えてのことです。ご指摘いただいた安心安全のまち

づくりと路上喫煙マナーの向上を切り離して考えるべきでないという点については、私どもも同

じように考えているところでございますので、そのような働きかけを考えております。 

［会長］きれいなまちは犯罪も少ないと最近言われてきておりますね。昨今では、大阪府においても、

地域との連携ということを目指しておられますので、路上という点から道路管理者との連携も進

めていってはどうでしょうか。 

［事務局］連携については、ご指摘いただいたとおりでございます。この条例は、『清潔で快適な生活

環境の実現』、『市民等の身体及び財産の安全の確保』及び『健康への影響の抑制』という３つの

目標を掲げており、地域安全、健康などの観点から関係課が協議しながら策定したものでござい

ます。道路管理者のお話についてもご指摘いただいたとおり、連携を進めていくことが必要でご

ざいますが、まずは庁内の連携について検討していくことが必要と考えております。 

 

⑷ 八尾市路上喫煙マナー向上推進員の啓発活動及び今後の活動内容について 

［事務局］続きまして、八尾市路上喫煙マナー向上推進員（以下、「推進員」という。）の啓発活動及

び今後の活動内容について、ご説明させていただきます。推進員については、昨年度公募を実施

し、平成 24 年２月に８つの小学校区・19 名の方へ委嘱を行っております。なお、ご応募いただ

いた方を対象に委嘱することとなりますので、地域によって人数に差があり、また応募者がゼロ

の地域もあります。推進員の活動は、それぞれの地域で、その地域の実情に応じた啓発活動を展

開していただくことを基本と考えておりますので、啓発用グッズの提供など活動を実施する上で

必要な調整等を行って参ります。 

   各地域での取組みを進めていただく際の参考としていただけるよう、去る５月 12 日（土）にア

リオ八尾前で、啓発活動を実施いたしました。活動内容は、揃いのウィンドブレーカーを着て、

通行人にマナー向上を呼びかけながら、ポケットティッシュを配布するというものでした。当日

は、19 名中 14 名の推進員にご参加いただき、午後１時から２時まで活動を実施した後、プリズ

ムホールの会議室でお茶を飲みながら、活動の感想や推進員への応募動機などについて、さらに

１時間ほど話を行う場を設けました。活動に関しては、事故もなく無事に終えることができ、参

加者からは「やり方が分かった」とのお声をいただきました。後日、竹渕地区ではスーパーの前

で啓発活動を実施され、また、安中地区では、自治会や商店街の方とともに、ＪＲ八尾駅前を中

心に定期的に啓発活動を進めてくださっています。 

今後の活動としましては、各地域における取組み内容等について情報交換していただける場を

定期的に設け、今後の活動へつなげていただけるよう調整して参ります。将来的には、推進員の

中から世話人を選出し、主体的な活動を展開していただけるような仕組みを構築して参りたいと

考えております。また、先程ご説明させていただいたサポーター登録者を増やすことで、推進員

とサポーターの連携が可能な環境づくりを行い、地域での活動に厚みや広がりが生まれるような
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仕組みづくりを進めて参ります。 

最後に、推進員につきましては、各小学校区に１名以上委嘱することを目標としたいと考えて

おりまして、今年度中に追加公募を実施したいと考えております。 

［会長］ありがとうございました。座談会の様子をもう少しお聞かせいただけますか。 

［事務局］グループ分けをして実施したこともありまして、比較的なごやかな雰囲気の中で実施して

いただきました。「一人だと活動がやりにくい」というお声もいただき、「横のつながりで活動し

たらいけないのか」という積極的なご意見もいただきましたが、地理的に遠いということやご高

齢の方もいらっしゃいますので、地域を離れて別の地域で活動を実施することは難しいのではな

いかと考えているところでございます。そのためにもサポーター登録者を拡大し、地元で活動し

やすいよう進めて参ります。なお、今後も情報交換の場の設定を継続して開催したいと考えてい

るところでございます。 

 

 ⑸ 公共の場所での灰皿設置の検討について 

［事務局］続きまして、公共の場所での灰皿設置の検討について、ご説明させていただきます。当課

では条例施行からこれまで、市政だよりやＦＭちゃおなどによる広報を実施するとともに、地域

で実施される市民スポーツ祭などのイベント時の啓発や、駅・大型店舗等の周辺における街頭啓

発を実施してきたところです。喫煙される人にも、一定条例についてご理解をいただいていると

ころですが、一方で、駅周辺の灰皿が撤去されたことなどから、吸い殻のぽい捨てが増えたので

はないかというご意見もいただくのが現状です。 

ぽい捨ての実態につきましては、平成 23年度調査結果は平成 21年度水準との比較では半減し

ているものの、平成 22 年度水準よりは増加しており、またぽい捨て率についても増加の傾向に

あります。要因としては、条例施行から２年近くが経過し、当初に比べて条例遵守の意識が薄れ

てきたことや駅周辺に設置されていた灰皿が撤去されたことなど様々なことが考えられます。そ

のような中、平成 23年度の路上喫煙等実態調査からは、地下鉄八尾南駅北側では、歩行喫煙率・

ぽい捨て率ともに市内でも低くなっており、灰皿の設置が歩行喫煙やぽい捨てを抑制しているも

のと推測されます。そこで、試行的ではありますが、市内のいずれかの駅付近に灰皿を設置し、

歩行喫煙やぽい捨てへの影響を調査したいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

［会長］灰皿を置くことにより、その場所が喫煙コーナーとなってしまいます。そこを通る方にとっ 

て迷惑になるという状況も起こりうると思いますが。 

［事務局］灰皿の設置場所については、今後担当課とも協議しながら、動線から外れた場所を選択し、 

通行人への配慮を十分行って参ります。 

［委員］先日京都へ行く機会があったのですが、京都では喫煙場所へ誘導する表示がありまして、喫

煙場所を見つけたときは、「そこで吸える」という安心感と同時に、「喫煙場所があるということ

は他の場所では吸ったらいけないのだな」ということが自然と分かったのです。八尾市の条例で

は、歩行喫煙は禁止ですが、立ち止まっての喫煙は禁止ではありませんので、路上喫煙マナーの

向上を図るには、最終的には喫煙場所を設置することが必要ではないでしょうか。 

［事務局］本市の条例は、路上喫煙を禁止するというような規制条例ではなく、たばこを吸う方も吸

わない方も、マナーを守ってお互いに気持ちよく過ごせることを目指すものでございます。その

ため、吸わない人が不快な思いをしないよう十分配慮することは必要ですが、やはり吸う方の権
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利というのも無視はできないと考えております。今回の実態調査では、公の灰皿ではありません

が、空き缶などの代用灰皿が設置されている場所ではぽい捨てが少なく、歩行喫煙率も低いとい

う結果が出ておりますので、常設ではなく、まず試験的に設置させていただいて、設置前後で一

度統計をとり、検証してみる必要があろうかと考えております。 

［会長］灰皿の管理は誰が行うのですか。 

［事務局］シルバー人材センターに清掃業務を委託している場所に設置し、灰皿の管理も併せて行う

よう考えております。 

［会長］私や副会長のように環境問題を研究している人間にとっては、吸い殻の処理は、基本的には

自ら行わせることが必要だと思うんですね。後始末を誰かがやることで、どんどんごみの排出が

増えていくということにもつながりますので、基本的にはたばこを吸う人に、携帯灰皿の使用を

求めたいと思います。そういう点から、公共灰皿を置くというのには、疑義を感じないわけには

いかないですが、マナーが上がってこないから、次善の策として置かれるということだとは思い

ますので、そこが難しいところですね。 

［副会長］京都の場合は過料を徴収していますね。最近、禁止区域も拡大しました。吸えるところと

吸えないところをはっきりさせているといえますね。 

［委員］京都の喫煙場所では禁止区域の周知もされており、たばこを吸える場所と吸えない場所が明

確でした。 

［委員］携帯灰皿は便利ですけれど持ち歩けますので、歩きたばこの禁止にはつながりにくいと感じ

ます。実は１ヵ月ほど前に、近鉄八尾駅前にある私どものビルに喫煙場所を設けました。喫煙場

所の前の歩道は、多くの人が通られますので、横方向に煙がもれないよう、上に煙が抜けるよう

に配慮をしました。喫煙場所を設けたことによって、ぽい捨てが減ったかどうかははっきりとは

分かりませんが、きれいになったという風には感じています。灰皿には毎日 50本程度の吸い殻も

溜まっています。 

［会長］吸い殻の始末を誰かがやってくれるとなると、吸い殻を処理される方に負担が出てくるのが

どうかと感じますね。ただ、次善の策とは思いますので、とりあえず社会実験的に実施してみて、

また結果についてご報告をいただきながら、良い方向に変えていくしかないのかなとは思います。 

［委員］ベストな状態からは外れるかもしれませんが、最後までベストばかり追っていたらなかなか

進まないのではないかというようにも感じます。 

［委員］歩きたばことぽい捨てに関しては、恐らく効果はあると思います。 

［委員］以前にもお話があったように、放置自転車については、「ここは置いてはいけませんよ。ただ

し、こっちに置いてくださいね」と、置ける場所もきちんと作った上で禁止されていますが、た

ばこに関しては、「じゃあどこで吸ったらいいねん」と言われたときに、今は啓発指導員の方が案

内できる場所がないんです。指導を受けた人も、どこかに吸える場所があれば、そこまでは我慢

して行けますし、納得しやすいと思いますね。 

［事務局］申し添えさせていただきますが、市が喫煙場所を積極的に設置しないというこれまでの方

針を現段階で変える趣旨ではございません。今回の実態調査の結果をみまして、試行的な灰皿設

置によって、現状がどう変わるかということを検証してみる必要性があるということでのご提案

でございます。市役所でも条例施行前までは、庁舎の入り口に灰皿を置いておりました。これは

外からたばこを吸って来られた方に、庁舎内までたばこを持って入られたら困るため置いていた
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ものです。ただ、この条例ができたときに、灰皿を置くことによって、歩行喫煙してもここでた

ばこを捨てたら構わないとの認識を招き兼ねず、歩きたばこの助長につながるかもしれないとい

うことを危惧する意見があり、灰皿を撤去したという経過がございます。現在もその考え方に変

わりはないものの、今回の調査結果を受けまして、社会実験的に灰皿を設置してみて、状態が改

善するかどうかを観察してみるということでございます。また、これから試行設置に向けて関係

課との調整や周辺環境への影響について検討する必要がございますので、設置が実現するのか現

段階では明確ではございませんが、効果を検証するためにも設置に向けて取組みを進めて参りた

いという趣旨でご提案させていただきました。 

［会長］それでは、試行的な設置に向けて取り組んでいただくということでよろしゅうございますか。

またいろいろご報告を受けながら、意見を固めて参りたいと思います。 

 

４．その他 

［副会長］路上喫煙等実態調査の結果については、市民の方へはどういう形で公表をされるのですか。 

［事務局］市政だよりで、主な部分を掲載させていただきます。 

［副会長］例えば、駅周辺の通行者への働きかけとして、その駅周辺のぽい捨て数や増減を掲示して

みてはどうでしょうか。ぽい捨て率が高いところなどは他の駅と比較した掲示を行うなど、ＰＲの

一つとして実施してみられたらどうかと思います。 

［事務局］駅の許可も要りますので、検討してみたいと思います。 

 

５．副会長挨拶（略） 

 

６．閉会  

 

 


