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第12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27年８月24日(月)10時00分開会 

八尾市役所西館５階 502会議室 

出席者 委員９名 事務局 

 

Ⅰ 開会（略） 

 

Ⅱ 案件 

 １ 平成26年度事業報告について 

【会長】はい、それでは、次第に沿いまして進めてまいりたいと思います。 

  それではまず、昨年度の『平成26年度 事業報告』と、２番の本年度、『平成27年度 事業計画』

につきましてお諮りをさせていただきたいと思います。 

  それでは、まず事務局のほうから説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【事務局】それでは『平成26年度 事業報告』について、まず説明させていただきます。 

 

（１）八尾市路上喫煙啓発指導員による啓発・指導の実施について 

  ではまず、資料２の（１）八尾市路上喫煙啓発指導員による啓発・指導について説明させていた

だきます。お手元にお配りしております、資料２の（１）と、資料４の１「平成26年度 八尾市路

上喫煙啓発指導員による啓発指導状況」をご覧ください。 

  この一覧表は平成26年４月から平成27年３月までの間で、月ごとに喫煙者のタイプを、歩行者、

自転車、単車、自動車に区別したものです。 

  指導員の勤務時間帯につきましては、平成25年度までは午前８時45分から正午までと、午後０時

45分から午後３時15分まででしたが、実施時間帯による啓発効果の違いを把握することを目的とし

て平成25年12月から翌年３月までの間で、週２日に限り試験的に午前７時15分からの勤務とした結

果、早朝時間帯に実施することで啓発効果が飛躍的に高くなることが確認できたことから、平成26

年度からは、午前７時15分から11時までと、午前11時45分から午後１時45分までに変更いたしまし

た。 

  次に資料４の２の「平成25年度 八尾市路上喫煙啓発指導員による啓発指導状況」を合わせてご

覧ください。 

  平成25年度と平成26年度の同時期の条例違反の喫煙者数を比較すると、平成25年度の年間トータ

ル数は3,649人に対し、平成26年度の年間トータル数は6,390人と、圧倒的に平成26年度のほうが喫

煙者数が多くなっております。また、喫煙者数の増加と合わせ、指導率も平成25年度は73.94％であ

るのに対し、平成26年度は89％と一段と高くなっており、より効果的な啓発ができていることがわ

かります。 

  平成26年度の喫煙者数について詳しく見ますと、年間トータルで歩行者が3,966名、自転車が1,728

名、単車が477名でございました。次に、禁止区域での自動車の窓をあけての喫煙は219名であり、

喫煙者の合計は6,390名でございました。 

  なお、条例上、自動車の窓をあけての喫煙が禁止行為とされるのは禁止区域内においてのみのた
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め、喫煙者の合計は条例上対象となる喫煙者のみとなっておりますので、ご留意のほどお願いいた

します。 

  一方、条例違反者に対して啓発指導員が実際に指導等を行った件数につきましては、歩行者が

3,920名、自転車が1,677名、単車が77名となっており、禁止区域内で自動車の窓をあけて喫煙した

者に対する指導数は13名でございました。指導率はそれぞれ、歩行者は98.84％、自転車が97.05％、

単車が16.14％、自動車が5.94％となっており、全体としては89％でございました。 

 

 （２）八尾市路上喫煙マナー向上推進員の活動状況について 

  次に、資料２の（２）八尾市路上喫煙マナー向上推進員の活動状況について説明させていただき

ます。資料２の（２）と、資料の３「平成26年度 路上喫煙対策事業実施内容」をご覧ください。 

  推進員につきましては、平成23年度、平成24年度の２回、期間を区切って募集を行ったところで

すが、平成25年12月より随時募集に変更いたしました。昨年の同時期より、３小学校区から７名の

応募があり、現在17小学校区29名の方に委嘱しております。 

  資料３をご覧ください。推進員は基本的にはそれぞれの地域において、その地域の実情に応じた

活動をお願いしており、推進員の皆さんが資料に記載しておりますとおり、精力的に活動してくだ

さっております。 

  また、平成25年２月に設立しました、推進員を構成員とする八尾市路上喫煙マナー向上推進員連

絡会では推進員相互の情報交換を行う機会として、おおむね２カ月に１回程度会議の場を設けると

ともに、相互協力により啓発活動を展開しております。 

  連絡会としての活動としましては、10月に開催された「いきいき八尾環境フェスティバル」や12

月に開催された「アートやっちゃお！」、３月に開催されました「ハッピーアースデー大阪2015」の

会場での啓発活動、また駅前での街頭啓発活動等を行ってまいりました。 

  また、推進員連絡会役員と、八尾をきれいにする運動推進本部企業連絡会役員との協議の場を設

け、地域美化、路上喫煙マナー向上を図るための市民活動への企業参加を呼びかけるとともに、両

連絡会共同による活動実施に向け情報交換を行いました。 

 

 （３）八尾市路上喫煙マナーの向上を応援するサポーターの拡充 

  続きまして、資料２の（３）八尾市路上喫煙マナーの向上を応援するサポーターの拡充について

説明させていただきます。資料２の（３）と、資料９の９ページのほうをご覧ください。 

  サポーター制度の目的としましては、条例の趣旨であるポイ捨ての防止、やけど等の被害の防止、

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

登録でき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り組んでいただけ

る人材の掘り起こしを行うことを目的としております。 

  サポーターの役割としましては２つ想定しておりまして、まず１つ目はポスターをご掲示いただ

くこととし、こちらは必須事項としております。また、２つ目は、市や推進員が実施する啓発活動

に可能な範囲でご参加いただくというものです。現在のサポーターの登録数は54団体、91個人とな

っており、市内の商店街、小売市場、幼稚園、保育園等にご登録いただいております。 

  平成26年度もサポーター拡充のため、市からの要請だけではなく、合わせて推進員連絡会として
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も各方面への働きかけを行いました。平成26年度は新たに１団体からの登録希望がございました。 

 （４）その他 

  続きまして資料２の（４）その他のほうになりますが、資料２の（４）その他にありますように、

地域のイベント開催時等に啓発を行ったり、啓発メッセージを記載した市の広報板の作成、配布や、

啓発ポスターの掲示等、市内事業者に対して啓発活動への協力を呼びかけました。これ以外にもさ

まざまな事業を実施いたしまして、幾つかを抜粋して説明させていただきます。 

  （４）の⑤の路上喫煙マナー向上推進エリアを位置づけた活動実施につきましては、小学校区を

基本として設立された校区まちづくり協議会の中から路上喫煙対策に積極的に取り組む意思を有す

るものを選定するため、まちづくり協議会の全体会議に出席し、活動の開始を呼びかけました。詳

しくは後ほど説明させていただきます。 

  次に⑥につきましては、市民と事業者、関係行政機関等が一体となって八尾をきれいにする運動

を推進することでまちの美化を図ることを目的とした、八尾をきれいにする運動推進本部が主催の

子供の絵画募集を実施し、入選作品を活用したポスター等の啓発グッズを作成いたしました。昨年

度実際に子供たちから応募のあった絵画につきましては、お配りしております環境カレンダーの８

月・９月のページと、裏ページのほうに掲載しております。また、前方にポスターを貼らせていた

だいているんですけれども、水色のポスターのほうが今回の、子供の絵画募集において最優秀作品

となった絵のほうを活用してつくらせていただいたポスターになります。入選作品につきましては

カレンダーの８月・９月のページに掲載しており、先ほど説明させていただきました最優秀賞の歩

きたばこ禁止をテーマにした絵画につきましては、この作品を用いたポスターを作成し、市内事業

者に送付し掲示を依頼いたしました。以上で『平成26年度 事業報告』についての説明を終わらせ

ていただきます。 

 

２ 平成27年度事業計画について 

【事務局】続きまして、『平成27年度 事業計画』について説明をさせていただきます。 

  資料の５「平成27年度 事業計画について」をご覧ください。 

 

 （１）八尾市路上喫煙啓発指導員による啓発・指導の実施について 

  まず（１）八尾市路上喫煙啓発指導員による啓発指導の実施について説明をさせていただきます。 

  八尾市路上喫煙啓発指導員２名による、歩行喫煙などの条例違反者に対する啓発指導を引き続き

実施してまいります。実施場所につきましては、【近鉄】八尾、河内山本、【ＪＲ】久宝寺、志紀、

八尾、【地下鉄】八尾南の、主要６駅周辺での実施に加えまして、平成26年度から月１回程度の割合

ではございますが、【近鉄】の久宝寺口、高安、恩智の３駅を追加して実施しており、その手法を継

続してまいるとともに、実施時間帯につきましても、引き続き７時15分勤務開始の早出時間帯で行

ってまいります。 

 

 （２）八尾市路上喫煙マナー向上推進員連絡会としての活動の実施について 

  次に（２）八尾市路上喫煙マナー向上推進員連絡会としての活動の実施についてでございますが、

平成26年度に引き続き八尾市路上喫煙マナー向上推進員連絡会の会議を開催し、情報の共有化を図

るとともに、推進員による啓発活動の企画実施を目指します。 
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  また、今年度もイベント会場や駅周辺での啓発活動の実施、啓発物品の作成などを行ってまいり

ます。さらに推進員連絡会と八尾をきれいにする運動推進本部企業連絡会が連携した形での活動実

現に向け、協議を進めてまいります。企業連絡会が昨年度に初めて実施した活動で、９月８日を語

呂合わせで「クリーン八尾の日」と定めた上で、会員企業が同じ日に周辺清掃を行うキャンペーン

を今年度も予定しており、クリーン八尾の日の活動を市内全域に広げていくため、推進員連絡会と

してもその活動の趣旨に賛同し、同じ日に近鉄八尾駅周辺において歩きたばこ禁止、ポイ捨て禁止

を呼びかける活動を実施することを決定いたしております。 

 

 （３）八尾市路上喫煙マナーの向上を応援するサポーターの拡充について 

  次に（３）八尾市路上喫煙マナーの向上を応援するサポーターの拡充についてでございますが、

平成26年度に引き続き、市内事業者への働きかけを行ってまいります。 

 

 （４）路上喫煙マナー向上推進エリアを位置づけた上での啓発活動等への支援について 

  なお、（４）路上喫煙マナー向上推進エリアを位置づけた上での啓発活動等への支援については、

後ほど詳しく説明をさせていただきます。 

 

 （５）その他の事業計画 

  （５）その他の事業計画といたしまして、昨年に引き続き地域のイベント開催時などに啓発を行

っていくほか、啓発メッセージを記載した市の広報板を作成し配布してまいります。また、啓発ポ

スターの掲示等、市内事業者に対して啓発活動への協力を呼びかけてまいります。以上で、『平成27

年度 事業計画』の説明を終えさせていただきます。 

 

【会長】ありがとうございました。それではただいまのご報告に関しまして、何かご質問、ご意見は

ございますでしょうか。いかがでございましょう。 

【委員】すみません。26年度報告と27年度計画を見て、似通ったところで余り進歩がないのかなと思

っておるんですけれども、せっかくこの中にも提案しておられるまちづくり協議会というものがあ

るので、もっとこの推進員連絡会を拡大していかないとあかんのはよくわかるんですが、もっと地

域の中で浸透していかないと、どうしても駅前だとか、人の集まるところだけになってしまってる

んで、私どこかの委員会でもちょっと言わせていただいたんですけど、その結果、たばこのポイ捨

てが非常に周辺の住民、住宅の中の植木に投げ込まれたりとか、見えないところでされているのが

現実で、それが非常に増えているのが現実なので。もっと地域の中に入っていかないと、なかなか

駅や人の集まるところだけでは。学校でもそうなんですよね、スポーツ祭の時。そこで広報はして

おられるけど、果たしてどれだけ皆意識があるのかということで。私は一つの提案としてね、地域

で青パトが利用されてることが多いと思うんですね。その青パトが回りながら広報してもらうと非

常に効果も出てくるのかなということが。 

  今これ、サポーターの方もやっぱり昼間なんですね、回っておられるのが。夜に見えることが非

常に多いんですよ、青パトで回ってると。だから夜にたばこの吸い殻をその辺ほられたりとか、勤

務した帰り、帰宅時間ちょうど駅から歩きながらたばこを吸ってる。この会議が始まる前に雑談で

「自転車に乗りながら吸うてる人もおるやろ」というのは、非常に夜にそれが目立つんですよね。
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昼間よりもね。まあ明かりが見えるから余計に目立つんですけども。 

  やっぱりその辺のところも考えながら、サポーターの方は非常に忙しいんで何ですけども、昼よ

りも夜、夕方から夜という時間帯も何か広報の仕方も考えていかないといかんのかなあと思ってる

んで、やっぱり地域のご協力が、やっぱり昼よりも夜のほうが回らないとあかんでという意識は沸

いてきてますから、ちょっとその辺も協力してもらって、せっかくテープかＣＤか、何かあるんや

から、車に積み込んで、流しておけばそれでいいから。何かその辺がね、非常にもうちょっと末端

まで行き届くようなところが私は必要なのかなと思ってます。 

  サポーターで商店やいろいろ団体の名前が載ってますけど、果たしてここが広げてくれてるのか

なと。ポスターを貼るだけで協力やというイメージが強いんじゃないかなということで、恐らくこ

の中の従業員もそういう意識を持ってるのかなというのが、非常にこれはうわべだけしか見えない。

ちょっと厳しいかもわからないですけど、ちょっとその印象があるように思いました。 

【事務局】この後でも説明させてもらうんですけど、なかなか行政だけで指導啓発をしていってとい

うのは、限界がある課題なので、それは思っておりますので。その部分で言いましたら、せっかく

校区まちづくり協議会なんかができますので、そこと一緒になって啓発できるような手法をやって

いって、いろんな形でいろんな方から、人の目があるという形をつくっていくことで、やっぱりも

っとマナーの向上が果たせるのかなと思ってますので、一つはやっぱりその方向は頑張ってやって

いきたいなと思ってます。 

  それで、ほかの部分で言いましたら、ちょっと後でも話がありますけどやっぱりこれ、条例上過

料というのも設定しておりますので、その辺の過料の施行なんかも去年もちょっとお話をさせてい

ただいたんですが、そろそろ施行時期も考えていかないとあかんかなとも思ってますので、その辺

の二点をやっていきながら、行政としての主体的な部分もやっていきながら、地域と一緒に連携す

るような形でマナー向上を果たしていくというのを、今後の形でどんどん進めていけたらなと思っ

ております。 

【委員】今、ちょっと過料の話も出されて、前もそんな意見を出させていただいたんですけど、過料

というのは果たして効果があるのかどうかと。見つからんかったらええねんという意識は人間、ど

うしてもありますから。過料というのは、今の自転車のマナーもそうですよね。やっぱり罰金制で

あったりなんていうのもあるけども。結局それはやっぱり私、いつも言うけれど罪人をつくるため

のものじゃない。マナーを向上していくということが一番大事なところで、罰金を取られるからや

めておこうかですむ問題じゃないような気がする。マナーが植えつけられないと、私はこれはなか

なか進んでいかないのかな、どこか隠れたところでやるというようなね。やっぱり犯罪者って皆そ

うですわ。見えないところで起こすというのがね、うん。禁止されるとやっぱり、余計に何かそれ

をどこか隠れたところでやってみたいというような人間心理はどうしてもありますので。何かその

辺のマナーというのは非常に難しいところではあるんですけれども。 

  やはりもっともっと町でそういう話ができるような雰囲気が。なかなか、まちづくり協議会で集

まってもたばこの話はどこにも出ない。学校の中で吸ったらあかんからというて門の外で吸ってい

る。たむろして吸っている。これはいいのかなというのはね。ほな灰皿が置いてある、そこに準備

してある。それは道路であるということはね、意識がない。敷地内ではあかんからここだったらえ

えだろうみたいな、どこかの抜け道をどんどんつくっていきますから。道路があかんかったらほな

川の上はええんかみたいな、またそうなる。行政の縦割りと一緒ですわ。ここがあかんかったら違
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う課だったらええのか、みたいなところがあったり。非常に難しいので。なかなか推進員さんだけ

ではできないことだと思いますので。やっぱりまちづくり協議会が、まちづくり協議会でもなかな

か広報をするだけでは行き渡らないから、何か仕掛けをしないとあかん。そのためには人の顔が見

えないとあかんというところで、広報紙だけではあかんなというところが非常に問題となってると

ころなので。やっぱりその辺の仕掛けの仕方というのをもう一度考えていかないとあかんなと思い

ます。 

【事務局】ありがとうございます。 

  そうですね。委員がおっしゃるように、過料、罰金を取ること自身が私どもも目的じゃないと思

ってますので。それによってマナー向上を達成するために、最初、今の指導員さん方にお聞きしま

したら、同じ方がかなりまた吸っておられるというのもありますので。その辺になるともう意識的

にやっておられるかなというのもあるので、そこの部分でやっぱり過料の施行時期が来ているかな

というのはちょっと、若干感じているところです。 

  もう一点、マナー向上をするときに今、よく私は例に出すのですけど、駅の中というのは今たば

こ禁止になってますよね。それで、駅の中で禁止になってるからといって過料を取るわけではあり

ませんし、駅で放送しているだけになるんですけど、やっぱり駅で吸われる方がすごく減ってきた

というのは、いろいろな方が周りからじろじろと見られるというのがあるのかなと。そしたらやっ

ぱり地域の中で、歩きたばこが本来うちの条例で禁止にしてるんですけど、そういうのがやっぱり

いろんな方から見られてるということがあったら、もうちょっとマナーというのがどんどん達成で

きるのかなというのもありますので、その辺で、マナー向上推進エリアという形で、ちょっと後で

説明させていただくんですが、その辺で地域と一緒になって、いろんな形で見られてると言ったら

おかしいですけど、そういう状態をつくっていくことでどんどんマナー向上ができるのかなと、皆

が意識していただけることが大事なことかなと思います。 

【会長】いろいろアイデアをいただきましたので、参考にしていただきながら頑張っていただきたい

なというふうに思いますし、地域の方々のご協力を求めるときに、お願いしますだけではなくて、

もう少しここがあったらなと思うんですけど。例えば今、きょうの資料で見せていただきましたよ

うに5,600人強には声をかけてやめていただいている。でもこれは頑張らせていただくけれども、こ

れだけではなかなか限界です、というような形ですね。具体的な数値を示しながらお願いしますと

言ったほうが納得度が高まるかなというように思いますのでね。少しそのあたりも工夫をお願いで

きたらなと思いますけれども。 

  はい、あとはいかがでしょうか。 

【副会長】よろしいでしょうか。指導員さんや推進員さんがとても熱心にやってくださってると思う

んですが、この間ですね、継続してきていますので、このあたりで反応とか、そういうあたりで変

化というのがもしあったら、あったというようなご報告があったら教えていただきたいなと思いま

すが。続けてきた、やっぱり初年度とは大分違ってきてると思うのですが、そのあたりはいかがで

しょうか。 

【事務局】副会長からご質問いただいた件につきましてですけれども、マナー向上推進員さんにつき

ましては、既に小学校区でご就任いただいてる方がいらっしゃる場合ですね、お仲間をどんどん増

やしていっていただいてると。推進員さんからお声がけをいただいて、新たな推進員さんというの

を、名乗りを上げていただけるということで、今後は、現在全ての小学校区から推進員さんが出て
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いただいてるわけではございませんので、推進員連絡会として地域の会議などに出て一度呼びかけ

をしてみようかということも、連絡会の中でご提案いただいてたりということもございますので、

私も行政からの呼びかけだけではなかなか、やはり地域にお住まいの住民の皆様方に響かないとい

う部分も、同じ立場の市民の方で路上喫煙マナーの啓発に従事していただいてる、ご努力いただい

てる方から呼びかけていただけることで、今まで気にとめていただけてなかった方にも、耳を傾け

ていただけるのではないかなというふうに思っておりますので、今後推進員連絡会の中で、その辺

のこともちょっと議論させていただきたいなというふうに思っております。 

  それで推進員連絡会ですね、ちょっと先ほど説明させていただいたんですけれども、もともとは

情報共有ということだけを目的に会議の場を持とうではないかということで始めさせていただいた

んですけれども、やはりそれだけだと物足りないというお声をいただきまして、自ら啓発物品でご

ざいましたりですとか、あるいはイベントの企画をしたりですとかということを積極的に行ってい

ただいてます。 

  ですから、条例が市民とともに推進するということを標榜しております関係で、やはり推進員さ

んというのが今までは本条例を推進していく上で要になっていただく役割を担っていただいておっ

たんですけども、推進員さんの活動というのはあくまでも個人的な活動、個の活動だというふうに

考えております。それに対しまして今後、地域を挙げてマナーエリアを位置づけていただいて小学

校区の中で取り組みを進めていただくというような面な広がりと、その両輪を今後は進めていくべ

きではないかなというふうに私どもは考えておりまして、手続というのでしょうか、地元の方とも

お話を進めさせていただいておるところでございます。 

【副会長】ありがとうございました。もう一つお聞きしていいでしょうか。 

【会長】はい。 

【副会長】サポーターは個人でもオーケーということで、ここに団体は上がっているんですが、今、

個人のサポーターさんはどれぐらいいらっしゃるんですか。 

【事務局】個人は、現在のところ91名いらっしゃいます。 

【副会長】それで、ご自宅のところにポスターを貼っていただいたり。 

【事務局】貼っていただいたりとか、町会長さんをされてる場合でしたら、区の広報板に書いていた

だいたり貼っていただいたりということでご協力いただいております。 

ポスターを貼っていただくというのは必須ということでお願いしておりますので、そこはしてい

ただいていると思います。 

【会長】先ほどの委員のお話と重ねて言えば、まち協の会長さんとかまち協のほうに、おたくの地域

の推進員さんはこの方ですという情報は行ってるんでしょうか。 

【事務局】お名前とかまでは、あれですね、行ってないですね。ただ毎回そのまち協さんの、会社さ

んの会議とかでそういう募集のご案内とかをさせていただいてるんですけども。ですからそういう

活動をしていただいてるのはもちろんご存じだと思うんですけど、お名前まではちょっと、まだ言

えてないと思います。 

【委員】地域ではね、推進員さんがおられるのがわかって、初めてこちらから広報することができる

んですけど、なかなか知らないまち協の会長さんもおられる。自治振の会長さんもおられるから。

だからこの名簿を見て初めてうちにおったんやなというのが、なかなかその辺がね、自分からやっ

てんねんで、というのはなかなか言いにくいもんなんで。やっぱり会長さんが知って広報してあげ
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るというのが、うちの地域にはそんな人がいてはりますよということ、ぐらいかなと思います。 

【会長】なぜそれをお話ししてるかというと、先ほど委員のほうから、まちづくり協議会さんの協力

ももっとあってもいいのと違うかという話がありましたので。そのときに、まち協のほうもご協力

いただきたいということと、そのときにおたくにはもう既に、地域にこれだけのサポーター、これ

だけの推進員がおられますので、その方々とともにまち協で動いていただくと非常に効果的じゃな

いですかということを申し上げると、受けとめ方がかなり違うと思うんですね。ひょっとすると、

そのサポーターさんとか推進員が中心になってこの路上喫煙の部会ができるかもしれないとかです

ね。そういうこう、形で進められたらなとちょっと思いましたので。それも１つのアイデアかなと

いうふうに思います。 

【委員】この連絡会が「つどい」のところに登録されているんですよね。今ね。だから、「つどい」の

登録団体とも接触していただいたら、いろいろなイベントをしたりしてますので、団体が。そこへ

出向いてもらったりとか、チラシまくだけでもまいてもらわれへんかと、いうようなことをね、せ

っかく「つどい」に登録したんだから、あの団体をほったらかしに、自分らとか一員じゃなくて、

ここを利用するということも大事やと思う。そしたら、まち協とその活動団体と両方が重なってい

く。そうすると、幅が広がるかなと思いますけどね。 

【会長】団体さんへ波及する効果もありますよね。 

【委員】そうですよね。 

【会長】特に子育て層のサークルさんもあるわけですから、子育てに対して、受動喫煙というのはす

ごく大きな問題だと思いますんでね。 

  ひょっとすると、そちらのほうにこの運動が広がっていく可能性もありますよね。 

【会長】ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

  それでは、また思い出したら、その他のところでも言っていただければというふうに思います。 

 

 ３ 路上喫煙マナー向上推進エリアを位置づけた上での啓発活動等への支援について 

【会長】それでは、続きまして３番目でございますけれども、『路上喫煙マナー向上推進エリアを位置

づけた上での啓発活動等への支援について』ということで、これもまず、説明いただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

【事務局】それでは案件３『路上喫煙マナー向上推進エリアを位置づけた上での啓発活動等への支援

について』ご説明をさせていただきます。 

  資料６－１「路上喫煙マナー向上推進エリアについて」をご覧ください。 

  昨年度の協議会でもご説明をさせていただきましたが、路上喫煙のマナー向上推進エリア制度と

いうのは、地域の中で特に重点的に路上喫煙のマナー向上を推進する必要がある地域をマナー向上

推進エリアとして申し出していただきまして、一定期間の啓発活動などを行っていただく制度でご

ざいます。対象は、各小学校区を基本とした校区まちづくり協議会単位での申請となりまして、活

動に対する市の支援としては、２年間に限定した中で一定金額を上限として必要な啓発物品などを

ご提供させていただくほか、活動内容の広報を実施させていただくことでご支援させていただきた

いと考えております。 

  次に、資料の裏面をご覧ください。「７．活動の流れ」でございますが、申し出をしていただきま

した後、２年間継続して啓発活動を実施していただきますが、その上で、マナー向上の改善がされ
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ない場合は路上喫煙禁止区域としての申し出を行うことができます。この場合、市からは本路上喫

煙マナー向上推進協議会に諮問を行いまして、協議会からの答申結果を踏まえて禁止区域としての

指定の可否を決定するものとなっております。また、禁止区域としての申し出を行わない場合であ

りましても、啓発物品の支援のほか、活動内容の広報を実施させていただくことでご支援させてい

ただきたいと考えております。 

  続きまして、八尾市における路上喫煙マナー向上推進エリアの設置状況でございますが、今年の

７月に、久宝寺小学校区まちづくり協議会からマナー向上推進エリアとしての活動開始届出書の提

出を受けまして、９月１日から活動が開始される予定となっております。 

  資料６－２『【久宝寺小学校区】路上喫煙マナー向上推進エリア地図』をご覧ください。 

 指定エリアはＡとＢの２つのブロックに分かれておりまして、まず、資料の１枚目の地図がＡブ

ロックになっておりますので、こちらを見ていただきますと、Ａブロックは八尾高校の周囲及びそ

の上部の区域の周囲で、八尾高校北側を東西に通る府道の歩道部分と、八尾高校の西側を南北に通

る旧中央環状線の歩道部分を含みまして、地図上で色づけさせていただいております歩道及び公園

の部分となっております。 

  続きまして、資料の２枚目のほうがＢブロックになりますので、そちらを見ていただきたいと思

います。まず、資料の裏面から説明させていただきます。 

  Ｂブロックでございますが、No.７と表示のあるこちら、顕証寺という名前の交差点なんですけれ

ども、こちらから西に向かいまして、向かいの地図で左を見まして、また地図の表面に戻っていた

だきまして、ずっと西に行きますと顕証寺というお寺がございまして、こちらの北西角から南側に

抜けていく道路です。久宝寺駅方面に抜ける道路上等になっておりまして、No.11の地点を終点とす

る、地図上で色づけさせていただいている部分となっております。 

  続きまして、久宝寺のマナー向上推進エリアとしての活動効果を把握することを目的としまして

活動開始の前と後で実態調査を実施することとしておりますが、活動開始前の実態調査が終了して

おりますので、速報値でございますが、その結果をご説明させていただきます。 

  資料６－３『【久宝寺小学校区】路上喫煙マナー向上推進エリア 実態調査報告書』のほうをご覧

ください。 

  まず、ポイ捨て吸い殻数のカウント調査としましては、こちらの資料の一番上の表になりますけ

ども、ＡとＢブロックそれぞれにつきまして２日間、午前と午後に分けて調査を実施しまして、Ａ

ブロックでは、１日当たり平均で246本、Ｂブロックでは１日当たり平均で262本の吸い殻が確認さ

れまして、Ｂブロックのほうが若干多い結果となりました。なお、平成25年度に実施いたしました

市内の駅前エリアにおける調査結果では、市内の主要な６駅における平均値が894本でありましたの

で、駅前エリアよりは少ない状況であるということもわかりました。 

  続きまして路上喫煙者数のカウント調査としましては、これは下の表になりますけども、Ａブロ

ックとＢブロックそれぞれについて、朝・昼・夕方の時間帯に分けて調査を実施しました。その結

果、Ａブロックの路上喫煙率が1.6％、Ｂブロックの路上喫煙率が1.7％という結果となりまして、

ＡブロックとＢブロックにはほとんど差がない状況であるということもわかりました。なお、平成

25年度に実施しました駅前エリアにおける調査結果では、市内の主要な６駅における路上喫煙率の

平均値が1.9％でありましたので、駅前エリアよりは若干低い状況にあるということもわかりました。 

  このほか、Ａブロック内の公園でもポイ捨て吸い殻数と喫煙者数を調査しましたが、ほとんどゼ
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ロに近い状況でございました。 

  続きまして、校区まちづくり協議会から路上喫煙禁止区域としての申し出がされた際に禁止区域

として指定するかどうかの考え方について、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 資料６－４『路上喫煙禁止区域として指定するための考え方（案）』をご覧ください。 

 一番上のところですが、「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」の第６条の

抜粋をしておりまして、こちらのほうに「市長は、路上喫煙に起因する被害の防止及び健康への影

響の抑制を図るため、特に必要があると認める区域を、路上喫煙禁止区域として指定することがで

きる」という規定がございます。 

  参考としまして、この資料の中段に、大阪市と吹田市における、禁止区域として指定するための

要件をまとめておりますが、こういった内容を踏まえまして、八尾市での指定の視点（案）という

ことでまとめております。そちらの内容を説明させていただきますと、「人通りが多いこと」または

「ポイ捨て数が多いこと」、そして「地域住民、事業者、学校等の協力体制が整っていること」が、

八尾市においても、先ほど説明しました条例第６条で規定される区域に合致すると考えられますの

で、実態調査の結果がこれらの要件に合致するかどうかを検討材料としまして、禁止区域として指

定するかどうかを判断する必要があるというふうに考えております。 

 そのほか、実態調査についてはマナー向上推進エリアとしての指定の前後で実施しますので、指定

の前後での、たばこのポイ捨て数や路上喫煙率の改善状況も踏まえまして検討する必要があるとい

うふうに考えております。 

  なお、マナー向上推進エリアを位置づけた上での２年間の啓発活動の後に、久宝寺小学校区まち

づくり協議会から路上喫煙禁止区域としての申し出が行われた場合には、本協議会に諮問をさせて

いただきまして、協議会からの答申を踏まえて、禁止区域としての指定の可否を決定していくもの

でございますので、そうしたことも踏まえましてご協議いただければというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。 

【会長】ありがとうございました。何かご質問はありますか。 

【事務局】すみません。ちょっと推進エリアの写真を撮ってきましたので、その分だけお見せさせて

いただきます。 

  こちらが、Ａブロックの地図を見ていただきますと、資料６－２でございますけど No.１の地点

がこういう感じになっております。そこから、これは八尾高の西側の一番下のほうですね。一応、

先ほど説明させていただきました、旧中央環状線を北上していきますと No.２になりまして、こう

いった状況になっております。片道１車線の道路となっていますね。次に交差点の No.３、こうい

った形になっております。ここにマナー向上推進員さんがたばこのポイ捨ての看板をつけていただ

いてる状況になります。 

  次に、ここから東に向かった橋の、八尾高の北側の東のほうの位置、地点になります。長瀬川の

橋があるところですね。 

次は、ちょっと北側に行きまして、No.５があるんですけど、こういった交差点の中を通りまして。

顕証寺の交差点です。 

最後、公園ですね、こういう形で、すごく小さな公園で。200㎡ぐらいの、すごく小さい公園です

けど。調査結果を見ると、ほとんどもう、余り使われてる方もおられないということがわかりまし

た。 



 

- 11 - 

 

  続きまして、資料をめくっていただきまして、Ｂブロックのほうになりますが、No.７なので、裏

側のページになりまして、右がＢブロックの始点になります。こっちの顕証寺の交差点付近の写真

です。これは一方通行で、こういう形で進む道路になっております。 

  続きまして、そのままずっと西側に行きますと、No.８の道路という形になっています。ちょっと

舗装も変わった舗装となっておりまして、寺内町でカラー舗装となっています。 

これをずっと行きまして No.９、ここが顕証寺の角ですね。こういう感じになっておりまして、

その後、南側にずっと下って行きましたら、ここが No.10の交差点ですね。最後が、No.11がこれ、

終わりがここまでとなってる状況となっておりまして。余り歩道も広くないような状態になってい

ます。ＪＲ久宝寺駅にちょうどつながっていく道の途中までになるんですけど。 

以上が、現状の写真となっております。 

【会長】ありがとうございます。いかがでしょうか。何かご質問とかご意見、思われてることでもい

いですが。 

  ２年頑張っていただいて、さらにワンステップ、上がりたいということに関しましては、またこ

こに、お諮りをさせていただくということで、資料６のように、禁止区域の考え方、とりあえずこ

ういう形で、準備をしたらどうかなというご提案をいただいておりますけれども。 

  地元の方がここをやりたいというお申し出で、このエリアが、場所が決まってるという、そうい

うふうに理解していいですか。 

【事務局】そうです、はい。両方とも、特にＡブロックのほうは、町会さんですごく熱心に清掃活動

していただいてるブロックになっていまして、そういった、たばこのポイ捨てが問題になっている

ともおっしゃっていまして、そういった形で、今回、申し出をしていただきました。 

  Ｂのほうは、ＰＴＡのＯＢさんが中心になって清掃活動を実施していただいてまして、その方た

ちの申し出もありまして、していただきました。 

【事務局】久宝寺の祭り等には、働きかけをしていきましたので、その中で久宝寺さんとお話しでき

る機会がありましたので、今回久宝寺さんのほうから、こういう申し出をいただいた形でエリアを

指定させていただき、こういう形にしたいと思っております。 

【会長】ありがとうございました。 

【委員】いいですか。久宝寺地区というところは寺内町で、道も整備され、きれいなところだから、

余計にマナーの調査結果も、結果が出てきてないのかなと思います。それを広げて、コースを見て

ずっとそうですね。昔から、近鉄八尾まで通る寺内町の道のりで、その分目指しておられると思う

んだけどね。 

  ほかでこれを求めて、なかなか、手を挙げてくるところはなかなかないと思うんですけどね。広

い範囲でね。 

  どうなんでしょうね、これはマナー向上推進エリアですから、マナー向上なんてもう八尾市全域

でそうやということで、もっとあってもええのと違うかな。でないと、マナー向上から次、禁止区

域にしていくための準備みたいなんが見え過ぎてね、何かマナー向上、じゃあ八尾市全域がそうや

ということで、まちづくり協議会を先ほど挙げさせていただいたんですけれども。もっとその意識

を上げないといかん、その意識のために募集しておられるのだと思うんですけどね。 

  ここだけで、ここは一番、手を挙げやすい場所でしょ、言うたら。八尾の中でも異様に道路も整

備されて。 
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  実は、私、山本なんですけどね、玉串川沿いも歩道をきれいにしてもらったら、そういうたばこ

やとかごみも減るんやないか、もっときれいにしてもらえたらということで申し出て、桜並木もみ

どり課と連携しながら、きれいにしていただいた。やはりこの辺が、八尾市はまだまだ整ってない

ところで。だから、たばこ禁止、禁止ばかりじゃない、吸える場所もつくっていかないとあかんと

いうことは、非常に大事なところかなと思います。 

  以前に山本でも実施させてもらって効果があったので、これも久先生のアイデアをいただいた、

十何年前に。落書きが非常に増えて困るんやということで。そしたら、落書きする場所をつくった

らどうや、という久先生の提案で。落書きできる場所をつくった。ほな、そこにみんな集中して、

ほかの落書きがなくなったという。そういう効果もあった。たばこも同じようなことが言えるのと

違うかな。 

  恐らく、ほな、どこで吸うたらええんって、トラブルもあったと思いますわ。路上喫煙でね。ち

ょっと注意をしたら、ほな、どこで吸うたらええん、吸うところがないやないか、いう。ちょっと

入り組んだ私有地の駐車場、ガレージで吸ってはって、そこにほっときはるとか、で、気にせえへ

んから。やっぱり吸える場所、環境づくりが一番、環境としたら。環境づくりが一番大事なところ

で。やはり、きれいな所には、なかなかごみはほうりにくいですよね。そういうほうりやすい場所

をつくらないというのが、一番大事なところかなと思っていますので。 

  このエリアも賛成です。八尾市全域がエリアやと。もっとどんどん、どんどん出してもらったら

いい。マナーですかね。もう場所じゃない。だから、人。人をつくっていかないと、場所だけじゃ

全然。この場所はいける、この場所はええんかと。 

【委員】山本ですか。 

【委員】そうです、そうです。 

【委員】そうなんですか。私も山本南なんです。去年から、お地蔵さんのお祭りが23日、24日、毎年

させていただいてるですけれど、去年からティッシュをいただくようにしていただいて、できるだ

け皆さんに、お下がりと同時にティッシュを入れさせていただいて環境のことを言っていく。最近、

きれいですね。やっぱり効果が出てるなと思います。 

  野球場の東側も、ボランティアで一生懸命お掃除していただいてますので、あの辺も初めは汚か

ったんですけど、きれいになっております。効果が出てますね。 

【委員】今、言われるように、やっぱりティッシュとかチラシをね、自分らだけまくんじゃなくて、

何かをまくとき、一緒にまいてくれへんかみたいな。 

【事務局】ティッシュを配っていただいた委員も路上喫煙マナー向上推進員をしていただいておりま

して。 

【委員】うちの山本にもいてはるんですけどもね。なかなか。 

【委員】どうしても、一人で頑張ろうとされるから、しんどくなるんですよね。協力者を求めはった

ほうがいいですよ、という話はしているんですけどね。 

  これは、わしの仕事やから、わしがせなあかんねん、みたいなところを言っておられるので。そ

れより、たすき、もっとようけ持ってきて、みんなにかけてもらったらどうやって。 

【会長】先ほど、委員のお話を聞いてますと、これは資料６－１で、まちづくり協議会の説明をされ

るんですか。 

【事務局】これを持って、説明させていただきます。 
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【会長】この書き振りはちょっと変えたほうがいいかなというアイデアかなと思ったんですけどね。

つまり、これを示してしまうと、どうしても禁止区域の手前の区域ですよ、みたいな話になってる

ので、そうではなくって、逆に軽い所から重い所へというストーリーもあると思うんですよね。ま

ずはサポーターを、どっか推進員をふやしてください。校区でですね。さらにその次に、月に１回

以上、啓発活動をするんだったら、向上推進エリアというのがありますよと。それでもだめだった

ら、最終的には禁止区域というのがありますよ。というようなストーリーで説明していただいて、

今の状況では、地域はどこまで一緒にやってくださいますか。というような、そんな投げかけ方も

あるのかなと思うんですけどね。 

【事務局】選択もできるんですけど、書きぶり的にそういう形になってしまうというところもありま

すから。 

【委員】そうですね。特に６－１の裏側を見せていただくと、活動の流れが、上がメーンに見えてし

まうわけですよ。下でもいいわけでしょ。別に、禁止区域に持っていかなくても。地域で頑張って

くださるところというのは、もうずっとこの推進エリアで一緒に頑張らせていただくということで

いいと思うんでね。少し書きぶりを変えただけで、かなり印象が違うかなというのはありますけど

も。 

  だから、委員がおっしゃるように、できたら全ての地域が推進エリアになるというのが、八尾で

は理想ですよ。ただ、ただと言っても、なかなかしんどいかもしれませんけど、月１回の啓発活動

をやっていただいたらいいということですからね。 

  ついては、推進員さんを中心に、町会で部会をつくっていただいて頑張っていただく。それで最

後に委員がおっしゃったように、推進員が一人で頑張るんじゃなくて、推進員を核にしながら、年

に何回でも協力してくれる方がおられれば一緒に活動を続けていただいたらいい、というような。

全体の、地域の活動のストーリーというか、シナリオというか、そういうものがもう少しわかりや

すくお伝えできたら、納得度も上がってくるのかなというふうに思いましたけど。 

  ついては、市は何をしてくれるんというのが、ちゃんとわかれば、よりいいかなと思いますけど

ね。 

  頑張ってくださいのかけ声だけじゃないですよ。こういう面でこういうふうにしますというもの

を添えてくれれば。非常によいかなと思います。 

  アイデアで言うと、また次に、お諮りをする喫煙場所の話なんですけども、エリアに手を挙げて

くださると、どこかにこういう喫煙エリアをつくってくださるお手伝いができるとかですね。そん

なところまでいったら、言葉は悪いですが、あめが用意できますので、それだったら、うちも頑張

ろうかというところが増えるかもしれませんね、ということなんですけども。 

  ＪＴさんもこういう協力をしたがってるんじゃないでしょうか。 

【事務局】駅の周りとか人通りの多い所にというのは、ＪＴさんもおっしゃっているんですけど、地

域の中にという話までが、ちょっとどこまで協力いただけるか。ちょっと難しい話かなと。ちょっ

とまだ、あんまり当たってはないですが。 

【事務局】やはりＰＲの効果が高いところというのは、多分認められるというのはあるとは思うんで

すけど、そこはご相談の上で、となるかと思いますが。 

【委員】地域で意識が高まれば、地域は今、まち協の予算がありますやん、支援金が。それを活用し

ながらつくっていくということも考えていくと思います。向こうが必要であれば。 
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  何もかも行政さんが、何かあめを出すんじゃなくて、意識が高まってきたら、この校区でも必要

だなというのはあるから。使えると思います。 

【事務局】この制度でもある、１年目は10万円、２年目は５万円という、消耗品のほうがご支援させ

ていただいてることになってまして、それが終わった後も、今おっしゃっていただいたように交付

金もございますし。それを使っていただいて、もっと継続していただければ、そこはありかな。 

【委員】５万円、10万円って、どの程度を求めておられるのか。 

【事務局】その後、継続するために必要な物品などを整備していただくという形で考えていますので。 

【委員】啓発物品をつくって終わってしまうんじゃないですか。 

【事務局】継続して、ずっと活用してほしいなと思っておりますけど。 

【会長】ちょっと話、脱線しますけど、うちの大学、きのう、おとといと、オープンキャンパスをや

りましたけれども、やっぱりキャンパスがきれいじゃないと、最近は受験してくれませんのでね。

そういう意味では、もう年中、清掃員の方にお願いをして、きれいに清掃していただいてるんです

けどね。それで、たまには学生自治会を中心に、一緒に清掃活動をしようよということで、頑張ら

せていただいてるんで。町も一緒やと思いますよ。きれいな町には、人が集まってくるということ

やと思うんですけどね。 

  ほか、いかがでしょう。推進員の中で意見がありまして。 

  それでは、久宝寺は、もう既に申し出をしていただいておりますので、ほかのところについても

先ほど、いろいろアイデアをいただきましたので、また広げていただくような形に、検討したいと

思います。 

 

４ 喫煙場所の設置検討について 

  続きまして、『４ 喫煙場所の設置検討について』、これもまず、説明いただければと思います。

よろしくお願いします。 

【事務局】それでは、『案件４ 喫煙場所の設置検討について』ご説明をさせていただきます。 

  昨年度の協議会でも、平成25年度に、ＪＲ久宝寺駅と地下鉄八尾南駅で、喫煙場所を試行的に設

置し、調査したことをご報告させていただきましたが、その調査結果から、喫煙場所の設置が、た

ばこのポイ捨て等の美化の観点では効果がありましたが、一方で、喫煙場所の枠内だけで喫煙され

るのでなくて、周辺まで広がってたばこを吸われるなどの副流煙の問題がございましたので、昨年

度につきましては、設置場所や設置方法について、今後、慎重に進めてまいりたいと考えまして、

本設置を見送ってきたという経過になっております。 

  そして、それ以降に他市の喫煙場所視察を行うとともに、平成25年度の調査結果を再度、見直し

していく中で、喫煙場所の設置要件等を検討してまいりました。 

  資料７－１ 『喫煙場所設置の考え方について』をご覧ください。 

  喫煙場所の設置の目的としましては、路上喫煙による被害の防止や、たばこのポイ捨てをなくし

ていくことを目的としまして、具体的な設置条件としましては、１つ目として「禁止区域内に設置

することを原則とし、喫煙者が広い範囲に広がること、歩きながら喫煙場所まで来ることを防ぐ」

ようにしたいと考えておりますが、ただし、懸念しているような問題が起こる可能性が低い駅周辺

等につきましては、設置可能としたいと考えております。２つ目としましては、「通勤経路など、人

の動線は外して設置し、煙の横流れを防止するためのフェンスを設置する」ことを考えております。
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３つ目としましては、「清掃活動が定期的に行われており、吸い殻ごみの収集が可能である」という

ところと、４つ目としましては、「設置費用については、民間事業者の寄附が見込める場合のみ設置

を検討する」ということを設置条件としたいと現在、考えております。 

  今説明させていただきました条件を踏まえまして設置可能な場所を検討しましたところ、まず、

現状の禁止区域は市役所前の道路上のみでありますので、現在のところ喫煙場所を設置できるよう

な場所はありませんので、今後、禁止区域の拡大をした際に設置を検討したいと考えております。 

  次に、他市の設置場所の視察や喫煙場所の試行調査結果を見直ししていく中で、地下鉄八尾南駅

につきましては禁止区域ではございませんが、先ほど説明しました条件に合致しますので、現在、

喫煙場所の設置に向けての検討を実施しております。 

  資料７－２『地下鉄八尾南駅 駅前地図』をご覧ください。 

  設置を検討している場所は、この地図中の斜線の場所となっておりまして、通勤経路の道路上か

らは外れた場所を現在、考えております。 

  地下鉄八尾南駅につきましては、喫煙場所の設置効果を調査するために、平成25年度に喫煙場所

を仮設置した際の調査結果がございますので、資料７－３「平成25年度 灰皿利用状況調査（抜粋）」

資料をご覧ください。 

  この調査については平成26年１月から３月に、ＪＲ久宝寺駅南側ロータリーと、地下鉄八尾南駅

南側ロータリーの２カ所で、実施しました。 

  調査結果についてでございますが、灰皿の正使用率と言いまして、灰皿使用者のうちで喫煙場所

において立ちどまって喫煙した人の割合を示す数値ですが、これが、ＪＲ久宝寺駅では64.0％です

が、地下鉄八尾南駅では88.3％と、高い結果となっております。この結果は、ＪＲ久宝寺駅では、

喫煙場所の設置によりまして、喫煙場所周辺で広がって喫煙をされる方が多数おられましたが、地

下鉄八尾南駅では喫煙場所前で立ちどまって喫煙される方が90％近くおられたということでござい

ますので、こうした状況から、喫煙に起因する迷惑や危険が起こる可能性は地下鉄八尾南駅では低

いと考えられる状況にあります。このため、今回は地下鉄八尾南駅で、喫煙場所の設置について検

討したいと考えております。 

  以上で説明を終わらせていただきますが、また写真をご用意していますのでご覧ください。 

これがＪＲ京橋駅の喫煙場所ですね。最近できました。 

京橋駅自身が禁止区域になりまして、そのときに、こういう形で喫煙場所を、駅からちょっと離

れたところになるんですけども、設けておられます。費用につきましては、これはＪＴさんが全部

寄附されたという形でお聞きしております。 

そして、同じくＪＲ京橋駅で、ここが喫煙場所ですね。ちょっと動線から外れた場所に設置してお

られます。その次に、これはＪＲ吹田駅の喫煙場所になっておりまして、これも、かなり広い感じ

ですね。同じく、ＪＴさんが寄附されて、こちらも吹田駅に禁止区域が打たれたんですが、そのと

きに、こういう形で喫煙場所を設けておられます。 

【事務局】中に、こういう灰皿を、二つ、設置されてますね。こういう啓発の看板もちゃんとつけて

おられます。それで、これが今、先ほど説明させていただきました地下鉄八尾南駅の場所になりま

して、これが仮説で設置した際の状況になっております。やはり植え込みがある関係か、広がった

りする人は少なかったということで、この場所を、この周辺で考えているんですけども、一番適し

ているのかなというふうに、そう考えておるところとなっております。 
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  清掃も、定期的に道路とかを清掃していただいている、シルバーの方がおられましたので、その

方に、一緒に清掃もしていただきました。これは同じですね。看板も、たばこはちゃんと捨てまし

ょうという掲示もつけておりました。今のは、今回の場所はこの場所になります。この前は、ごみ

箱のこちら側に設置しておりました。今回、この場所でもちょっと広いので、先ほどの場所、この

辺なんですけども、本当はここで、設置したいなと考えている状況となっております。反対側から

見たら、こうですね。このあたり、同様に、離れた場所に設置できる形となっております。以上で

す。 

【会長】はい、ありがとうございました。何かご質問、ご意見、ございますでしょうか。 

【委員】私、日帰りバス旅行に、よく行くんですけどね。天王寺の公園のところにも、設置場所、あ

んな立派なのができてるんですけどね。時々、ホームレスと言ったらいかんのですかね。その方が

ね、中で吸っていただいたらよいのに、外で吸っている人が見受けられるんですね。だから、せっ

かく立派な設置場所があるにもかかわらず、わからんのかな。マナーですかね。 

【会長】そうですね。そういう方は、何をやっても。 

【事務局】京橋駅も禁止区域になりましたんで、私、朝に一度、見に行ったんですけど。やっぱり、

ほとんどの方が中で吸っておられるんですけども、やっぱり、ちょっと横で広がる方とか、遠くか

ら歩いて、火をつけて来られる方とか、それは、おられるのはおられるんですけど。まだ、この八

尾南の場合は、前の調査のときでも、やっぱり植え込みがある関係もあって結構、中で吸っておら

れて、あんまり広がらなかったです。ＪＲ久宝寺のときはかなり広がっておられたので。それも、

立ちどまって吸っておられたら、特に、今の条例上問題が、手続がありませんので。注意できませ

んので、どんどん広がってしまう形になるかなという心配もありましたので、ＪＲ久宝寺は見送っ

ているんですけど。八尾南の場合は、その分いけますし、ただ、禁止区域になっても同じく、やっ

ぱり広がる方というのは出てこられるかなというのは、若干、心配があるんですけど。京橋駅で見

る限りは、かなりの部分の方がそこの場所で吸っておられる形でしたので、その分でいったら、美

化とか、道路規制の問題も含めて、かなりの部分で解決できるかなと思っています。 

【会長】逆に、ちゃんとつくれば注意もしやすくなる、ということになりますね。 

【事務局】禁止区域のときはそっちで吸っているんですけど、ほかのときは任意になってくるかなと

いう形がありますので、そこはちょっと難しいかなと。 

【委員】実は私、大阪市内の生野区のほうでふれあいサロンをやってるんですね。やっぱり、そこも

改装したところだから、きれいに使ってほしいので禁煙にしてあるんです。禁煙にするだけではあ

かんから、敷地内ですけども外に自動販売機も置き、ちょっと囲いをしたんです。やっぱり、扉を

あけんと中へ入れない状態。そしたら、外では吸わないですよね。よくカウンターの横についてる

中帳場の、本当に押したらぱっと開くような、ただの扉ですわ。オープンでね。それがあるだけで

も、入らんと吸わない。外では吸わないという、非常にこれも珍しい成功例でね。五、六人しか入

れないですけど、ご近所に大きな病院があったりして、その先生方もそこへたばこを吸いに来られ

る。自動販売機もあるしということで。非常に便利がいいと。それで、自動販売機もふやしていか

ないとあかんなと思っているぐらいでね。例えば中で５人しか吸えなくても、外で待っておられる

んですよ、やっぱり。吸う時間ね。中で吸ってる人も、さっさと吸ったら引き揚げはる。道行く人

が、それを利用しに来られるようになってきた。やっぱり、ちょっとした扉が必要なのかなと。扉

があるのとないのと、大分違うと思うんですよね。なかったら、ちょっと一歩、半歩、外でもええ
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やろうと。それに、一歩外でもええやろうみたいになるんで。この周辺と、広くなってしまうので。

やっぱり、ちょっと囲いが、扉があると、中に入らんとあかんという意識が、できてくるね。外で

待っておられますわ、吸うのをね。だからそうなったら、そこは別に、禁止区域でも何でもないん

ですよ。そこへ吸いに来られるというね。そういう効果があったんで、ささやかですけど、そんな

情報もあるということです。 

【会長】それをお聞きすると、今、久宝寺の駅の場合、広がるから設けないという話になってますけ

ども、逆に、設けると広がらないということになるかもしれないですね。囲み感が出てくるので。 

【事務局】仮設設置したときは出てしまって、ちょっと小さかった部分もあるんですけども。いっぱ

いとなりますと入れなくなってしまいますので、それで出てる方もおられるのかな。その辺は、ち

ょっと課題かなというのは、ありました。 

【事務局】ちゃんとした部屋みたいな形でつくったのが、横浜市さんとかつくっておられるんですけ

ど、その辺なんかを見ますと、逆に部屋にしてしまうので、中に入り込むと、男の人と女の人が一

人ずつで吸わないとあかんとか、そういう時もあるので、外で吸われる方が出たというのが、ホー

ムページなんか見たら載ってました。 

【委員】完全に密閉じゃなくして囲いだけですわ、板張りで。夏だからよしずで囲ったりとかね。そ

れで扉がついてると。そこからしか入れないという、意識です。 

【委員】何かあるという。 

【委員】じゃあ、中に入らないとあかんとか、という。 

【事務局】中に入らないと吸えないという意識があるんですね。 

【委員】別に、そこに空気清浄機があるわけでも、何でもないんだけどね。 

【副会長】たぶん囲いとか、扉というのも、この中で吸いましょうというアピールになると思います。

だから、ただ灰皿を置いてるだけだと、もちろんその近くで吸ってほしいんだけれども、それはや

っぱり広がりますよね。今の、扉のお話というのは、ここの中でオーケーですよというアピールに

なっているのかなと思いますね。 

【委員】やっぱり、私も久宝寺、それから八尾南の駅、試行で選んだ部分を見に行きました。動線か

ら外れんことには、たばこを吸えへん人には迷惑がかかるかもわかりません。その辺をよく考えた

ほうがいいと思います。八尾南は動線から外れてましたし、植え込みがあるだけに、そこで隔離さ

れた感じがあるんやね。あそこは正解だと思いますけど。 

  それともう一つは、この大きさですね。囲いの大きさでキャパがあるから、そこへ、そのキャパ

を超えるぐらいの人が来られたら、それははみ出しますよね。利用する方も、人間て、他人さんと

のある程度の距離感を保ちたいじゃないですか。そしたら、肩の触れ合うようなところで、そこに

は行きたくないし。そしたら、外へ出てくるという感じになるのかなという感じもしますよね。も

う少し動線から外れたところだったら、久宝寺でもいけるんじゃないか。例えばね、サービスエリ

アとかで、高速道路の。結構、離れたところにあるんですよね。トイレへ行かれたり、売店へ行か

れたり、そういう人が集中する場所より、大分離れたところにつくってあるんです。そしたら、私

もたばこを吸いますけど、わざわざ、やっぱりそこへ行くんですよ。しょうがないから。行っても

らえたら成功だと思うし。少々離れたところでも。やっぱり動線上から離すことと、ある程度のキ

ャパをつくることだと思います。 

【委員】私のところも近鉄八尾駅前で、ビルがありまして、本当に八尾の駅前ですけども、喫煙所を
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つくってるんです。まあ、環境保全課さんもご存じかと思いますけど。畳一畳半ぐらいのスペース

です。そしたらね、３人入ったら、もうしんどいんですよね。とはいえ、ちょっと外へ出てる方も

おられますけど、歩道上にはあんまり出ないです。ある程度は迷惑も考えながら、ある程度のキャ

パを持つ。つくってあげれば、そこの中へ入っていくとは思うんです。さっき委員から言われたよ

うに、何か中へ入らないとあかんのやでという意識を持たすような、少しの仕掛けというのは必要

かもしれません。 

【委員】うちも喫煙場所を、自分とこの敷地内につくったわけですけど、それは３年前なのです。当

初、駅前の人通りの多いところですので、苦情が出るかもわからんなと思ってましたけど、正直に

言って１件もないです。パーティションは、大分高いパーティションを使ってますけども。人間の

背よりは高いパーティションを使って、上へ煙が抜けるようにしてますけども。ちょっと心配しま

したけども、全然なかったです。 

【会長】久宝寺は、ちょっとそのあたり、実験してみるという。別のところにつくってみて。可能性

はありますよね。先ほどのお話をお聞きしてますと。 

【委員】エスカレーターの下というのは、結構ね。両方、吸われる方も吸われない方も、便利がいい

場所なんでね。ちょっと我慢させてもいいんじゃないですかね。そうしたら、可能性も出てくるか

なと。 

【事務局】久宝寺の仮設の設置場所でございますんですけども、お配りをさせていただきました資料

の、ホチキスどめをしております。「八尾市路上喫煙対策事業報告書（抜粋）」と書いております。

「灰皿利用状況調査報告書」の３ページに設置当時の、見にくいんですけども写真と概略図を載せ

ております。場所のあれでございますけど、ＪＲ久宝寺駅南側のロータリーという書き方をしてい

るんですけども、実際にはロータリーに面したところではなくて、エレベーターの柱、エレベータ

ーがついておりますところの、すぐ横側に設置をさせていただいたんですけども、ＪＲ久宝寺の中

で人通り等、ずっと状況を見せていただいて、一番迷惑がかかりにくいであろうということと、か

つ八尾市が管理しておる場所ということの条件、二点から、こちらの場所を選定させていただいた

次第です。ですから場所的には、動線を外してというご意見をいただいておったんですけども、利

用者につきましては、ここの、仮設場所の南のところにエスカレーターが設置されてございますの

で、久宝寺の駅を利用される乗降客については、そのエスカレーターのほうから上がられる方がほ

とんどで、エレベーターをご利用なさる方というのは体がご不自由な、車いすをご利用の方とか、

あとはベビーカーを押されている、小さい子供さん連れの方が利用されるくらいかなというふうに

思っております。 

  仮設の分ですけども、工事用のいわゆるトラフェンスというものを活用させていただいて、急ご

しらえで設置をしておりますんで、今後、ＪＴさん等でご提供いただけるものということになりま

したら、足の部分は当然あいているような仕様になってこようかと思いますので。結果が、先ほど

うちの課長から申し上げておりましたように、外にはみ出て吸っているというのは、中が余り、入

ってしまいますと外から見えないということで、特に女性の喫煙者の方からは敬遠されていたよう

な話も、地域を回っておりました指導員のほうからも報告いただいておりますので。中が見えるよ

うな状態であれば、防犯上、気になさらなくて、ご利用度ももうちょっと上がるのではないかなと

いうふうに思っておるんですけども。常時、この仮設を設置した後も、今は何も置いてないんです

けれども、地域の方がたまに空き缶を置かれまして、そこに、仮設の喫煙場所のような状態で、た
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ばこを吸ってらっしゃる方がいるんですけれども、指導員にもその人数を把握させておるんですが。

やはり立ちどまって、そこで吸っている喫煙者の方というのはたくさんいらっしゃるということで、

仮設の喫煙場所を提供した後も、そこの場所で吸う癖というんでしょうか、吸われる方はやはり、

かつて八尾市が設置をしていたということで、安心感をお持ちなのかもしれないんですけども、そ

の場所で立ちどまって吸ってらっしゃる方というのは結構多いということでは、報告を聞いており

ます。 

【事務局】委員がおっしゃったように一定、先ほど京橋駅を見ていただいたんですが、喫煙場所が駅

から遠くても、吸う方が、かなりの方がそこまでちゃんと、吸いに行かれる場合がありますので。

その動線を外すということは大事かなと思っていますし。その中で言ったら、いい場所というのは

動線、少々外してつくったとしても喫煙される方は、大体マナーを守られて、そこで吸われるかな

と思いますので。そういう場所も含めて、考えていきたいと思います。 

【会長】先ほど教えていただいたように、やはりこう、もっと外から見えるような環境をつくってい

くと、女性の方も安心して吸えるかなというふうに思いますが。その辺は、実験できるような、キ

ットみたいなもので、持ち運びとか移動ができるようなものを用意するというのはどうかなと思う

んですけどね。余りにも簡便過ぎる、余りにも仮設過ぎると。 

  ちょっと、ついでに脱線話になるかもしれませんけど。ヨーロッパで車の規制をする手法、いろ

いろあるわけですよね。通行どめにするだけじゃなくて、何か置物をして、真っすぐ通させないよ

うにするとか。そういうときに、１カ月間ぐらい実験するんですよ。何かトラブルが起こらないか

どうか。そういう実験キットを持っているんですね。既に市役所が。それをトラックで運んでいっ

て、道路にいろんなものを置くことによって実験ができるというキットがあるんです。それを知っ

ているものですからね、ちょっと、いろんなところに持ち運びができて、半年とか１年、実験でき

るようなキットなんかを開発するというのも一つかなと。ＪＴさんと協力し合いながら、持ち運び

で、仮設でできるようなキットみたいなものが。 

【副会長】できそうな気がしますよね。パネルみたいなので、それで透明になっていればよいわけで

すよね。三方が囲えればいいのかなと思って。 

【会長】イベントのときにそんなやつ、開発してるんじゃないですか。 

【事務局】いや、まだ見たことがないですけども。確認してみます。 

【副会長】もう一つ、山側にも、写真を見せていただいたら喫煙場所と書いてありますよね。あれは

とても大切で、ここが喫煙場所だということは、裏を返すとそうじゃないところは喫煙しない場所

ですということを言ってると思うんです。だから、それもすごく大切なことかなと思います。それ

が見えると、少なくともそこが、見えてるところでは、いや、ここは吸ってはいけないところだと

なる。だから、キットを開発されるときに喫煙場所というのもしっかり見せるようなもので、され

るといいのかなあと思います。 

【会長】はい、ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。とりあえず、今回は八尾南でし

っかりとつくっていきますというお話でしたけれども、これは問題なしということで、よろしいで

しょうか。あと、どうやってふやしていくかということ、またいろいろとアイデアをいただきまし

たので、頑張っていただければと思います。 
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Ⅱ－５ 今後の事業スケジュール（案）について 

【会長】それでは、最後になりますけれども、実はスケジュールだけではなくて、いろいろ検討させ

ていただきたいということもありますので、５番目の『今後の事業スケジュール（案）』につきまし

て、説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【事務局】それでは、５番目の「路上喫煙対策事業の今後のスケジュール（案）」について、ご説明さ

せていただきます。資料の８番を、すみません。Ａ３になっておりますが、ご覧いただきますよう

お願いいたします。 

  本市の路上喫煙対策事業につきましては、平成22年10月に条例施行後、さまざまな取り組みを進

めてきておりますが、今後の事業展開に向けまして、複数年で想定した中で、事業展開を進めてま

いりたいと考えておりまして、担当課案ではございますが、お手元の資料のような事業スケジュー

ル案をお示ししております。 

  まず今後も事業を進めていく上でのキーポイントとして考えておりますのが、資料の上の部分、

中央の部分に記載しておりますように、きょうもお話がありましたような地域や事業者、市民と連

携した啓発活動を展開することで、効果的なマナー向上を目指してまいりたいと考えております。 

  マナーの向上は、行政だけの指導や啓発を行うだけではなかなか効果が上がらず、地域や事業者、

市民の皆様と連携した活動を行っていくことで、より効果的な施策展開が図られるものと考えてお

ります。そうした中で今後、資料の左側になりますが、「地域と連携した施策展開」と「よりマナー

向上を目指した施策展開」の二つの主要な視点で、複数年を見据えた中で主な事業展開を進めてま

いりたいと考えております。 

  まず、１点目の「地域と連携した施策展開」は、先ほどご説明させていただきました、市内の全

ての校区に設立されております「校区まちづくり協議会」を対象とした「路上喫煙マナー向上推進

エリア」について、まず、久宝寺小学校区のまちづくり協議会で、９月からエリアの活動が開始さ

れる予定ですが、今後、他の校区のまちづくり協議会にも、推進エリアを位置づけた上で、活動開

始を働きかけてまいりたいと考えております。 

  また、市民公募の「路上喫煙マナー向上推進員」の皆様と連携した活動を展開するとともに、全

ての小学校区に推進員の活動が展開できるように働きかけてまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の「よりマナー向上を目指した施策展開」としましては、「過料徴収の実施」と「禁

止区域の拡大」の２つの施策を考えております。 

  過料徴収につきましては、条例で既に2,000円以下の過料を徴収すると規定をしておりますが、規

則で施行を見送りまして、徴収をしておりません。その理由としましては、事業開始から平成25年

度まで毎年、路上喫煙の実態調査をいうのをしてきておりますが、年々、路上喫煙率が低下して、

マナーの向上につながってきておりましたことから、見送ってまいりました。 

  しかしながら昨年度、この協議会でもご説明させていただきましたが、平成24年度から平成25年

度については横ばいとなりまして、下げどまりとなってきたことから、昨年度から過料徴収に向け

た検討をしてまいりました。 

  過料徴収の目的としましては、西田委員からもご指摘がありましたが、市民に罰則を科すことで

なく、よりマナーの向上を目指していく手法と考えておりますことから、本市としましては過料徴
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収に向けて条例違反者率等の目標値を設定しまして、市民の皆様に目標値を明らかにすることによ

って集中的にＰＲをしていきまして、そうした目標値が達成できない場合には過料徴収をしてまい

りたいという形で、原課としては考えております。この目標値の設定の、達成度をはかっていくた

めに、平成28年度と平成29年度には路上喫煙の実態調査を、再度してまいりたいと考えております。 

  他市では、こうした目標値を路上喫煙率、0.1％以下、時間当たりにしましたら約１人という形に

なるんですが、として目標を設定しまして、達成できなかったため、過料徴収を実施しているとい

う例がございます。こうした例を参考としながら、来年度の実態調査により、目標値を設定してい

きたいと考えております。ちなみに本市の、禁止区域での路上喫煙率、条例違反者の率は、平成25

年度の調査で0.5％、時間当たりにしましたら約５人でございます。 

  なお、過料徴収につきましては、まだ、市の政策議論の中で実施時期ということにつきましても、

早めていくことの議論も出てきておりまして、実態調査を行うなどの実施手法についても再度検討

しておりまして、担当課案として現在、お示しをしておりますが、スケジュールや実施手法等につ

きましては、今後、若干の変更があるのはご理解いただきますよう、お願いいたします。 

  次に、禁止区域の拡大についてでございますが、禁止区域につきましては、本市では今、近鉄八

尾駅から市役所前の道路の、１カ所の禁止区域を設置しております。地域からの申し出制度による、

禁止区域の設置を見据えた活動は今年度、久宝寺校区でスタートしますが、主要駅周辺につきまし

ては通行数も多いことから、地域の皆様や、商店街等のご意見をお伺いしながら、ご協力いただけ

る主要駅周辺につきましては、市として禁止区域の指定をしていきたいと考えております。禁止区

域の指定につきましては、推進エリアから禁止区域の指定と同様、本協議会の諮問事項となってお

りますので、指定等の動きがございましたら、再度、協議会を開催させていただきたいと考えてお

ります。 

  以上が、環境保全課として現在、考えております、大まかな事業スケジュール案でございます。 

  こうした進め方につきまして、委員の皆様からご意見をいただければと考えております。 

  なお、過料徴収でも申し上げましたが、このスケジュール案につきましては、市の政策部門や財

政部門との調整は、まだできておりませんので、変更になってくる場合もございますので、ご了承

いただきますようお願いいたします。 

  以上でございます。 

【会長】はい、ありがとうございます。先ほどの資料８、上の部分というのは、今まで、かなり議論

させていただきましたので、特に過料徴収までのステップですね。このあたりで、集中的にご意見

を賜ればと思いますが、いかがでしょうか。 

  もっと練らせていただくと、今まで頑張ってきたけれども、一定の啓発の効果というのが限界に

来たという中で、過料に持っていきたいなと。でも、突然、過料を取るのではなくて、もうちょっ

と、ここまでいかないと、次、過料ですよということを、ＰＲしながら。それでもうまくいかない

場合は、思い切って過料に持っていく。こういうスケジュールでいきたいなという提案でございま

すけれども。そのあたりの目標が、どれぐらいがいいのかとか、どれぐらい期間をかけて、さらに

啓発するべきなのかというのは、また時期が来たら、委員さんの方にはお伺いをしたいというよう

に思っておりますが。いかがでしょうか。 

  他市の状況を勉強していただいてると思うんですが、何か追加の情報提供、いただけますでしょ

うか。 
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【事務局】他市は、ほとんど条例施行と同時に、過料を取る。取る場合は、そうしているところが多

いのかなと聞いています。私どもとしましては、先ほど説明がありましたけども、当初からは、下

がってきましたので、施行は見送ってきたというところでございまして、今、下げどまりになって

きましたので、何か、もちろん過料を取ることが目的ではないんですけども、ＰＲ効果を高めると

いう意味で、実施を検討しているということになっております。 

【事務局】例で示させていただいたかな。名古屋市さんがこういう形をされておるんですけど。0.1％

という路上喫煙率。禁止区域で。それ以下になれば徴収は実施しないというのを市民に投げかけら

れて、３カ月間、集中的に広報をされて、その後に、また結果を、実態調査をされたんですが、そ

のときに0.1％以下にならなかったということで過料徴収を実施されているということがございま

す。その辺の、久会長がおっしゃっていただいたようにＰＲ効果を生かしながら、過料徴収の中で

も、さらにマナー向上につなげていくような形ができたらなというのは、担当部としての案なんで

すが。これ、条例施行からかなり時期もたっておりますんで、市の内部の話になるんですが、過料

徴収、実はもっと早めたほうがいいんじゃないかという議論が出ているのが、今の段階でございま

す。 

【会長】先ほどもお話ししていただいたように、0.1％。たしか１時間に１人ですね。そこまで落ちる

かどうか。先ほど委員が、別の観点からおっしゃっていただきましたけども、多分、その方という

のは、何をやっても吸い続ける方なので。2,000円で本当にやめられるかどうかというところはなか

なか悩ましいんですけど、ただではなくて、そういう方に対しては、そろそろお金をいただくとい

うのも、ありかなと思っています。 

【事務局】はい、すみません。取り方も今、大阪府下では、大阪市さんと堺市さんが即取る形をされ

てまして、他市さんではほとんど、一旦注意をされたら、やめられたら、もう取らないという形を

されてます。その辺も、八尾市のほうでいいましたら、当初の部分でいいましたら、一旦注意をし

てという形もあり得るのかなと思っておりますので、そこで周知していくところもあるかなと思い

ます。 

【委員】この2,000円という数字が、どうなのかということですが。取りやすい数字なのか、出しやす

い数字なのか。 

【事務局】1,000円から2,000円。他市によったら、いろいろと開きがあるんですけども。 

【委員】私、ＪＲ八尾駅の近くなんですけども、ＪＲ八尾駅から、ちょうど私とこの前がスクールゾ

ーンになって、車１台が通るのがやっとこさぐらいの狭い道なんですけども。朝、サラリーマンの

方がね、歩きながらたばこを吸ってる方がたくさんいらっしゃるんですよね。そんなんね、そこの

事業所へ、行政のほうからお願いしますと、喫煙についての、話なんかしていただくのはどうかな

と。 

【事務局】やはり市外の方でなかなか、ＰＲさせていただいているんですけど、伝わっていないとこ

ろも多分、ございます。そういったところで、通勤の方が多いのかなと思いますので。先ほど説明

させていただきました八尾をきれいにする運動推進本部の中に企業連絡会というがございまして、

そこの企業さんのほうにも、美化の観点でいろいろしていただきまして、ポスターとかも貼ってい

ただくようにお願いしたりとかですね、そういうことをさせていただいてるんですけども、よりそ

ういう市外の方の利用というのも、むしろかかわっていかないとあかんなというのもありますので。 

【会長】対応に関してはまた、今の方針に基づいて考えていただいて、ある程度、詰まってきた段階
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でお諮りさせていただくということで、よろしいでしょうか。 

【副会長】この協議会、次はいつになるんでしょうか。 

【事務局】基本的には１年に１回、させていただいているんですが。ただ、内容によりましたら、再

度、調整させていただいて、させていただく部分もあるかなと思っておりますので、その時はご協

力、またよろしくお願いいたします。 

【副会長】過料の話ですが、きょう、幾つか案が出ましたよね。例えば、目標値を設定して、集中的

にやって、それが達成できなかったら過料金にするとか。過料自体も、2,000円ですか。2,000円よ

り1,000円のほうが取りやすいかもしれないなというふうに思ったりはします。次はないのか。とい

うことですとか、あとは、すぐ取るか取らないかとか、というような話というのは、やっぱり、こ

の協議会にかけてということになるのでしょうか。 

【事務局】過料も、またそういう、具体的になってきましたら、もちろん、協議会のほうへお話を持

っていくことになるかと思いますが。 

【副会長】それで、老婆心ながらこれ、スケジュールをちょっと前倒しにしましょうという声が庁内

でありますというお話があったんので、次はいつですかとお聞きしたんです。こういう感じでいき

ましょうということで、きょう閉会になると、余り進んでないですよね、協議会の内容としては。

それでもよろしいんですか。それでも進むんですかね。 

【事務局】今回、過料の部分につきましては、いろいろご意見をいただけたらということで、かけさ

せていただいたんですけれど、協議会の中での諮問事項となりますと、この事業に対する視点であ

りますとか、禁止区域の拡大のときの禁止区域の指定でありますとか、その部分になってきますん

で、いろいろとご参考の意見をいただきながら、また、こちらから出させていただいた中で、また

ご意見をいただけたらなと、思ってますんで。 

【委員】そちらで進められるんだったらオーケーなんですけど。で、お聞きしたんです。ですから、

粛々と進めていただいたらいいと思うんですけど。きょう、お聞きしたようなことをですね。そう

思いますが。もし手続上、協議会に諮らなければいけないということではないということですか。 

【事務局】諮問事項には、ならない形かなと思います。 

【委員】はい、わかりました。 

【事務局】すみません。あと、条例に一応2,000円以下という形で、条例上はなっておるんですけど、

基本的には2,000円以下となっておりますので、それを1,000円にするとか、そういう形とか考え方

は、基本的には考えておりませんので。2,000円という形になるかなと思います。 

【会長】できたら、タイミングが合えば皆さんにも、もう少し細かな話もご呈示いただきながら、ご

意見を賜るということはあると思いますが。今、先ほどの流れをご確認いただいたということでご

ざいますので。そのあたりはまた、できたら諮っていただいたほうがいいのかなと思います。 

 

 

Ⅲ その他 

【会長】それでは、よろしいでしょうか。さて、先ほども、いろいろ出てますように原則、年に１回

ということでございますので、余り集まる機会がございませんので、せっかくの機会ということで、

その他、何か路上喫煙等に関しましてご意見がございましたら、ぜひお出しいただけたらと思いま

すが。ないでしょうか。 
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【副会長】きょう、エリアのお話が、いろいろ出てました。中で、きれいなところには、なかなか捨

てにくいということで、そういう整備をしていくというあたりで、市の方もまたご支援も、地域に

考えていっていただくということが一つと、市の中全体で、八尾市の中では歩きたばこをやめまし

ょうと、いうふうに持っていくためには、さっき会長がおっしゃったように、もう少し、エリアを

皆さんが、エリアに手を挙げようというふうに、思っていただけるような。先ほど、ティッシュを

入れたというお話があったんですが。そういうものはもう、どんどん地域に提供できるわけですよ

ね、市として。だからこうやって、もうちょっと敷居を低くして、推進エリアのほうはなるべく広

げていくというふうにしていったほうがいいなと思いました。実は私、このＡブロック、Ｂブロッ

クというのが、どういう意味があるかというのを、お聞きするまで知らなかったんですけども、ど

うやら、あそこはやるだろうなというような地域だけだと、なかなか広がらないと思うんです。だ

から、皆さんが手を挙げていただけるような。手を挙げるためには、やっぱりいいこともあったら

いいじゃないですか。だから地蔵盆のときに、入れるのに、ちょっとあったりとかですね、そうい

うことで。そういうときは、きっとお子さんのいらっしゃる方ばかりだから、お話もずっと浸透す

ると思うので。それを広げる対策、広げる方向というのを、市さんもやれることをやっていただい

て、それで、皆さんになるべく手を挙げていただけるような、さっき会長がおっしゃったような、

書きぶりでやっていただくと、広がるかなというふうな印象を持ちました。 

【会長】ありがとうございます。地域の方が、なかなか手を挙げていただかないと、勝手にこっちが

という話にはならないと思うんですけどね。その、やはり久宝寺の寺内町というのは、由緒正しい、

八尾でも資源なんですけど、もう一つは、やっぱり、植松の地域なんかも、非常に由緒正しいとい

うか、植田家住宅も寄附いただいて、ちゃんと資源として使っていただいているというところもあ

るのでね。いろいろ、次の候補地というのは考えられると思うんですけどね。そこはまた、働きか

けていただいたらいいかなと思います。 

  その他、いかがでしょうか。山本地区の委員のところは玉串川沿いも、ぜひとも、一緒に頑張り

ましたけども。 

【事務局】実際にまちづくり協議会も、説明に行かせていただいたときに、興味を持っていただいた

地域もございますので、その辺も含めまして、いろんな、清掃活動も、日常やられている地域もご

ざいますので、働きかけをしていきたいなと考えております。 

【委員】タクシーを利用していただければね、山本駅から北も南もね。まち協は両側にあるんやから

ね。全部が、まち協もつながっていくと思います。その川沿いだけでもやっていったら。せっかく

桜の名所としていっているんだから、市長はさんざん訴えておられるのだから。桜の名所にしよう

というて。観光客が来るようにというておられるのだから。そういうところは、そうですよ、いう

形でいいと思うんですよ。協力してくださいじゃなくして。八尾市としてＰＲしたい場所ですから

ね。いや、それは困るというまち協は、どこもないと思うんですけども。自然とまち協同士がつな

がっていって情報が、両方に枝が出ていくんじゃないかなと思います。 

【会長】先ほど副会長がおっしゃっていただいた話の延長上でいうと、八尾ならでは、ここだってい

うところが、ほかにもあるかもしれないということですかね。私の、もともとの専門分野でいうと、

その玉串川沿いの、山本の北のほうの話でいうと、駅前で第一種低層住居専用地域、閑静な住宅地

があるというのは非常に珍しいんですよね。そういう、八尾の特徴というのがあって、駅前からす

ぐに第一種低層住居専用地域があって、閑静な町並みのところに桜並木があるわけじゃないですか。
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そういうところというのは、もっともっと、よりきれいに持っていくというのが、八尾市全体とし

ても、イメージアップにつながるんじゃないかなと思うんですけど。 

【委員】不思議なもんでね、我々も他市へ行って、八尾市に住んでるとは言わずに、山本に住んでる

と言うと、言いやすいんですよ、印象が違うんです。先生が言われるように。閑静な住宅、外れて

るんですけどね、自分のいるところは。そういう名所をつくっていって、ＰＲしていくのは、八尾

の町に、いいかなと思いますけどね。どうしても八尾、本庁のあるところが中心に動いてしまって

いるというね。本庁のある八尾地区のまち協がなかなか動いてない。商店主ばっかり、住んでる人

がするんだから。そこをもっと入れようとしても、なかなか動かない。それよりも、言っている、

久宝寺も動いているように、山本も動けるやろという、先生が言われたように。しまったなと思っ

てますけどね。ティッシュの件でもそうですわ。やはり、そういう在庫があって、あるんであれば

ね、どんどんまけると思います。私、高齢者さんがやってる、おばちゃん方が来はるのに、いろい

ろ交通安全のティッシュをいただいて配るんですね。無煙化のＰＲとともに。そしたら、こんなの

あるんやね、誰かに渡しといてあげるわって、幾つか持って帰ってくださるんですよ。それが、非

常に効果があると思うんですよね。一人一枚じゃなくて、その人が何人かに、お友達にまいてくだ

さるというのは、非常に効果があると思いますね。だから私、駅前でよく、ティッシュ配りで動員

されることがあると、必ず、何枚かまいてくださいって渡すんです。こっちも楽やからね。一人一

枚じゃなくしてね。誰かに渡してくださいねみたいな。ＰＲしてくださいと渡すんです。そしたら

早く帰れるし。そんな方法もありやと思うんで。あるんであれば、どんどん出していただければ、

我々、どんなイベントでも、持っていく場合もありますし。 

【会長】ぜひとも、よろしくお願いします。ほか、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

  それでは、きょうの案件は全て終了させていただきました。本当にいろんなアイデアとご意見を

賜りまして、ありがとうございます。それでは、事務局のほうへお返ししますので、よろしくお願

いします。 

 

Ⅳ 閉会（略） 

 

 

午前11時50分閉会 

 

 

 

 


