
たばこ市民マナー向上エリア団体交流会 次第 

 

     日 時：平成 28年 10月 20日（木） 

午後２時から 

会 場：環境局第 1会議室 

 

１ 開 会  

 ・事業管理課長 あいさつ 

 

２ 議 題 

 ・たばこマナー向上エリア団体の活動状況について（報告）  

 ・たばこマナー向上エリア団体のホームページ紹介 

・たばこマナー向上エリア団体からの事例報告（１団体）  

豊崎東地域ネットワーク委員会（豊崎東地域ネットワークきららⅡ）  

  【質疑応答】  

・「たばこ市民マナー向上エリア制度」にかかる意見交換について 

・アンケート実施 

 

３ 閉 会 

 

 

 

【配付予定資料】 

 ・たばこ市民マナー向上エリア団体交流会資料  
 



平成２８年１０月 
 
 
 
 
 

 
 
 

たばこ市民マナー向上エリア団体交流会資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪市環境局事業管理課 



はじめに 
 

１ 大阪市路上喫煙の防止に関する条例      

大阪市では、平成 19年 4月に、他人に迷惑や危険を及ぼす恐れのある路上喫

煙を防止し、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的とし

て「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。市民等の責務として、

道路、広場、公園その他の公共の場所では、市民等は、自ら路上喫煙をしないよ

うに努め、互いに協力して路上喫煙の防止のための活動に積極的に取り組むと

ともに、大阪市が実施する施策に協力するよう努力義務を課しています。 

      

２ 路上喫煙禁止地区の指定 

「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、平成 19年に御堂筋及び大

阪市役所・中央公会堂周辺を、平成 27年 2月に都島区京橋地域を「路上喫煙禁

止地区」に指定しました。「禁止地区」における条例の違反者に対し、罰則（過

料 1,000円）を適用し、非常勤嘱託職員である路上喫煙防止指導員（大阪府警Ｏ

Ｂ）[主任指導員 1名、指導員 12名（1班 4名×3班）]が、毎日（年末年始を除

く）、禁止地区を巡回して、過料徴収及び啓発・指導を行っています。 

 

３ たばこ市民マナー向上エリア制度 

平成 20年度から全市域での取り組みを推進するため、市民、事業者の活動団

体の自主的な活動と行政の協働による「たばこ市民マナー向上エリア制度」を実

施しています。この制度は、市民、事業者の活動団体が、活動地域を自ら定めて

いただき、その地域において路上喫煙の防止活動に取り組み、大阪市は啓発物品

の提供等の支援を行う、協働の取り組みであります。 



４ 今年度の取り組み 

（１）セレッソ大阪とのタイアップによる啓発活動 

「セレッソ大阪と大阪市との連携協力に関する包括協定書」に基づき、

セレッソ大阪選手が出演する啓発ＤＶＤを作成し、セレッソ大阪主催ゲ

ーム（キンチョウスタジアム等）の試合前や大阪市役所等での放映を計画

している。また、啓発ポスターを作成し、地下鉄駅構内や大型商業施設等

に掲示している。 

 

（２）旅行者（外国人を含む）向け啓発記事掲載 

① 大阪市観光局と提携し、外国語ガイドブック（英語（10万部）・韓国語

（9万部）・中国語（15万部））へ掲載し、大阪府内の観光案内所・空港・ 

大手宿泊施設・旅行会社（ＪＴＢ、日本旅行等）及び韓国、中国、台湾の

観光案内所等に配架している。 

②  旅行ガイドブック（るるぶ（8 万部）・まっぷる（18 万部））に掲載を

計画している（12・1月発行予定）。 



路上喫煙禁止地区過料処分件数

御堂筋及び大阪市役
所・中央公会堂周辺

都島区京橋地域
（平成27年2月～）

計

平成19年度（10月～3月） 4,359 4,359

平成20年度 9,202 9,202

平成21年度 11,411 11,411

平成22年度 8,237 8,237

平成23年度 6,255 6,255

平成24年度 6,438 6,438

平成25年度 5,883 5,883

平成26年度 5,459 557 6,016

平成27年度 2,886 2,151 5,037

平成28年度（９月末） 1,766 1,538 3,304

累　　　計 61,896 4,246 66,142

過料処分件数

年　　　　度



団　体　名 時　期 活　　動　　内　　容

1 淡路本町商店街振興組合 11月　1回 商店街にて啓発活動（ティッシュ配布）・のぼり設置

4月　1回
商店会で交通安全とともに、ポスター掲出・啓発活動（ティッシュ配布）・のぼり設
置

7月　1回 七夕まつりイベントで啓発活動（ティッシュ配布）・のぼり設置

11月　1回 あきない祭りにてポスター掲出・啓発活動（ティッシュ配布）・のぼり設置

3月　1回 地域町おこしにて啓発活動（ティッシュ配布）

3 上新庄南商店会

4，9月　計2回 商店街等にて、啓発活動（のぼり設置・ポスター掲出）

11，1，2月 ポスター張り替え

10月　1回 ＪＲ東淀川駅東口前で、啓発活動（ティッシュ配布）

12月　1回 ラジオ体操参加者に啓発活動（ティッシュ配布）

3月　2回 該当で啓発活動（ティッシュ配布）

通年 街路灯にのぼり掲出・ポスター掲出

４～３月　計10回 商店街等にて、啓発活動（ティッシュ配布）・のぼり設置

５，７，１１月　計3回 清掃活動と合わせて、啓発活動（ティッシュ配布）・のぼり設置

８月　１回 夏まつり会場で啓発活動（ティッシュ配布）

１２月　１回 年末夜警にて啓発活動（ティッシュ配布）

6 神津社会福祉協議会 月2回　計24回 街頭で啓発活動（ティッシュ配布）

7 西中島地域社会福祉協議会 ９月　　1回 街頭で啓発活動（ティッシュ配布）

8 大阪ターミナルビル株式会社 月2回　計24回 街頭で啓発活動（ティッシュ配布）

9 株式会社阪急阪神百貨店 4・8・10・1月　計4回 阪急百貨店、阪神百貨店、JR大阪駅前の歩道橋で啓発活動（ティッシュ配布）

通年 啓発テープ放送

11月　1回 のぼり設置、啓発活動（ティッシュ配布）

11 京橋地域の安全なまちづくり連絡協議会 月2回程度　　計23回
協議会環境浄化部会啓発活動とあわせてのぼり設置、啓発活動（ティッシュ配
布）

通年 ポスター掲出

５月　１回 街頭で東警察署と一緒に啓発活動（ティッシュ配布）

月１回（第１火曜日） 御堂筋を中心に清掃活動

１０月　１回 大阪マラソンクリーンアップに合わせて、清掃活動

5 東淡路商店街振興組合

10 天神橋筋商店連合会

12 せんば心斎橋筋協同組合

「たばこ市民マナー向上エリア制度」　活動報告

平成27 年4 月～平成28年3 月（平成20年度　参加団体 ＮＯ．１～２４）

2 小松南商店会

4 西淡路商店会



団　体　名 時　期 活　　動　　内　　容

13 心斎橋筋北商店街振興組合 ４・６・７・９・１１・１２月　計７回 街頭で啓発活動（ティッシュ・チラシ配布）

毎日 啓発テープ放送

毎日 パトロールに合わせて、啓発活動（呼びかけ）

通年（毎月曜日） 清掃活動、啓発活動（呼びかけ）

通年（毎金曜日） 「安心・安全」パトロールに合わせて、啓発活動（呼びかけ）

月１回程度　計１３回 街頭で啓発活動（ティッシュ配布）

５・１０月　計４回 清掃活動

通年 巡回に合わせて啓発活動（ティッシュ配布）

通年 各店舗のレジ前に啓発ティッシュを設置

１２月　３回 街頭で啓発活動（ティッシュ配布）

通年（第２・４木曜日） 清掃活動・啓発活動（ティッシュ配布）

通年 南地中筋店舗前にティッシュ設置

７月　１回 南地中筋夏祭りイベントで啓発活動（ティッシュ配布）

１月　２回 なんなかウエルカムイベントで啓発活動（ティッシュ配布）

５・７・９・１１・１・３月　計６回 各店舗で啓発活動（ティッシュ配布）

４月　１回 各店舗で啓発活動（ティッシュ・チラシ配布）

１月　１回 宝恵駕行列で啓発活動（のぼり掲出・ティッシュ配布）

通年 掲示板等にポスター掲出

通年 街路灯にのぼり設置

１０～１１月 道具屋筋まつりで啓発活動（ティッシュ配布）

１月　1回 新春道具屋市で啓発活動（ティッシュ配布）

５月　１回 ＯＢＰ西エリアの清掃・啓発活動（ティッシュ配布）

１０・１２・３月　計３回 ＯＢＰ全エリアの清掃・啓発活動（ティッシュ配布）

21 なんさん通り商店会

22 ＮＳＣＣ（なんば駅周辺環境浄化協議会） 月１回　計１２回 高島屋周辺等の清掃活動・啓発活動（ビラ・ティッシュ配布）

23 ＴＡＣＬ（タックル） 月１回程度　計１１回 啓発活動（ティッシュ配布）

24 ジョイフルたばこ阿倍野ユニオン 通年（毎土曜日） 喫煙所を中心に周辺も清掃活動・啓発活動（ティッシュ配布）

17 南地中筋商店街振興組合

18 難波センター街商店街振興組合

19 千日前道具屋筋商店街振興組合

20 大阪ビジネスパーク開発協議会

14 心斎橋筋商店街振興組合

15 戎橋筋商店街振興組合

16 法善寺こいさん通り商店会



団　体　名 時　期 活　　動　　内　　容

25 此花区まちづくり会議 毎月（第1日曜日） 毎月の一斉清掃に合わせて啓発活動（ティッシュ配布・のぼり掲出）

26 大阪南料飲観光協会 １０月　１回 清掃活動・啓発活動（ティッシュ配布・のぼり掲出）

27 道頓堀商店会

28 宗右衛門町商店街振興組合

通年 各店頭・掲示版等にポスター・のぼり掲出

第１・第３水曜日 清掃活動・啓発活動（ティッシュ配布）

30 御堂筋・長堀２１世紀の会 月１回　計１２回 清掃活動に合わせて啓発活動

８月 各店頭・掲示版等にポスター・のぼり掲出

８月 啓発活動（ティッシュ配布）

１２月 町内イベントにて啓発活動（のぼり掲出・ティッシュ配布）

32 クリーン靭 ５・１１月　計２回 信濃橋交差点にて啓発活動（のぼり掲出、ティッシュ配布）

33 三泉商店街振興組合 ５・７・９・１１・１・３月　計６回 アルミ缶の回収イベント時に啓発活動（ティッシュ配布）

34 大阪南部たばこ商業協同組合 月１回程度　計１１回 街頭で啓発活動（ティッシュ等配布）

５・７・１月　３回 安心・安全まちづくり活動内にて啓発活動（のぼり掲出・ティッシュ配布）

３月　１回 日本橋ストリートフェスタで啓発活動（ティシュ配布、のぼり掲出）

36 生野たばこ会 月１回程度　計１０回 街頭で清掃活動・啓発活動（のぼり掲出、ティッシュ配布）

月１回程度　計１１回 京阪野江駅周辺で清掃活動・啓発活動（ティッシュ配布）

４・５・６・７・８・１２　計６回 ふれあい喫茶で啓発活動（ティッシュ配布）

６月　２回 地下鉄西田辺駅周辺で啓発活動（ティッシュ配布、のぼり掲出）

１２月　１回 ふれあいクリスマス会で啓発活動（ティッシュ配布）

39 長池連合振興町会 ６・１０月　計２回 啓発活動（ティッシュ配布、のぼり掲出）

40 駒川駅前商店街振興組合 １２月　１回 田辺大根祭で啓発活動（のぼり掲出・ティッシュ配布）

７月　計６日間 大売出し抽選会場で啓発活動（ティッシュ配布、ポスター・のぼり掲出）

１２月　計６日間 歳末大売出し抽選会場で啓発活動（ティッシュ配布ポスター・のぼり掲出）

35 日本橋筋商店街振興組合

37 成育女性会

38 阪南連合町会

41 長吉中央商店街振興組合

31 久左衛門振興町会

（平成21年度　参加団体 ＮＯ．２５～４１）

29 道頓堀商店連盟・道頓堀一丁目東櫓振興町会



団　体　名 時　期 活　　動　　内　　容

42 豊崎東地域ネットワーク委員会　きららⅡ 月1回程度　計8回 清掃活動・啓発活動（ティッシュ配布）

５月　１回 商店街総会にて啓発活動（ティッシュ等配布）

７月　１回 中元売り出し期間中に啓発活動（ティッシュ等配布）

８月　１回 商店街夜市で啓発活動（ティッシュ等配布）

１１月　1回 商店街イベントで啓発活動（ティッシュ等配布）

１２月 商店街歳末売出イベントで啓発活動（ティッシュ等配布）

44 吉野コミュニティセンター ８月　１回 納涼盆踊り大会で啓発キャンペーン（のぼり掲出、ティッシュ配布）

５・６・１・３月　計４回 九条駅周辺で啓発活動（ティッシュ配布）・清掃活動

１０月　1回 区民体育祭会場内で啓発活動（ティッシュ配布）・清掃活動

１１月　1回 区民まつり土佐公園会場で啓発活動（ティッシュ配布）・清掃活動

６月　計１回 弁天町駅周辺の啓発活動（ティッシュ配布）

９月　計１回 朝潮橋駅周辺の啓発活動（ティッシュ配布）

１１月　計１回 大阪港駅周辺の啓発活動（ティッシュ配布）

47 通天閣本通商店会 ５月　計２回 商店街各店舗にて啓発活動（のぼり掲出・ティッシュ配布）

４・５・１１・３月　計５回 街頭で啓発活動（のぼり掲出ティッシュ等配布）

４・６・７・９・１０・１・２・３月　計９回 清掃活動（のぼり、ポスター掲出）

49 新大阪アメニティ・ソサエティ 月1回程度　　計10回 新大阪駅北側周辺の清掃活動・啓発活動（ポスター掲出・ティッシュ配布）

50 大成社会福祉協議会 月２回程度　計２２回 千日前通～今里ロータリーを中心に啓発活動（のぼり・ポスター掲出、ティッシュ配布）

51 今里社会福祉協議会 月１回程度　計９回 今里ロータリー周辺で啓発活動（のぼり・ポスター掲出、ティッシュ配布）

52 神路社会福祉協議会 ７月　１回 神路ふれあい夏祭りで啓発活動（のぼり・ポスター掲出、ティッシュ配布）

53 深江連合振興町会 月１回程度　計９回 地下鉄新深江橋駅前等で啓発活動（のぼり・ポスター掲出、ティッシュ配布）

月１回程度　計１１回 新深江駅前～大今里6丁目交差点で啓発活動（のぼり・ポスター掲出、ティッシュ配布）

月１回程度　計８回 今里駅前、今里ロータリーより今橋大橋まで啓発活動（のぼり・ポスター掲出、ティッシュ配布）

４・７・１０・２月　計５回 大今里１丁目交差点～６丁目まで啓発活動（のぼり・ポスター掲出、ティッシュ配布）

６・１０月　計３回 城北公園フェアーで啓発活動（のぼり・ポスター掲出ティッシュ配布）

８月　１回 旭区民まつりで啓発活動（のぼり・ポスター掲出ティッシュ配布）

56 新森商店会 ４・９・２月　３回 森小路駅前で啓発活動（のぼり・ポスター掲出ティッシュ配布）

57 駒川オレンジ通り商店会 １０月　２回 各店舗及び抽選会場前で啓発活動（ティッシュ配布）

５月　１回 清掃活動で啓発活動（ティッシュ配布・のぼり掲出）

１０月　１回 大阪マラソンで啓発活動（ティッシュ配布・のぼり掲出）

３月　１回 交通キャンペーンで啓発活動（ティッシュ配布）

55 旭通り商店会

58 弘治地域まちづくり研究会

46 八幡屋商店街振興組合

48 柏里本通商店街振興組合

54 片江連合町会

45 西たばこ会

（平成22年度　参加団体 ＮＯ．４２～５８）

43 野田阪神本通商店会



団　体　名 時　期 活　　動　　内　　容

59 北梅田地区まちづくり協議会 4・6・7・10・1月　計5回 茶屋町にて啓発活動（ティッシュ配布）

月１回程度　計８回 阪急・相川駅前で啓発活動（ティッシュ配布・啓発テープ放送）

４・７・１１・２月委員会開催 委員会の開催（4回）、相川町内会、大学成蹊｢大学祭｣で啓発活動

61 大阪市鶴見区商店会連盟 計２回 店頭で啓発活動（ティッシュ配布）

４月　計１回 選挙日にて啓発活動（のぼり・ポスター掲出ティッシュ配布）

７月　計１回 夏祭りにて啓発活動（のぼり・ポスター掲出ティッシュ配布）

８月　計１回 区民まつりにて啓発活動（のぼり・ポスター掲出ティッシュ配布）

63 今市商店街振興組合

64 天王寺たばこ会 ６・７・９・１０月　計４回 街頭で啓発活動（のぼり・ポスター掲出ティッシュ配布）

４・７・３月　計４回 天満橋京阪モールで啓発活動（ティッシュ配布）

１０月　計３回 地下鉄谷町４丁目駅付近で啓発活動（ティッシュ配布）

66 加賀屋商業協同組合 ４・５・６・７・１０・１２月　計８回 各イベントにて啓発活動（ティッシュ配布）

67 地下鉄あびこ中央商店街振興組合 ７・１２・２月　計１６回 抽選会にて啓発活動（ティッシュ配布）

68 ゆめまちロードOSAKAあべの ７・１０・３月　計３回 街頭で啓発活動（ティッシュ配布）

団　体　名 時　期 活　　動　　内　　容

69 鶴橋商店街振興組合 月１回　計１２回 ＪＲ鶴橋駅中央口周辺で啓発活動（のぼり・ポスター掲出ティッシュ配布）

団　体　名 時　期 活　　動　　内　　容

70 姫島駅前センター街 ６月　計１回 阪神姫島駅前にて啓発活動

、

（平成27年度　参加団体 ＮＯ．７０）

（平成23年度　参加団体 ＮＯ．５９～６８）

60 「学生の街　相川」マナー向上委員会。

62 城北商店街、赤川商店会、赤三商栄会

65 ＮＰＯ法人　不要入れ歯回収サービスセンター

（平成25年度　参加団体 ＮＯ．６９）


