
第７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２月 10日（金）午後１時 30分～ 

八尾市役所本館５階庁議室 

出席者 委員８名 事務局 

 

１．会長挨拶 

 (略) 

 

２．経済環境部長挨拶 

 (略) 

 

３．路上喫煙マナー向上推進員の委嘱について 

［事務局］路上喫煙マナー向上推進員の委嘱について、ご説明させていただきます。説明 

に入る前に、「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。）」の制定からこれまでを少し振り返っておきたいと思います。平成 22年３月に

条例を制定し、２年が経過しようとしています。この間、平成 22 年７月に本協議会を設

置し、路上喫煙禁止区域の指定にかかるご議論をいただいてきたところです。また同 10

月には、条例の主要部分である禁止行為に関する条項の施行を開始し、平成 23年４月に

は、近鉄八尾駅南側から八尾小学校までの間を路上喫煙禁止区域に指定しました。指定

以降、路上喫煙啓発指導員が路上喫煙禁止区域内を巡回指導しております。そして現在

のところは、次のステップとしまして、条例の名称にもありますように、路上喫煙マナ

ーの向上について、市民の皆様とともに考え取り組めるよう、新たな取組みとしまして、

「路上喫煙マナー向上推進員（以下、「推進員」という。）」を委嘱することにより、地元

地域の実情に応じた啓発活動を、地域が主体となって展開していただけるような仕組み

作りを進めています。推進員を中心に、日常的に地元地域で啓発活動に取り組んでいた

だくことで、これまで以上に広範にわたり、条例の周知、路上喫煙マナーの意識向上を

図って参りたいと考えています。 

それでは、路上喫煙マナー向上推進員の公募実施から委嘱までの経過について、ご説

明させていただきます。昨年 10 月末から 11 月末にかけて公募を行い、19 名の路上喫煙

マナー向上推進員を決定いたしました。推進員の中には、地域に精通されている方もお

られます。推進員の皆様が地元地域内のリーダーとして、路上喫煙マナーの向上にかか

る意識啓発を広げていただけるよう進めて参ります。なお、任期については本年２月１

日から平成２６年１月３１日までの２年間です。具体的な活動内容としましては、推進

員の方には、次の３つの活動例を挙げさせていただいています。１つ目に市の主催で駅

前や大型店舗など、人の多い場所で実施する啓発活動への参加、２つ目に地元地域を中

心とした定期的な啓発活動又は市民スポーツ祭や盆踊りなどの地域行事での啓発活動、

３つ目に地元の会合などで、推進員の活動の説明を行ったり、地域行事で協力を求めた

りすることにより、地域の方に路上喫煙マナーについて考えてもらうきっかけづくりを

していただくことです。以上はあくまでも活動例ですので、推進員の皆様には、地域内

の実情に応じて、地域のためにどのようなことが有効かを検討いただきたいと説明して

おります。今回の公募により、８小学校区の方を推進員に委嘱させていただきましたが、



来年度以降再公募を行いながら、将来的には全 28小学校区に推進員を委嘱し、八尾市全

域に路上喫煙マナー向上の意識が広がっていけばと考えております。 

［委員］委嘱にあたって、小学校区ごとの人数に関する規定はあるのですか。 

［事務局］特にございません。 

［委員］手を挙げていただいた方は、どんどんなっていただけるということですね。 

［事務局］そういう形です。 

［会長］どんどん増やしていただいて、随所に推進員の方がおられるというのはいいと思

います。他はいかがでしょうか。 

［委員］応募状況はどうでしたか。自主的に手は挙がりましたか。 

［事務局］推進員にご応募いただくにあたって、町会長などのご推薦を頂く形を取ってお

りましたので、自治振興委員の皆様へは事前にご説明させていただきました。 

［委員］当初は 30人程度の人数を想定していらっしゃいましたよね。 

［事務局］５人くらいのグループでご応募いただいたり、お１人でご応募いただいたりと、

地域によって応募者数にばらつきがあり、今回は 28小学校区全てからご応募いただくの

は難しいところがありました。当面は 19名ですが、今後増やしていくよう考えている次

第でございます。 

［委員］随時募集しているんですか。 

［事務局］期間を決めて公募しています。なお、委嘱の任期は２年です。現在のところ、

年度単位で公募をさせていただこうかと思っております。 

［会長］私は、個人的には随時募集でもいいと思うんですけどね。区切りを年度にしたら

いいわけでしょう。例えば、９月に手を挙げてくださった方は半年間だけ推進員をやっ

ていただくというのでも、別に問題はないんじゃないですか。「いや、来年度まで待って

ください」というよりも、半年間やっていただけるのであれば、やっていただくのでも

良いのではないかと思います。小学校区の数が 28ですから、全ての地域から手を挙げて

いただくと、30 名を越す計算になると思いますので、今回の公募結果から、人数・地域

ともに広げていただくようお願いします。 

 

４．路上喫煙対策重点地域の指定について 

［事務局］続きまして、路上喫煙対策重点地域の指定についてご説明いたします。まず、

路上喫煙禁止区域の指定の申し出について、条例第７条第１項により、「市民（市内に住

所を有する者をいう。以下同じ。）及び事業者は、路上喫煙禁止区域の指定、路上喫煙禁

止区域の変更又は路上喫煙禁止区域の指定の解除について、市長に対し、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。」としています。つまり、地域の皆様の同意を得た上で、

路上喫煙禁止区域を申し出ることができることを定めております。一方、条例施行規則

第４条第２項では、「条例第７条第１項に規定する相当数の市民及び事業者の同意は、小

学校区を単位とした路上喫煙対策重点地域として、地域において一定期間の活動などを

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。」としています。ここでは、路上喫煙対策重点地域を指定したのち、一定

の期間（最大２年間）路上喫煙マナー啓発活動などを行っていただいた上で、地域の代

表者の推薦を受けた方から路上喫煙禁止区域の申し出を市に行うことができる旨を定め

ています。さらに、路上喫煙対策重点地域とは、小学校区を単位とする旨も併せて定め



ています。地域内には多様な地域組織がございますので、実際の運用においては、代表

者の推薦をいただく際に、現在設立を進めている小学校区を単位とした地域のまちづく

りを進めていく組織である校区まちづくり協議会の代表者を推薦者として位置づけ、進

めていきたいと考えております。また、「代表者の推薦」という規定を明確に位置づける

ために、今後、施行規則の改正なども含めて検討して参りたいと考えております。 

「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

いう規定については、路上喫煙禁止区域の申し出をする場合、地域の方一人一人に承認

を頂くのではなく、路上喫煙対策重点地域として、一定期間、地域で路上喫煙マナー啓

発活動に取り組んでいただいたのち、校区まちづくり協議会の代表者の推薦をもって、

地域の同意を得たものとして運用していくことを想定しております。 

補足となりますが、現在八尾市では、八尾市第５次総合計画のもと、将来都市像とし

て「元気をつなぐまち、新しい河内の八尾」と位置づけ、まちづくりの目標の一つとし

て「みんなでつくる八尾」を掲げ、様々な施策を実施しております。これらを達成し、

八尾市全体のまちづくりと地域のまちづくりを併せて進めていくために、各地域別に基

本計画を策定したところですが、地域が主体となるまちづくりを進めていくための組織

として、校区まちづくり協議会の設立に向けた準備を進めています。現在のところ、全

28 小学校区で校区まちづくり協議会設立準備会を立ち上げ、既存の地域団体などが連

携・協力しながら、順次 24 年度中に校区まちづくり協議会へ移行していく予定となって

おります。校区まちづくり協議会の具体的な活動としては、防犯・防災活動や地域福祉

活動が挙げられます。今後、路上喫煙対策重点地域の指定については、校区まちづくり

協議会の設立状況を見ながら進めて参りたいと考えております。 

［会長］施行規則の文言中の「その代表者」というのを校区まちづくり協議会の代表とし

て、事務局のほうでは位置付けたいということですね。 

［副会長］具体的に、校区まちづくり協議会という文言を条文中に入れてはいかがでしょ

うか。今のご説明ですと、校区まちづくり協議会は 24 年度以降に発足ということですが、

発足したときに、「その代表者」という規定ではよく分からないので、校区まちづくり協

議会という文言を明記してはどうですか。 

［事務局］施行規則に校区まちづくり協議会と明記するかどうかは、設立状況を見ながら

検討していきたいと思っております。 

［会長］逆のパターンで考えたらいいんですよね。校区まちづくり協議会が設立できてい

なくても、たとえば自治振興委員会の委員長の推薦で運用することは、事務局はどう考

えているのですか。それができないのであれば、今おっしゃるように、校区まちづくり

協議会の会長と明記したらいいと思いますし、発足までの経過措置として、既存団体の

代表者の推薦で良いのであれば、「その代表者の推薦」ということにしておかないといけ

ないと思います。 

［事務局］今ご意見いただいたように、当面は地域の代表的な活動団体というのが、地域 

によって多様であろうし、自治振興委員会や地区福祉委員会の代表者の推薦であっても 

構わないという考えから、あえて規則では明記しなかったという経過がございます。し 

かしながら、八尾市の総合計画の方向性もございますので、整合性を保てるようにして 

いく必要もあろうかと思い、今回ご相談させていただいたものです。 

［会長］泳ぎしろのある書きぶりのほうがしばらくはいいでしょうと、そういうことです

ね。 



［事務局］規則の改正については、現在の校区まちづくり協議会設立準備会から校区まち

づくり協議会の設立へと発展を遂げる状況を見ながら、実施させていただくほうがいい

と思っているところでございます。ただ、現行の施行規則を見て、地域から路上喫煙対

策重点地域の申し出があった場合、一つの地域から複数の団体による申し出が重複して

しまう場合も出てくると考えられます。申し出が重複する可能性があるまま、現行の規

定のままにしておくか、現行の規定のまま、対象を校区まちづくり協議会として運用し

ていくか、又は規則改正をして校区まちづくり協議会という文言を明記するか、非常に

悩ましいところでございまして、今日この場でご意見をいただいて、それを参考にさせ

ていただきながら決めていきたいという思いでございます。 

［会長］地域の組織が今かなり動いている状況なので、しばらくはこのままのほうがいい

というのが事務局のご判断だと思いますが、校区まちづくり協議会が全て立ち上がれば、

校区まちづくり協議会という名前が入ってもいいと思います。後はいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。それでは、これで運用していただいて結構かと思います。 

 

５．路上喫煙禁止区域内での喫煙状況について 

［事務局］昨年４月１日より路上喫煙禁止区域を指定し、運用を開始してから、３月末で

１年が経過しようとしています。これまでは、路面シートの設置、市政だよりや FM ち

ゃおでの広報、公用車での録音放送、啓発物品の配布などにより、路上喫煙禁止区域の

周知を行って参りました。また併せて、路上喫煙啓発指導員を路上喫煙禁止区域内に重

点的に配置し、巡回指導を行って参りました。最近では、近鉄八尾駅周辺の住民の皆様

とともに、延べ３回、「路上喫煙パトロール隊・ぽい捨て吸殻清掃キャンペーン」と題し

たマナー啓発活動を実施し、通行者などに路上喫煙禁止区域の旨を呼びかけました。路

上喫煙禁止区域の現状としましては、路上喫煙啓発指導員が認知した喫煙者数は、平成

23年５月時点で 1,500名ほどでしたが、平成 24年１月では 800人ほどとなり、減少傾

向となっています。平成 23年５月から平成 24年１月の喫煙者数（認知数）の合計が 9,665

人となっていますが、そのうち７割ほどが自動車・単車の喫煙者となっております。喫

煙者の中でも、特に自動車・単車の運転手に対する指導が難しいのに加えて、八尾市外

の方なども多く通行されているため、路上喫煙禁止区域であることの認識が低いことや、

自動車の窓を開けて行う喫煙が禁止であることが知られていないことが要因と考えられ

ます。今後の対策としましては、引き続き路上喫煙禁止区域内の巡回指導を実施すると

ともに、運転免許証の更新時に路上喫煙禁止区域の周知文書を警察署に配架していただ

くことを考えています。また、路上喫煙禁止区域周辺の町会や商店などの皆様とも連携

を図りながら、啓発活動を進めて参りたいと考えています。 

［会長］状況をご報告いただきましたが、ご意見やご質問はございますか。 

［委員］路上喫煙啓発指導員から指導を受けた方の反応はどうですか。 

［事務局］注意したり、携帯灰皿をお渡ししたら、ほとんどの方が素直に聞いてくださっ

ています。 

［会長］歩行喫煙されている方へは、ほぼ 100%声をかけているということですね。 

［事務局］はい、そうです。 

［委員］一度注意を受けても、繰り返し喫煙される方もいらっしゃるのですか。 

［事務局］路上喫煙啓発指導員からは、路上喫煙禁止区域であることを知った上で、喫煙

する人も見受けられると聞いております。 



［会長］過料徴収に関しては、もう少し、路上喫煙禁止区域内の実態について検証したい

というお考えですね。 

［事務局］そのように考えております。 

［副会長］路上喫煙禁止区域であることを、自動車や単車の運転手に分かりやすいように

する必要があると思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。 

［事務局］現状では、路上喫煙啓発指導員による直接指導を中心としております。 

［委員］自転車放置禁止区域の表示は分かりやすくされていますが、路上喫煙禁止区域も

同様にしてはどうかという意見もありましたね。 

［事務局］歩道に関しては、路面シートを 26 ヶ所、看板を３ヶ所に設置しておりますが、

車道への表示については、今は何もありません。先ほど話にありましたように、警察へ

お願いして、運転免許証の更新時に、路上喫煙禁止区域の周知文書をお配りいただける

ように今お願いしているところです。 

［会長］八尾警察署に行くのは八尾市民ですよね。もう少し広域のほうがいいかもしれな

いですけど。 

［事務局］今後、近鉄の高架への横断幕の設置なども可能であれば実施したいと考えてお

ります。現在は、運転手向けの周知文書の配布を具体的な方策として進めているところで

すが、ご指摘いただいたように、八尾警察署以外につきましても、できるかどうかは分か

りませんが、検討してみたいと思います。表示につきましては、車道に直接表示できるの

が理想とは思っているのですが、道路管理者の許可という問題がございます。また、本協

議会でも表示に関して、特に看板の設置について、ご検討いただいたことがありましたが、

空間に張り出して設置すると死角になる危険性があるというご意見や、まちの景観を損な

うというご意見がありましたので、見合わせているところでございまして、現状では別の

方策を検討しているところです。 

［会長］ドライバーに対する取組みというのは広域的になると思うので、もう既に条例を

作って取締りを行っているようなところとタイアップしながら実施していくことも効率

的・効果的だと思います。 

 

６．路上喫煙マナー向上推進協議会の今後の活動について 

［事務局］続きまして、路上喫煙マナー向上推進協議会の今後の活動について、２点ほど

ございます。１点目ですが、本協議会は、平成 22 年７月 16 日に第１回目を開催させて

いただいてから、今回で７回目の開催となります。この間、路上喫煙禁止区域の指定や

灰皿設置の検討など、重要な案件を協議していただきまして、その結果、順調に条例の

成果を上げてきているところでございますが、今後の協議会の開催について、事務局よ

りの提案でございますが、原則として、毎年７月と２月の年２回開催とし、緊急の協議

事項が発生したときには、その都度開催させていただきたく考えておりますが、いかが

でしょうか。２点目としまして、当協議会の主催としまして、路上喫煙マナーの向上を

図るためのイベントや啓発活動の開催について、委員の皆様の所属団体よりご提案やご

意見を頂けましたらと考えておりますが、いかがでしょうか。 

［会長］まず、回数についてはよろしいでしょうか。２回程度ですけど。（各委員同意）２

点目については、せっかく協議会で集まっていますので、各委員の所属団体、あるいは

事務局とタイアップしてできることとしてご提案などがありましたら、事務局のほうに

ご相談いただいたらと思いますので、それぞれご検討ください。そのほか、何かご意見



やご要望はございますか。 

［副会長］今後、路上喫煙対策重点地域については、広げていく方針ですか。 

［事務局］路上喫煙対策重点地域については、来年度中にまずは２地域指定したいと考え

ています。モデル的に啓発活動などを実施していきながら、順次、数を増やしていきた

いと考えております。 

［会長］地域から「路上喫煙対策が始まって良かった」というようなお声は届いています

か。 

［事務局］12 月から１月にかけて実施した路上喫煙パトロール・ぽい捨て吸い殻清掃キャ

ンペーンでは、「良い機会だ」など、市民の方からご意見をいただいたところでございま

す。吸い殻が散乱している現状をご確認いただき、マナーの向上の必要性を感じていた

だけたので、今後もこのような活動を進めて行けたらなと思っております。 

［会長］行政はお叱りの声はよくいただきますが、なかなか「やって良かった」という声

は行政には届かないので残念だといつも感じているんです。条例施行から１年余り、取

組みを通して、成果も徐々に上がってきているので、「良かった」というお声もいただき

たいというのが、個人的な思いでございます。 

［事務局］直接市民の方とお会いする場では、取組みにご賛同いただくお声をいただくこ

ともありますが、普段の業務の中では、電話などでのお叱りのご意見を頂戴するのが比

較的多いというのが現状です。ただ、そういった声がありましても、あくまでマナーの

向上という点からこれらの取組みを実施していますので、たばこを吸われる方への配慮

も必要と考えております。 

［委員］取り組んだ内容や喫煙者数の減少などの効果について、広報されているのですか。 

［事務局］路上喫煙パトロール・ぽい捨て吸い殻清掃キャンペーンはホームページで掲載

させていただいているところですが、路上喫煙禁止区域の実態に関する情報も、今後広

報について検討して参りたいと思っております。 

［会長］推進員の方のお声や、路上喫煙パトロール・ぽい捨て吸い殻清掃キャンペーンに

参加された方のお声なども入れられると、より伝わりやすくなると思います。 

 

７．その他 

［事務局］続きまして、その他に移りますが、何かご意見などはございませんか。 

［委員］来年度の実施事業は、だいたい決まっているんですか。 

［事務局］来年度も今年度と同様に、八尾市全域で路上喫煙等実態調査を行いますので、

本協議会でもまたご報告をさせていただきます。そのほか、路上喫煙禁止区域の状況に

つきましても、同様にご報告させていただきます。路上喫煙対策重点地域につきまして

は、来年度指定をしましたら、路上喫煙禁止区域の申し出をできるのが再来年以降にな

りますので、今のところ、来年度は報告事項が主になると考えております。 

［会長］具体的に、来年度事業と予算が一覧で分かる資料をご提供いただくと意見を出し

やすいと思います。 

［事務局］分かりました。次回の協議会より対応させていただきます。 

［会長］路上喫煙対策重点地域が増えたら、路上喫煙啓発指導員の数も充実させていかな

いといけなくなりますね。 

［事務局］今のところ路上喫煙対策重点地域の拡大と路上喫煙啓発指導員の数の増は直接

はリンクして考えていないところです。といいますのは、現在の路上喫煙啓発指導員の



主たる業務というのが、路上喫煙禁止区域内での周知と指導啓発というところにおいて

いるものですから、当然この後、他の地区に路上喫煙禁止区域が増えていく際には、併

せて検討ということとなります。 

［会長］路上喫煙啓発指導員の指導啓発によって、路上喫煙禁止区域内に効果が表れれば、

別の地区で指導を行うことも有効ですね。 

［事務局］現在は、路上喫煙啓発指導員は路上喫煙禁止区域内で主たる業務を行っている

ところですが、次年度以降に各地域をローテーションで展開することも考えていきたい

と思っています。 

［会長］後はよろしいでしょうか。 

［事務局］それではこれで、本日の案件は全て終了いたしました。次回は７月下旬に予定

しておりますが、日程につきましては４月以降に調整させていただきますので、よろし

くお願いします。本日は何かとお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございま

した。これで閉会とさせていただきます。 


