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平成３０年度 第１回 路上喫煙対策部会 

 

                  日 時：平成３０年８月２９日（水） 

                      午後７時００分～午後８時４４分 

                  場 所：天王寺区役所 ５階 ５０２会議室 

出席者 

（区政会議委員） 

桑原委員・竹田委員・玉井委員・中野（浩志）委員・中野（佳弘）委員・中山委員 

松本委員 

出席７人／定数８人 

 

（天王寺区役所） 

川畠企画総務課長・尾古貴企画総務課長代理 

 

（関係機関） 

大阪市環境局・天王寺消防署・ＪＲ西日本大阪支社 
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○尾古貴代理 

 定刻が参りましたので、ただいまより平成３０年度天王寺区区政会議第１回路上喫

煙対策部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様には本日何かとお忙しい中、ご出席賜りましてまことにありがとうござ

います。 

 私は天王寺区役所企画総務課長代理の尾古貴でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 初めに、本日の配付資料についてご確認をお願いいたします。先日送らせていただ

きました資料をご持参いただいているかと存じます。また加えて、本日の配付資料は

机の上にご用意させていただいております。机の上の配付目録とあわせてご確認をお

願いしたいと思います。 

 なお、不足している資料がございましたら、私どものほうにお声がけください。大

丈夫でしょうか。 

 それでは、次第に沿って進めさせていただきます。 

 まず初めに、企画総務課長の川畠よりご挨拶申し上げます。 

○川畠課長 

 皆さん、こんばんは。夜遅くにお集まりいただきましてありがとうございます。天

王寺区役所企画総務課長の川畠でございます。 

 日ごろより区政運営に多大なご理解とお力添えをいただいておりますこと、また本

日は第１回目の路上喫煙対策部会ですけれども、ご出席いただきましたことをお礼申

し上げます。ありがとうございます。 

 本日の第１回目の部会は、大阪市の路上喫煙対策の取組状況などにつきまして説明

させていただきまして、皆さんから忌憚のないご意見をいただきたいというふうに考

えております。 

 中で検討したんですけれども、できるだけご自由に、フリーにご意見をいただきた
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いということで、本日区長・副区長は参加せずにご意見をいただくような場の設定と

いうことでさせていただいております。 

 次回、秋といいましても第２回目、１０月もしくは１１月にまた日程調整をさせて

いただきますけれども、第２回目の部会を開催させていただきますけれども、そこで

は一定部会としてのご意見というか禁止区案を取りまとめていく必要がございますの

で、その際には区長・副区長とも内容を共有したいと考えております。 

 大阪のシンボルストリートであります御堂筋、外国人観光客でにぎわう難波、大阪

と京都をつなぐ拠点の京橋が既に路上喫煙対策禁止地区となっており、歴史的・文化

的資産が集積する天王寺駅周辺も路上喫煙禁止地区としていきたいと考えております。 

 皆さんから多様な意見をいただきながら、路上喫煙禁止地区に係る天王寺区案を取

りまとめてまいりたいと考えております。 

 大阪の南の玄関口の天王寺の魅力向上のため、路上喫煙や吸い殻、ごみのないきれ

いな天王寺区を住民の皆さんと一緒につくっていきたいと考えております。  

 以上、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○尾古貴代理 

 議題に入ります前に、本日ご出席いただいております委員の皆様から順に一言ずつ

簡単にご挨拶をお願いしたいと思います。 

 こちらの中野浩志委員から順に左回りで、この順番でお願いいたします。  

○中野浩志委員 

 こんばんは、お世話になっています。天王寺区商連の会長をしています中野でござ

います。 

 私としましては区商連として商売人としての路上喫煙ということをまた話させても

らいます。よろしくお願いします。 

○玉井委員 
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 こんばんは。公募委員の玉井と申します。 

 先日長男が生まれまして、子どもを持った親という立ち位置と、あとは私は３４歳

なんですけども、３０代の男性で、もともと私は喫煙をしていたので、４年ぐらい前

にやめましたけども、そういった目線でお話しさせていただければと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○竹田委員 

 真田山地域から来ております竹田です。よろしくお願いします。  

○桑原委員 

 天王寺区女性会の会長の桑原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○中野佳弘委員 

 こんばんは。公募委員の中野と申します。 

 私は見ていただいたとおりにわかりますように、呼吸器に障がいがありまして、酸

素を吸いながら歩いております。これをつけだしたのは３年ほど前からなんですけれ

ども、歩いておりますとやはり歩きたばこをされている方とか、自転車を乗りながら

たばこを吸われている方が多数おられまして、引火の危険性というのはないんですけ

れども、そういうことも考えられますので、障がい者の立場からこの対策のほうに加

わらせていただきたいと思います。以上です。 

○中山委員 

 こんばんは。公募委員の中山と申します。 

 私の会社は淀屋橋にございまして、御堂筋が禁煙になって、そうなるとどういうこ

とが起きたかというのを思い出したんですけど、一本入った心斎橋筋になりますけど

も、そこでたばこを吸っている人がふえたというようなこともあったり、うちの関連

会社の人間がよそ様の会社の前でたばこを吸って、捨てて帰っているとかいうマナー

とかいろいろありまして、いわゆる何か禁煙にしたはいいけれども、吸う場所の確保

とかいうのもセットなのかなというようなことも思ったりしています。 
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 あと京都大学でも教えているんですけど、大学の中でも喫煙所も指定してちゃんと

整備しているので、吸うところがないといけないのかという気持ちも多少は、工夫な

りが必要かと思ってもいております。 

 そういったことで狭い範囲の経験ですけれども、何かお役に立てればと思って参加

させていただきます。よろしくお願いします。 

○松本委員 

 もっと狭い範囲のことでございますが、私は家族が大家族の中で生まれました。お

じ、父、皆が大変に喫煙する者で、煙が常に、女性軍が怒っておりました。そういう

中で育ちましたが、最近はその家族も全部皆他界していなくて、私と主人で二人にな

りましたら、主人のほうもたばこは吸いますけれどもあまり吸いませんので、今こう

いうお役に、生魂地域活動協議会の者として寄せていただいております。いろいろと

勉強させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。  

○尾古貴代理 

 ありがとうございました。 

 なお、本日もう一人吉田委員につきましては、所用により欠席の旨ご連絡をいただ

いておりますのでご報告させていただきます。 

 また関係機関といたしまして、大阪市環境局、天王寺消防署、並びにＪＲ西日本の

ほうから関係者が会議に同席していただいておりますので報告させていただきます。  

 次に、今回路上喫煙対策部会ということで開催することに伴いまして、天王寺区の

区政会議運営要綱、本日配付させていただいています資料の１枚目の運営要綱を改正

させていただいて、その要綱の第６条にこの部会の根拠について反映させていただい

ておりますので、またご確認いただけたらと思います。 

 それからまた本日の会議につきましては傍聴の方がおられますので、傍聴規定に従

っていただきますようお願いいたします。 

 それから委員としてご出席いただいた皆様は、すみませんがご発言の際に担当者が
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マイクをお持ちいたしますので、マイクをご利用いただきますようお願いいたします。  

 なお、本日の路上喫煙対策部会の様子を広報紙、ホームページなどに掲載させてい

ただきますので、会議中に何枚か写真を撮らせていただきますことをご了承いただき

ますようお願いいたします。 

 それではここから次第の３番、議長、副議長の選出に移らせていただきます。 

 区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第７条では、区政会議の委員は、そ

の互選により議長及び副議長を選任するものとすると記載されております。本部会の

開催につきましても、天王寺区区政会議運営要綱により条例の規定の例により行うこ

ととされておりまして、今回第１回の路上喫煙対策部会となりますので、議長、副議

長を選任する必要がございます。 

 まず議長、副議長の選任ですけれども、事務局の腹案といたしまして、地域活動や

地域課題解決を目的とした会議運営のご経験を勘案し会議を円滑に運営するという観

点から、議長には真田山地域活動協議会会長及び真田山連合振興町会会長を務められ

る竹田委員、また副議長には事業者として区内のにぎわいづくりに資する天王寺区商

店会連盟会長の中野浩志委員が適任かと考えておりますが、皆様ご異議ございません

でしょうか。 

（異議なしの声あり） 

○尾古貴代理 

 ないですか。ではご異議がないようですので、皆様の拍手をもって承認してまいり

たいと思います、よろしいですか。 

（拍手） 

○尾古貴代理 

 ありがとうございます。 

 それでは竹田委員、中野浩志委員はそれぞれ議長席と副議長席に、すみませんちょ

っとお移りいただきますようお願いいたします。もしそこが狭かったら回ってきてい
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ただいても結構です。 

 よろしいですか。それでは議長、副議長の就任の挨拶を簡単で結構ですのでお願い

いたします。 

○竹田議長 

 ただいま議長に選任されました真田山地域の竹田でございます。  

 日ごろはこんな雰囲気の会議はしたことがないんですけど、いつもお祭りをどうし

ようかというか地域活動の会議しかしたことがないです。こんなアカデミックな会議

をどう取りまとめていけるかやってみないとわからないところがありますけど、皆さ

んどうぞよろしくお願いします。 

 先日の区政会議の折に、この路上喫煙対策部会のことに関しては、前もって皆さん

お話を聞いておられると思うんですけども、今いよいよここに始まったわけでござい

ます。天王寺区のこれからの行政の取組の一助となりますよう、皆さんの忌憚のない

ご意見を期待しております。よろしくお願いいたします。 

○尾古貴代理 

 副議長、お願いいたします。 

○中野浩志副議長 

 副議長になりました中野浩志と申します。 

 お話しのとおり、私、商店会連盟のほうから選任されております。皆様とお話をさ

せてもらって、一番いい案をやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

します。 

○尾古貴代理 

 ありがとうございました。 

 それではここからの議事進行を竹田議長にお願いいたしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○竹田議長 
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 皆さん、お手元に送られてきた資料があると思うんですけども、その中の何枚かめ

くっていただきましたら第１回路上喫煙対策部会 次第というのがございます。これ

に従って進めていきたいと思います。 

 皆さんの意見交換の前に、行政のほうから現在の大阪市の路上喫煙対策に関する取

組について説明していただきたいと思います。その説明の後に、皆さんの意見交換を

したいと思います。 

 行政のほうからよろしくお願いします。 

○川畠課長 

 それでは私川畠のほうから、座わってで申しわけないですけれどもご説明させてい

ただきます。 

 一部、先月の区政会議での説明と重複する部分もございますけれども、よろしくお

願いしたいと思います。 

 配付資料のほうですけれども、まず大阪市路上喫煙の防止に関する条例、条例施行

規則ということでつけさせていただいております。これをご参考にごらんいただけれ

ばというところですけれども、条例の第３条のところで本市の責務といたしまして、

条例の目的を達成するため市民等への啓発、市民等の自主的な活動の支援、その他路

上喫煙の防止のためにということで書かれておりますけれども、第４条のほうで市民

等の責務ということで、市民等はみずから路上喫煙をしないように努めということで、

路上喫煙というのは道路等、道路等というのは道路・広場・公園、その他の公共の場

所ということですけれども、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いうようなことで、市民の方々の責務とい

うか、努力目標というようなことでも書かれておる条例ということになっております。  

 ではその後ろになりますけれども、資料１につきましては先日の区政会議のほうで

もお配りしていますけれども、ちょっと重複はしますけれどもご説明させていただき

ます。 
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 ただいまご紹介させていただきました条例のもと、平成１９年に有識者等で構成す

る大阪市路上喫煙対策委員会が設置されております。 

 委員会では市長からの諮問を受けた路上喫煙禁止地区の指定、または変更もしくは

解除並びに路上喫煙防止に係る重要事項の調査審議を行っておるところです。  

 平成１９年に大阪のキタとミナミをつなぐ御堂筋及び中央公会堂周辺を路上喫煙禁

止地区として初めて指定しまして、平成２７年には都島区の京橋駅周辺も路上喫煙禁

止地区ということで指定されたところです。 

 後ろに今カラーコピーでつけておりますけれども、現在の路上喫煙禁止地区という

ことになります。 

 路上喫煙禁止地区内では、受動喫煙やたばこのポイ捨て等の防止の観点から禁止地

区付近に喫煙所を設けるということでされておりまして、こちらがそのカラーの路上

喫煙禁止地区、見ていただきますと御堂筋大江橋、淀屋橋のほうです、大江橋北詰の

ところに１カ所、難波のほうに１カ所、京橋のほうにも１カ所ということで喫煙所が

設けられておるというのがわかろうかと思います。 

 これに違反すると、警察ＯＢを雇用した指導員により路上喫煙禁止の呼びかけや、

１，０００円の過料徴収を行っておるところです。 

 路上喫煙禁止地区の指定に係る考え方は、平成２５年の大阪市路上喫煙対策委員会

からの答申、四角囲みのところですけれども、ございますように、駅周辺や通行者が

比較的多いことで迷惑や危険が及ぶ地域。天王寺駅周辺もまさにそういったエリアに

なると思うんですけれども、ＰＲや抑止効果が高い地域、それと禁止地区の明確性が

確保できる地域を基本として検討し、また喫煙の規制だけでなくマナーを守った喫煙

のため、禁止地区またはそれに近い場所に、先ほど申し上げました喫煙により他人に

迷惑や危険を及ぼすおそれがなく、ＰＲ効果を持つ喫煙所を設けられたいということ

が答申として出されております。 

 続きまして、平成２０年度からということで書かれておりますけれども、たばこ市
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民マナー向上エリア制度です。 

 路上喫煙を取り締まるというだけでなく、平成２０年度からは地域の市民の皆さん

や事業者等が主体となって自主的に路上喫煙の防止活動に取り組んでいただいており

まして、その活動を本市がサポートするたばこ市民マナー向上エリア制度を全国初の

取組として開始、スタートしたところでございます。 

 天王寺駅周辺では、大阪南部たばこ商業協同組合女性部の皆さんとＴＡＣＬ（タッ

クル）の皆さんに活動いただいておるところです。 

 その活動エリアにつきましては、本日机上にお配りさせていただきましたＡ３の縦

型の資料Ａのほうです。こちらの資料Ａのほうに記載させていただいておりまして、

青の部分が大阪南部たばこ商業協同組合女性部、黄土色の部分がＴＡＣＬの活動エリ

アということで、ＴＡＣＬのほうはかなり幅広くというか、天王寺区と阿倍野区にま

たがって活動されておるというところでして、ＪＲ天王寺駅西側のロータリーや東口

のあたり、阿倍野歩道橋、あべのハルカスや、あべのＨｏｏｐの北側のエリアの清掃

や路上喫煙禁止の啓発を行っていただいておるところです。 

 ちなみにそのＪＲ天王寺駅西側のロータリーのところです、ここを囲った形になっ

ていますけども、この囲ったところ全てが活動エリアということで活動されておると

ころです。 

 次の資料に行きますけれども、資料２のほうをごらんください。資料２につきまし

ては、これまでの路上喫煙禁止地区における過料処分件数ということで表を添付させ

ていただいております。 

 最初に御堂筋及び大阪市役所、中央公会堂周辺が指定され、平成２７年２月から京

橋地区が指定されたということになっていますけれども、指定されてピーク的には２

１年度あたりがピークになっておりますけれども、禁止地区に指定して取り組んだ成

果ということで、年々件数的には減ってきておるという形になります。 

 トータルでは２９年度末までに７万２，０００件ほどの過料処分件数があるという
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ことで、掛ける１，０００円が入ってきているということになります。 

 次の資料に行きますけれども、本日の新聞記事にも出ておりましたけれども資料３

のほうです。現在の中央区、戎橋・心斎橋筋地域ということで、京橋地域に続く新た

な路上喫煙禁止地区の指定ということで検討されておりまして、昨日大阪市路上喫煙

対策委員会が開かれてということで、本日新聞記事のほうにも掲載されておるところ

ですけれども、その資料を添付させていただいております。 

 資料３―３のところですけれども、中央区のほうでは平成２９年に地元商店会や町

会への意見聴取を行った後、中央区区政会議において両商店会を路上喫煙禁止地区に

指定することを決議しました。 

 それを受けまして、環境局から年明けに大阪市路上喫煙対策委員会へ諮問し、２月

には市民の皆さんから広く意見を募集し、意見を積極的に市政に反映させる仕組みで

あるパブリックコメントも実施したところです。 

 昨日の路上喫煙対策委員会を経て答申を行いまして、禁止地区の告示を行って、予

定としましては来年２月の禁止地区指定をめざしておるというところになっておりま

す。その資料を添付させていただいております。 

 この資料では一番右の路上喫煙禁止地区エリア図です。御堂筋がございまして、そ

の右側に心斎橋筋が南北に走っておるんですけれども、当初中央区が挙げられたんで

は喫煙所を設けないといいますか、もともと難波のところに喫煙所があるので、新た

な喫煙所は設けなくてもいけるやろうということで諮問されたんですけれども、この

対策委員会の中でやっぱり喫煙所はセットやという答申も出しているということで、

改めて検討された結果、まだ場所の確定はございませんけれども長堀通のところ、あ

るいは道頓堀川のリバーウォークのところ、そのあたりを今、設置するということで

検討されておる案を出されておるところです。 

 続きまして、天王寺駅周辺ということになりますと、先ほども申し上げましたよう

に天王寺区のエリアと、あと阿倍野区のエリアがございまして、阿倍野区のほうが天
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王寺区より少し先んじて部会等も開催されて検討されておるということで、阿倍野区

の状況につきましてご紹介させていただきます。それが本日お配りさせていただいた

資料Ｂというものになりますのでごらんください。 

 これが阿倍野区の地図です。この資料Ｂにつきましては、阿倍野区の第１回区政会

議の資料から抜粋させていただいたものです。 

 阿倍野区さんの案としましては、案というのがその天王寺駅の南側です。阿部野橋

駅周辺では３団体のたばこ市民マナー向上団体が活動しておられます。団体が活動し

ているエリアがかなり広域となっていることから、活動実績のあるエリアのうち集客、

特に通行者が多い地域、ＰＲ抑止効果の高い地域、そして明確性の過去の観点から、

この資料Ｂに青色の線で示したところを現在の、まだ最終ではないですけれども、現

時点の阿倍野区さんの禁止地区案として検討されておるところです。 

 ちなみに東西に入っておるところが、先ほど天王寺区のほうでも紹介させていただ

いたＴＡＣＬです。ＴＡＣＬさん、あの天王寺区のエリアと阿倍野区のエリア両方に

またがってたばこ市民マナー向上エリアということで活動されておるエリアがこの東

西、阿倍野歩道橋と東西の道路の部分になります。 

 南北ですね。喫煙所オアシスと書いているところ、さらに南のほうまで活動されて

いるんですけれども、それがジョイフルたばこ阿倍野ユニオンというところが活動さ

れておるエリアということで、このあたりを禁止地区案ということで、阿倍野区さん

は現時点で考えておられるというところです。 

 天王寺エリアといいましても、天王寺区と阿倍野区に分かれておりますけれども、

一体のエリアになりますので、このあたりも参考に今後検討していくことになるのか

と考えております。 

 ちなみに３団体ということで、あともう１団体がかなり広域的に、この阿倍野筋の

西側、東側、かなり広域的にたばこ市民マナー向上エリアとして活動されている、ゆ

めまちロードＯＳＡＫＡあべのというところがございまして、エリア的には、あべの
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ルシアスであるとか、きんえいアポロビルであるとか、あべのキューズモールである

とか、東側は近鉄の阿部野橋駅、あべのハルカス、Ｈｏｏｐ、ａｎｄあたりを活動エ

リアとして、かなり広域的に面的に活動されているところもございます。  

 こちらが資料Ｂ、阿倍野区さんの現在の検討状況です。先ほども申し上げましたけ

れども、喫煙所オアシス、１カ所喫煙所があるということで、地下鉄阿倍野駅の、大

阪メトロですね、阿倍野駅の出口のすぐの場所、近鉄、阪神高速の高架下に阿倍野の

交差点なんですけれども、南東の角のところに既に喫煙所は設けられておるというと

ころになっております。 

 次の資料に移りますけれども、資料４－１です。喫煙率調査ということで、毎年環

境局さんが行っておられる喫煙率調査の資料を添付させていただいております。  

 平成１８年から毎年行っておられる定点調査の結果ということで、ちょっとすみま

せん、字が細かいですけれども添付させていただいておりまして、資料的には通行人

のうち何人が路上喫煙を行っているか調査されているということで、委託してやられ

ているんですけど、一番下に書いているように朝７時半から９時、昼１４時半から１

６時とか、この時間帯に通られる方全てを調査されて、このパーセンテージを出して

おるというところです。 

 全体的には一番下のところですけれども、平成１８年度初回では１．７７、１００

人中１．７７人が喫煙されておったというのが、昨年の調査では０．２２人というこ

とで、全体的な取組によって市全体で減ってきている。この表は上から路上喫煙禁止

地区とたばこ市民マナー向上エリア、それ以外のエリアということで分けていまして、

特に上の３から１５のところですけれども、禁止地区に指定したエリアの平均でいき

ますと、ここが一番減っておると、１８年度が２．５７人やったんが昨年は０．１６

人になっているということで、禁止地区の効果が喫煙率調査の結果にもあらわれてお

るという資料になっております。 

 路上喫煙対策を行ってほしいといったご要望は当区にも当然ながら寄せられており
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まして、特にお声としてはＪＲ天王寺駅から近鉄阿部野橋駅側へ渡る天王寺駅東口前

の横断歩道付近や、天王寺駅西口前の横断歩道での喫煙に対するご意見が多くなって

おります。 

 次にまた１枚めくっていただきまして資料４－２、Ａ４横になりますけれども、資

料４－１にも記載されておるＪＲ天王寺駅東口前横断歩道も入っておりますけれども、

今回天王寺区のほうで路上喫煙禁止地区を検討するに当たり、追加して喫煙率調査を

行っていただきたいということで、昨年に２カ所、ＪＲ天王寺駅南側歩道橋のところ

とＪＲ天王寺駅西口前横断歩道のところを昨年初めて追加的に調査いただいた結果も

掲載させていただいておりますので、どこを調査したかというのは後ろのＡ３のペー

パーになりますけれども、ＪＲ天王寺駅東口前の横断歩道、ＪＲ天王寺駅南側歩道橋、

阿倍野歩道橋ですね、それとＪＲ天王寺駅西口前横断歩道ということで調査を行った

結果を掲載させていただいておりまして、それを見ますと歩道橋の部分は０．０９％

ということで、かなり低い調査結果やったんですけど、特に西口前の横断歩道が全て

の調査地点（４．６７％）と比べても格段に飛び抜けて、大阪市平均が０．２２％で

すので２０倍以上喫煙されている方がおられるという結果になっております。 

 バスの降り場、あるいはあべちかから上がってくる階段、渡る横断歩道があるんで

すけれども、結構人が滞留できるスペースもありますので、このあたりの喫煙率が上

がっておるんかなと考えておるところです。それが喫煙率調査の結果というふうにな

っております。 

 次が資料５のほうになりますけれども、資料５につきましては主に環境局さんでや

っておられる取組になりますけれども、路上喫煙対策の周知啓発ということで、大阪

市が取り組んでいる内容の資料を添付させていただいております。 

 啓発効果を高めるため、大阪市内のプロスポーツチームであるセレッソ大阪、オリ

ックス・バファローズ、エヴェッサ大阪とのタイアップポスターでありますとか、動

画の作成や掲示を行っておるところです。 
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 また資料をめくっていただきますと、インバウンド対応として大阪市観光局が作成

する外国語版ガイドブックでの記事掲載、また国内旅行ガイドのまっぷるや、るるぶ

にも大阪市の路上喫煙禁止地区について周知啓発しているというところです。  

 加えまして、新成人が集う成人式なんかでも路上喫煙禁止を知らせるチラシの配布

なんかを行っておるというところで、そうした路上喫煙対策の周知啓発の取組情報に

ついてもご紹介させていただきました。 

 資料６、Ａ４横の資料になりますけれども、こちらは天王寺駅、路上喫煙の禁止地

区指定に向けたスケジュールということで掲載させていただいていまして、本日が第

１回目の天王寺区路上喫煙対策部会ということで、先ほど申し上げました第２回目、

区の案、部会の案を取りまとめていただく予定でも、第２回目の１０月もしくは１１

月に予定しておる第２回目の部会を開催させていただくと。その案をもって今度１２

月に予定しております区政会議のほうに部会での集約した意見をご報告させていただ

いて、ご意見をいただくという予定にしております。 

 区政会議で決議をいただくものではなくて、その案をもとに区政会議でもご意見を

いただいた上で、あくまでも区案の決定は区で決めるということになっておりますの

で、そのあたりのご意見を踏まえて、年内には禁止地区の天王寺区案を喫煙所もセッ

トで設けるということになりますけれども、その案を決定していきたいと考えており

ます。 

 第２回目の、今度は部会としての禁止地区案を取りまとめていく会議ですけど、そ

れに向けては本日もご意見をいただきますけれども、さらにＪＲ天王寺駅周辺で実際

に喫煙されている方も含めて、多くの方の意見をいただきたいというようなことを考

えておりまして、９月下旬から１０月上旬にかけて、当区の職員が地域へ出向いてご

意見をお伺いする、あなたの声をつなげ隊というものがあるんですけれども、それを

ＪＲ天王寺駅周辺で路上喫煙に関するアンケート調査を実施したいということで、ご

意見のボリュームをとりたいと思っておりまして、それをもって、それと合わせまし
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て、先ほどの喫煙率調査を今年度環境局さんもされますので、その喫煙率調査の結果

をまた第２回目の部会で報告させていただいた上で、部会としての案を取りまとめて

いただければと思っております。 

 それ以降につきましては、どちらかというと環境局さんのほうになるんですけれど

も、来年１月以降に大阪市路上喫煙対策委員会のほうに諮問しまして、並行してパブ

リックコメントも実施する。それを集約していきまして、委員会のほうの答申を得て

禁止地区の正式決定、告示ということで、その後、周知啓発活動が必要ですし、路上

喫煙禁止地区の標示物、路面シールであるとか標示板、それを必要な箇所に設置して

いった上で、再来年の２月ということになりますけれども、だいたい中央区と同じよ

うなスケジュール感になりますけれども、禁止地区を運用開始ということで、過料の

１，０００円徴収ということもスタートしていきたいというふうに考えております。 

 禁止地区の検討に当たってなんですけれども、先ほど申し上げましたように委員会

のほうで答申が出されております。通行者数が比較的多い地域であるとか、明確性を

確保するようにであるとか、あるいは近い地域に喫煙所を設けるというようなことが

挙げられておりますけれども、実際に禁止地区を検討していくということに当たって

は、さらにこちらの都合という部分もあるのかもしれないですけれどもございまして、

３例ほどあるんですけれども、それをちょっと挙げさせていただきますと、路上喫煙

禁止地区指定に係る看板設置とか啓発の経費、あとは清掃費等も必要ですけれども、

それは区の予算から出すということになっておりまして、今ちょっと詳細の積算はし

ておらないんですけれども、３１年度予算で数百万を区の予算から出していかんとあ

かんというのが１つございます。無尽蔵に予算が出て、どこかにこれに係る予算が確

保されて、それを取りにいったらいいということにはなってないというところです。  

 それから先ほど来申し上げておりますように、路上喫煙禁止地区では過料徴収を行

う指導員さんが巡回で回られておられますけれども、この間、京橋地区がふえて、来

年には中央区の心斎橋筋、戎橋筋が増える。さらに我々の天王寺駅周辺が増えるとい
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うことなんですけれども、そのあたり指導員さんの数に限りがありますので、エリア

がどんどんふえていくと、その実効性を担保する過料を徴収する頻度が下がるという

か、希薄化がされるというあたりも念頭に置いて考えていかないとあかんのかと。 

 それともう１点、先ほど来申し上げておりますように、行政区としては阿倍野区、

天王寺区に分かれておりますけれども、天王寺駅周辺エリアということで、もう一体

ですので、あまりにもバランスを欠いたようなエリア設定はできないということにな

りますので、結論が今出た段階ではないですけれども、阿倍野区さんとのバランスも

考慮しながら検討は必要だと考えております。 

 そうしたことを踏まえて、阿倍野区さんの現状の取りまとめの状況なんかも踏まえ

て、先ほどご紹介させていただきました資料Ａですけれども、現在天王寺駅周辺、天

王寺区側で、たばこ市民マナー向上エリアということで活動いただいている、青の大

阪南部たばこ商業協同組合女性部と黄土色のＴＡＣＬさんの部分、このあたりを中心

にやっぱり検討していくべきなのかと。 

 ここ限定という意味合いではないですけれど、このあたりを中心に検討していくべ

きなのかと考えております。いろいろなご意見はもちろんあると思うんですけれども、

というふうに考えております。 

 ちなみに、すみません、今資料Ａを出していただいたということで、ちょっと行政

区になってあれなんですけど、要するに、区の境界というのはちょっとわかりづらい

ところにありまして、近鉄前の交差点がありまして、その南側が阿倍野区になるんで

すけれども、そこの交差点の北西側、このピンクの点々で描いたのが区の境界という

ことになりますので、ひょっとしたら、ここは天王寺区やないのと思われてる方もお

られるかもしれないですけど、例えば近鉄前の北西側につきましては、北西側の歩道

は阿倍野区になります。北東側につきましても区境は車道の真ん中ということでなく

て、ＪＲ天王寺駅東口のところは、前の歩道は天王寺区なんですけれども、そのさら

に東に行くと阿倍野区に入るというような形の区の境界になっておりますので、また
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阿倍野区側に関してもご意見は頂戴するのは全然構わないかと思うんですけれども、

天王寺区のほうで決めますのは天王寺区のエリアを決めていくということになります

ので、ちょっと補足ということで申し添えておきます。 

 すみません、ちょっと長くなって申しわけないですけれども、私のほうからご説明

申し上げました。ご意見のほう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○竹田議長 

 ありがとうございました。 

 早口でいっぱい言われたもんですから、聞き取るのが大変だったんですけど。 

○川畠課長 

 もしわかりづらいところがありましたら、またお聞きいただいたら説明させていた

だきます。 

○竹田議長 

 でもお話をお伺いしていて、要は大阪市全体というのは、この路上喫煙禁止じゃな

いんですね。 

○川畠課長 

 市全体はそうです。努力目標、責務としては条例に書かせていただいています。 

○竹田議長 

 努力しましょうということですね。その中でこういう禁止地域、地区をつくってい

こうという話ですね。 

○川畠課長 

 そうです。禁止地区については、違反された方には過料徴収するという形になって

おります。 

○竹田議長 

 ということですね。それで当然、取り締まるスタッフの方がそこに配置されるわけ

ですね。 
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○川畠課長 

 そうです。巡回して見て回っているというところです。 

○竹田議長 

 ということなんですけども、皆さん何かご意見ございますでしょうか。ご意見ある

方は挙手いただきまして、マイクを持っていっていただきます。 

 中山委員さん、どうぞ。 

○中山委員 

 資料４－１と４－２の見方をちょっと確認したいんですけど、御堂筋で禁止になっ

たのは平成１９年４月からということでよろしいですね。 

 要はここの一番左側の１８年度３回分というのは、それまで何もなかったんですけ

ど、１９年以降は何かそういう条例で厳しくなりましたということですけど、ただそ

れも禁止区域のところだけが限定対象になっているということですよね。 

 ただそれ以外のとこでも、数字的には喫煙率が低いんですけど、囲んでいただいて

いる上本町六丁目とか、なんかすごい高い、すごいというのかまあまあ高いじゃない

ですか。ちょっとその辺が気にはなっていて、あと４－２のところでおっしゃられた

ＪＲ天王寺駅西口前が４．６７％、これが何かそんなに突出して高いのは何が問題な

のかというのと、あとそもそも、例えば高校生とかもたくさん歩いている時間帯に測

定されているのかと思うんです。７時半から９時とかですけど、その辺は分母に入っ

ているんですか。それとも青年、大人だろうと思われて、そのうち４．６７％なのか、

絶対吸うはずのない人たちも入れた上でさらに、それでも４．６７％というのは実質

もっと高いと捉えていいんでしょうか。 

○川畠課長 

 よろしいですか。お答えさせていただきます。もし解答が間違っておれば補足いた

だけたらと思います。 

 基本的には、聞いておりますのは全数調査ということで聞いているので、その時間
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帯にここに、さらに小さい字で申しわけないですけれども、調査時間帯と書いてる時

間帯にこの場所を通られた方です。 

 ですので、それも年齢は関係なく測定されていますので、年齢もなかなかわかりづ

らいところもありますけれども、１９歳なのか２０歳なのかわかりづらいところもあ

りますけれども、基本は通られる方は全員を分母として、どれだけ吸われているかと

いうのはパーセントで出しているというところです。 

 西口は今回検討するようになって初めてとっていただいたんで、なかなかこれがこ

の理由やというのを明確に分析できているわけではないですけれども、やはりバスの

降り口とか地下街からの上がってくる場所があって、実際は結構吸っている方がおら

れます。やっぱり滞留ができるところ、今回は心斎橋筋、戎橋筋を検討されています

けれども、人が多過ぎてなかなか吸いづらい、多過ぎると逆に吸いづらいと、逆に滞

留できると吸いやすいというような部分もあるので、まあまあ吸いやすい場所になっ

ているのかと、飛び抜けて高いですから。というふうなのは、どっちかというと人が

流れていくところではなかなか吸いづらいのかと考えておるところです。  

○中山委員 

 すみません、そうしますともう一つですけど、上六の交差点なんですけど、これは

今回対象じゃないですけど範囲的には、ここは何でそんなに減ってきてるのかという

のが、これは何か啓発活動とかそれだけでこんなに減るものだと思っていいのでしょ

うか。 

○川畠課長 

 そうですね、ごめんなさい、補足があったら言っていただいたらあれなんですけれ

ども、基本的にはやっぱり喫煙される方自体の単位が減ってきているというのもあり

ますし、大阪市では特に先ほども申し上げました啓発周知ということで、禁止地区だ

けではなくて全体的に減ってきているというのは、喫煙される方が減ってきていると

いうところと、そういう啓発の効果というのも出てきているのかというふうには。 
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 ここは固定してずっと定点調査ということでされているところですので、それがま

あまあおおむね減ってきているというのは、そういう効果があらわれてきているとこ

ろかと考えるところです。 

○竹田議長 

 ほかに、何かご意見ございますでしょうか。 

 はい。どうぞ。 

○玉井委員 

 幾つかご質問をさせていただけたらと思っています。 

 過料の取り締まりをする方ですけども、これはどういう感じで過料を徴収されてい

る感じなんですか。僕、個人的にはあまり見たことがないといったらあれなんですけ

ど、駐禁とかを取り締まられている方は結構見るんですけど、過料というのはどうい

う感じで、どれぐらいの頻度で。それで頻度自体は変わってないのか、それともやっ

ぱり最初の導入の時期は過料の取り締まりの方が多かったのを少しずつ減らしている

とか、そのあたりをお伺いさせていただきたいのと、あとは過料収入がどれぐらいあ

るのか。 

 先ほど区の予算という話が出ていましたけども、過料で徴収した分をそのまま充て

るというのは恐らく区の、市の予算上は難しいと思いますけども、一定の額は入るか

と思いますので、そのあたりがどれぐらいになってるのかというのをまずお伺いでき

たらと思います。 

○川畠課長 

 すみません、過料の取り締まり条件についてですと、環境局さんのほうからお答え

いただきます。 

 過料の収入につきましては先ほどの資料２のところです。 

 基本的にはこれ掛ける１，０００円ということになっておりますので、各年度の徴

収金額ということになります。 
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 指導員さんにつきましては環境局さんのほうで雇用されていますので、収入につい

ては環境局さんのほうに入ると理解しております。もし間違いがありましたら訂正も

含めて。 

○西尾環境局事業管理課長 

 今、課長がご説明いただいた部分につきましてはまさにそのとおりということで、

若干補足させていただきますけれども、指導員が警察のＯＢの方というのはだいたい

は知っていただいていることで、これはなかなかそうした指導なり過料徴収の経験が

なかったらできるものじゃございません。 

 やっぱり１，０００円といえども貴重なお小遣いなりお金ですので、それを頂戴す

るといったらちゃんとした説明もせなあかんし、いわゆる警察官当時のノウハウ、交

通法規の取り締まりとかいろんな経験が役立つものでありまして、これは私、環境局

の事業管理課長ですけれども、西尾と申します、すみません。西尾ですけれども、事

業環境局の課長でもなかなか過料徴収するというのは難しい面がありまして、やはり

ここは知見の長けた警察ＯＢの方でということで、１９年１０月から過料徴収いたし

ましたけれども、当時からも警察ＯＢの力に頼っているのが状況です。 

 当初から１３名の警察ＯＢの方々に指導員をしていただきまして、１人がチームリ

ーダーということで、残り１２人の方で１班４人の３班体制ということで、朝の９時

から勤務時間帯、若干土曜日、日曜日も出勤して、対応をしていただいております関

係、また御堂筋に来られましては、やはり夜間の対応とかも要るということで、９時

から夜の７時までというのを時間帯も調整しながら対応させていただいているという

ことで対応してきていまして、それで過料徴収を今、川畠課長のほうからご説明があ

りましたように、だいたい年間６，０００件ぐらいでこの間過料徴収件数が推移して

いまして、掛けることの１，０００円ですのでだいたい６００万円。 

 少ないときはこの２９年度は若干数が減ってきたという部分で４，２７０件ですが、

この年は１，０００円掛けたら４２７万円ということで、４００万円から一番多い２



- 23 - 

１年度では１，１００万の収入があったんですけれども、一方で１３名のいわゆる人

件費なんですけれども、毎月のお給料と、あと事業主負担金の関係、保険とかの関係

も必要ですし、また通勤費の関係とかもありますので、１人当たりだいたい４００万

ぐらいかかっている。１３名でだいたい５，２００万かかっていますので、いわゆる

過料徴収、すごい５００万も上がっている、料金を徴収してるねんな、しかしながら

この人件費の部分だけでも既に予算超過ということで、そこにつきましては一般財源

のほうで補塡した上でこの対応をやっている。 

 過料徴収が本筋でやっているわけじゃございません。大阪市の利益を上げるために

やってるんじゃなくて、やはりマナーを守っていただく、これを浸透させるために１

つのシンボリックな取組として１９年に条例をつくりまして、過料徴収地域なり禁止

地域を指定させていただいた。そこで過料も徴収するけれども、そのことがＰＲ効果

を呼んでいくということで、先ほどご説明にもありましたけど、４－１の資料でも当

初は全体平均が１．７７％ですから、非常に禁止地域においても、マナーエリアでも

その他の地域でも非常に全体では２％ぐらい、表４－１ですけれども。１８年度の調

査では禁止地域の平均が２．５７％の喫煙率。たばこ市民マナー向上エリアでは０．

８１％、上記以外のいわゆるマナーエリアでもなし、禁止地域でもないところについ

ては２．３％、それがこの２９年９月の調査では禁止地域が０．１６％であり、マナ

ーエリアでも０．１４％、それで上記以外のところでも０．３３％ということで、大

きくは２０分の１ぐらい減っているようなことで、過料徴収、それで禁止地域の指定

という形でつないでいくことによりまして、全体のＰＲ効果が上がってきているのか

ということで考えております。 

 それでまさしく先ほどの質問だったんですけれども、天王寺駅のところは川畠課長

がおっしゃったとおりで、いわゆる大阪メトロなり、ＪＲの乗降客数も非常に多いで

すし、またあのポイントというのは人の通らない場所になっていますので、非常にた

ばこを吸いやすいような状況もあって、そのままポイ捨てされている方もいらっしゃ
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るような状況等があるのかと思っております。 

 質問につきましては、以上でよろしいでしょうか。 

○玉井委員 

 はい。 

○西尾環境局事業管理課長 

 よろしくお願いいたします。 

○竹田議長 

 ありがとうございます。 

 なかなかこの喫煙対策っていうのもね。まだご質問。はい、どうぞ。 

○玉井委員 

 すみません、何個も申しわけないんですけども、あと２つほどお伺いさせていただ

けたらなと思います。 

 喫煙率というのも大事だと思うんですけれども、結局母数自体もかなり大事かなと

思っていまして、これは一体、例えば１，０００人いるところと１万人が通るところ

では恐らくポイ捨ての頻度も違うし、吸われている人数も違うのかと思うんですけど、

この挙げていただいた１６、１７、１８というところはやはり多いという形なんでし

ょうか。あとは西口のほうですか、これは相当人数が多いという理解でいいのかとい

うのと、あと大阪南部たばこ商業協同組合女性部の方々とＴＡＣＬの方々です、これ

はすみません、聞き逃していたらあれなんですけれども、これは具体的に何を活動さ

れているのかというので、例えばポイ捨てを拾われているのか、それとも吸わないよ

うにというような形で啓発されているのか。マナー向上の中身でもいろいろあると思

うんですけども、具体的に一体どういう活動をされているのかという、その２点をお

伺いできればと思います。 

○川畠課長 

 すみません、たまたまちょっと手元に資料がある分のほうだけお答えさせていただ
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きますけれども、その全数調査をやっているけれども、母数というかその通行者数が

どれぐらいやねんというところで、天王寺区の、天王寺駅周辺のほうになりますけれ

ども、すみませんちょっと手元に資料がありますのが。 

 ずっとやっておる東口のところが１万１，０００人です。この時間帯の全数調査と

いうことでやっております。歩道橋のところが３万９，０００人です。西口前のとこ

ろが先ほども申し上げました、流れがなくて滞留できるということにもつながってい

るんですけれども、こちらのほうがこの時間帯の通行者として１，２００名というこ

とで、ちょっと一桁違うというあたりが逆にいうと吸いやすくなっているのかなと思

われるところです。 

 ちょっとまた補足があったら言っていただいたらあれなんですけれども、たばこ市

民マナー向上エリアの取組としては、啓発活動としてチラシであったりティッシュで

あったり配られたりとか、あるいは清掃活動もされていると思うんですけれども、ポ

イ捨て防止のための携帯用灰皿を配られたりとかされていると聞いております。ただ

お仕事もしながらとかいうようなことでされているので、そんなに頻繁にされている

わけではなくて、活動ペースとしては月に何回とかいうことでされているようです。

ちょっと一般的な解答ですけれども、よろしくお願いいたします。 

○竹田議長 

 玉井委員さん、それでよろしいでしょうか。 

○玉井委員 

 はい、大丈夫です。ありがとうございます。 

○竹田議長 

 ほかに何かご質問、ご意見とか。 

 中野さん、どうぞ。 

○中野佳弘委員 

 先ほどの玉井委員のご質問の続きになるかもわからないですが、御堂筋で過料徴収
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されて、その徴収率です。吸っていますよねと注意をされて、１，０００円徴収です

という形で、すんなり払われる方と払われない方、１００％なのかどうなのか、それ

を教えていただきたいのと、あと、ここにあります喫煙率が徐々に下がってきてると

いうところの調査はありますけれども、最近は火を使わないたばこですか、ちょっと

わかりませんけれども、ああいうのであれば吸っているのか吸ってないのかわかりま

せんよね。歩きながらこう吸って、こう何か置いてという形で煙が出るわけではない

ので、そういうのもあって下がっているというのは考えられないでしょうか。以上２

つです。 

○川畠課長 

 １点目が路上喫煙禁止地区での指導員さんの徴収状況ですね。 

○中野佳弘委員 

 そうです。 

○川畠課長 

 それで２点目が、今やったら加熱式たばことかがあるけれども、そのあたりの状況

がどうやねんというところですね。 

 ごめんなさい、これももし間違っていたら。 

○西尾環境局事業管理課長 

 僕のほうで。 

○川畠課長 

 よろしいですか、じゃあ２点とも環境局さんに。 

○西尾環境局事業管理課長 

 環境局事業管理課長、西尾でございます。 

 ２点お問いなんですけれども、徴収率につきましてはだいたい５０から６０％ぐら

いという報告を受けています。 

 指導にあたった瞬間に走って逃げ去るというような行為がやはりあるということも
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聞いておりますし、それと御堂筋なんかでしたら、路地というんですか、脇道に入り

込んだらもうそこで禁止地域じゃないというのが実情でして、本当にきわきわのとこ

ろでお吸いになっている。禁止地域の認識を持ちながらきわきわで吸って、我々の指

導員のそうした巡回を冷ややかな目で見られているというか、愉快犯的なようなたば

この喫煙をされる方も中にはいらっしゃると聞いておりまして、日々適切な指導をや

った上で過料についてもご説明させていただくということで、必ずとり切らなければ

いけないんですけれど、なかなかそれはでききれてないような状況は報告が上がって

おります。 

 次に、加熱式たばこというのが今非常にシェアが広がってきてるということで、そ

れで加熱式たばこは、たばこ事業者さんいわく、いわゆる受動喫煙の健康被害の度合

いも少ないということでおっしゃっていますけど、なかなかそれは科学的なデータと

して完璧に国として認めているという状況でないということで、今そうした治験を重

ねていくような状況だとは聞いているんですけれども、一方で火はつかないというこ

とで、安心・安全の点では通常の紙巻きたばこに比べたら害はないかと。 

 一方でたばこのポイ捨て、吸ったあとの吸い殻を捨てるという行為、これは私ども

環境局の立場として、そうした美観の観点で事務局が仰せつかっているわけなんです

けれども、加熱式たばこにつきましては吸った後のフィルターというのは、たばこの

葉っぱがない分、持ち運びやすいのはそのままケースに入れやすいんですけれども、

心無い人はそうしたものを捨てられるような様子とかはあるのかと思っているんです

けれども。 

 今、御堂筋なり京橋地域で、禁止地域で加熱式たばこをもしお吸いになってる方が

いらっしゃいましたら、過料徴収は今大阪市はしてないんです。加熱式たばこは禁止

地域内でもお吸いになっていても過料徴収はしていませんけれども、あちらのほうに

喫煙場所がありますので、喫煙なさるのでしたらそちらのほうでという形で誘導をか

けてる状況でございます。 
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 ほかの通常の紙巻きたばこは禁止地域内でお吸いになっていたら、禁止地域ですの

で過料徴収になりますということで料金徴収をやっていますけれども、加熱式たばこ

は火のついた関係とかいう部分がありまして、たばこの認識がもともと条例上、火の

ついたものというような部分でありましたので、ちょっとその辺の扱いを今後どうす

るかというのは１つの課題でして。昨年度に実施した路上喫煙の私どもの対策委員会

の中でも、１年間の通常、いわゆる状況も先ほどの定点調査の状況とか過料徴収状況

とかいうのをご報告させていただく中でも、１年、２年前ですか、加熱式たばこが最

近はシェアがふえてきている、ここをどうするかというのは今後のいわゆる法律改正

とかいろんな状況を他都市の動向とかも見据える中で決定していきたいということで、

将来にわたる課題ということでご説明させていただきまして、現時点ではそこの取り

扱いにつきましては、過料徴収とはしていないのが実情でございます。以上でござい

ます。 

○中野佳弘委員 

 ありがとうございます。 

○竹田議長 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

○中野佳弘委員 

 はい。ありがとうございます。 

○竹田議長 

 ほかに。というかほとんど質問事項ばかりなんですが、本当に我々も日ごろはこう

いうのを考えたこともないし、知識としてあるわけでもないので、やっぱりこういう

場でまず認識を深めるというのも大事なことだと思います。その上で今日の議題、対

策を考えていけたらと思っております。 

 ほかに何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 別に副議長でもいいんですよ。 
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○中野浩志副議長 

 とりあえず天王寺区の喫煙禁止地域というのか場所というのはどこなのかというの

は、今多分青い線が入っているところと、この黄土色のところのスペースと思うんで

すけども、それと喫煙所をどこにするかというのをちょっと教えてもらえたらいいか

と思っているんですけども。 

○川畠課長 

 今ご意見、ご質問等をいただいていまして、またエリア的には天王寺駅周辺、天王

寺区内の天王寺駅周辺ということになりますけど、いろいろな考え方があると思いま

すので、またこのエリア禁止地区を指定するというのは結局線を引く作業ですので、

どのあたりを指定すべきというご意見もございましたら、またお教えいただけたらと

思っております。 

 今ご質問いただいた喫煙所をどこにというご質問なんですけれども、新たに路上喫

煙禁止地区を設定するということになりますので、たまたまといいますか、阿倍野区

の端っこのほうにはオアシスという喫煙所があるんですけれども、それで事足りてい

るとは思いませんので、どこかに、多分と申しますか、そのＪＲ天王寺駅近くに設け

るべき、路上喫煙禁止地区内だけではなくて、近くであれば離れたところでもいいと

いうことになっておりますけど、ある程度のスペースも必要ですので、ＪＲ天王寺駅

周辺のどこかになると思います。 

 今の時点でどこに設けるかということの案はちょっと持ち合わせておりませんので、

次回、ただそれも区案として決定せんとあかんということになりますので、第２回に

はこのあたりに設けてはどうかという区案をご提示させていただいて、第２回のとき

にご意見をいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。  

○竹田議長 

 説明をありがとうございます。 

 この条例を読んでおりましたら、まさにその路上喫煙禁止地域を決めるのがこの部
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会と考えていいのでしょうか。ご提案するというか、何とか委員会。 

○川畠課長 

 そうですね。決定をいただくのは審議会です。路上喫煙対策委員会のほうで決定し

ますので。 

○竹田議長 

 対策委員会ですね。 

○川畠課長 

 そこでご検討いただく、たたき台というか、区の案をまずつくるということになっ

ておりますので、区の案をつくるためには区政会議のご意見をお聞きしてという形に

なりますので、今そのための部会ということでご議論いただいているというところで

す。 

○竹田議長 

 そういうことですね。 

 はい。どうぞ。 

○中山委員 

 天王寺駅東口前の横断歩道というところで定点調査をされているということですけ

ど、この改札を出たところで喫煙するエリアはあるんでしたっけ。それとも禁止して

います、ここで吸わないでくださいと書いてあったような気もするんですけど、結構

吸ってはる人がいる気もしたんです。 

 先ほど分母が１万１，０００人、割ったら５０人です。何かずっと立って吸ってる

人だけ、一瞬にして５０人ぐらいをカウントできるような気がするんですけど、どこ

をカウントしたんですか。 

 この資料で横断歩道を歩いている人とかいうことですか。駅のすぐ、ＡＢＣＤと書

いていますけど、Ａの辺とかでも、かなりの人が吸われているような気もしたんです

けど。 
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 ＪＲの方とかはおられるんですか。 

○谷本氏（ＪＲ西日本大阪支社） 

 ＪＲ西日本大阪支社の谷本と申します。よろしくお願いいたします。 

 今ご質問いただいた天王寺駅東口、ちょうど鉄道病院側なんですけども、おっしゃ

るように大々的に喫煙禁止ですというシールを床のところに大きく張っているんです

けども、そこでビールを飲みながらたばこを吸われる方がたくさんいらっしゃいます

し、また横断歩道を渡ったところ、都ホテルの空いているスペース、ああいったとこ

ろでもたくさん吸ってらっしゃいますし、また地下鉄のメトロ様からちょうど上がっ

てくる近鉄さんとの接点のところがエスカレーターで上がってくるところがあるんで

すけども、そこのスペースもありまして、そこでも吸ってるという、どこでもスペー

スがあるところでは吸っているというような状況になっております。 

 ですので、我々としましても、朝の７時半とか８時ごろとか人が多いところについ

ては駅係員であるとか、駅の本来はホームの安全を守るための警備員が、ちり取りと

ほうきを持ってちりかきをするんですけども、ＪＲの土地以外やったらいいんやろう

といって、先ほど喫煙指定を環境局様がおっしゃっているように、大阪市様の道路の

ほうに一歩出て吸うとかいうような状況が繰り返されているのが現状でございます。

これだけでよろしかったでしょうか。 

○竹田議長 

 今、中山委員さんから言われたように、５０人ぐらいのものなんですか。もっとお

られるんですか。 

 １万１，０００人の。 

○谷本氏（ＪＲ西日本大阪支社） 

 いや正直もっと人はおります、時間帯にもよりますけど。ただ、だいたい定点観測

していただいている最近というのは、先ほど申しましたように駅員、係員とかが朝の

７時半からはずっとだいたい掃除したり啓発したりしていますので、相当減ってきて
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いるというような状況なんですけども、やはり１日通して見ると相当数いらっしゃい

ます。警備員の居ない夜の時間帯から朝７時半ごろの吸殻掃除を始めていくと、すぐ

に吸い殻だらけというような状況はあります。当社の敷地もそうですけども、実際に

渡ったところの都ホテルの前であるとか、大阪市様の土地であるとか、そういったと

ころもたばこは絶えずあるような状況です。 

○竹田議長 

 ということですね。 

 要はその自分らの見ているエリアのちょっと出たところで吸っている分は、カウン

トされてないということですね。 

○谷本氏（ＪＲ西日本大阪支社） 

 はい。カウントされてないというか、時間帯と日も１日だけというような状況もあ

りますので、１つの指標としてはやっぱり多いという感覚は合っていると思います。 

○竹田議長 

 だからその吸っている人の数を数えるよりも、吸い殻の数を数えていたほうがいい

んじゃないかと思うんですけど。 

○谷本氏（ＪＲ西日本大阪支社） 

 相当ありますね。各担当局様の整備されている方も、トレイを引っ張って道路を掃

除していただいたりとかも、朝の段階でいつも定点的に鉄道病院の前から当社の天王

寺駅の東口あたりを毎日掃除していただいているので、相当吸い殻を拾っていただい

ているような状況は、毎朝ご挨拶するんですけど、いつも拾っていただいていますね。 

 これも本当に、こういうたばこというのはマナーなので、やっぱりお声かけを絶え

ずしていって、やっぱり吸いにくい環境といいますか、吸えない環境をつくっていく

のが大事かと思っていますので、それはもう継続してずっとやっています。 

○竹田議長 

 はい、どうぞ。 
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○中野佳弘委員 

 私は今、毎朝天王寺駅を経由して通勤しているんですけども、やはりＪＲさんのス

テーションプラザ天王寺を出て、ここでいう左側の通路、最近よくお店がちょっと出

ているような状況のところの朝の状況というのが、ものすごく吸われている方が数多

く見られるんですけれども、これは私の提案なんですけども、ＪＲさんの駅の構内の

中で喫煙所というのをつくってみられるのはどうなのかというのがあるんです。  

 それで今こう申し上げますのは、近鉄の上六の駅の地上ホームには喫煙室という形

で完全に密封された部屋がありますので、ああいう形でどこかにつくられると、駅か

ら出た瞬間のところで吸われるという方は多少減るんじゃないかという個人的な考え

があります。 

 そういうのもちょっと可能なのかどうかということと、あとその議長がおっしゃっ

ていましたポイ捨ての数を数えたほうがいいんじゃないかとおっしゃっていただいて

いるんですけども、私の勤務先はＪＲさんの大和路線を１つ行った駅なんですけども、

おりたすぐのところなんですが、毎月２回ほどボランティア清掃をさせていただいて

おります。それでおっしゃるとおり空き缶があれば絶対に吸い殻がありますので、最

近は空き缶のポイ捨て等も減ってきてはいるんですけども、空き缶イコールたばこの

吸い殻みたいな感じで、そこに捨てたらいいみたいな感じのところもありますので、

そういったところのマナーも向上していっていただければと思います。以上です。  

○川畠課長 

 よろしいですか。 

 １つ目のＪＲさんの構内の件については貴重な意見を賜ったということでよろしい

ですか。何かご意見があればですが。 

○谷本氏（ＪＲ西日本大阪支社） 

 正直に申しますと、喫煙所をつくるのが目的ではなくて、受動喫煙の禁止のほうが

目的なので、そうしますと天王寺駅みたいなああいう人の多いところになりますと、
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どうしてもお客様の流動等を加味したような、喫煙の煙を逃がすところがないという

のが現状です。 

○川畠課長 

 喫煙所につきましては先ほど申し上げましたけれども、路上喫煙禁止地区を指定す

るのであればセットということで、これも屋外に設けられておりますので、ちょっと

場所はまだあれですけれども、またＪＲさんのほうにもご協力いただきながら、ちょ

っと敷地をお借りするとかいう可能性もございますので、ご協力もいただきながら設

置していきたいと思っております。２点目は貴重なご意見ということで承っておきま

す。 

 あと、私のほうからでよろしいですか。 

○竹田議長 

 はい。 

○川畠課長 

 今度またアンケートをとらせていただいて、二、三百はとりたいと思っているんで

すけど、あのあたりで喫煙されている方も含めましてアンケートをとって、また２回

目のこの部会で報告させていただきたいんですけれども、ちなみに天王寺区として検

討するに当たりまして、全く何もなしで検討するわけにもいかないので、ちょっとボ

リュームとか、どなたの意見やというとあれなんですけれども、このエリアの天王寺

区側ですけれども、町会の会長さんであるとか商店会の会長さんであるとか、あるい

はこのあたりの鉄道事業者さんも含め、事業者さんのお声とかをある程度はお聞きし

ている部分がございまして、ちょっと資料としてご紹介できるようなものではないん

ですけれども。それでいきますとそれぞれのお考えとして、できるだけ広く指定すべ

きやという意見もあれば、逆にそれぞれのお立場もございますし、できるだけ範囲は

狭まるべきやと、あるいはこのあたりのエリアはやめてくれとかいうご意見もござい

ますし、ただいろんなご意見はあったんですけれども、基本、ご意見をお聞きした中
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で全員が賛成、基本的には賛成ということで、エリアをどう設定するかというのは別

にして、このあたりを路上喫煙禁止地区として設定するのは、中には喫煙される方も

おられたとは思うんですけれども、賛成ということでご意見をいただいております。 

 ただ、お１人といいますか、ここでたばこ市民マナー向上エリア活動団体になるん

ですけれども、大阪南部たばこ商業協同組合の女性部さんは当然商売柄、本音として

は賛成はできへんねんけれども、こういうご時世であるから喫煙所を設けるのであれ

ばまあまあ実際活動されており、マナーが悪い部分は感じてもおられますので、こう

いう時代なので本音としては賛成できへんねんけども、喫煙所を設けるのであれば賛

成と言わざるを得ないという部分も含めて、皆さんからご賛成というご意見もいただ

いておりますので、エリアをどうするか、一部ご意見もいただいておりますけれども、

もしよろしければ、それぞれのご自由な発想でも結構ですので、このあたり、天王寺

駅周辺ということになりますけれども、どこを指定すべきやというようなことをもし

あれでしたら、よろしければお教えいただけたらありがたいかなと思っております。 

○竹田議長 

 路上喫煙禁止区域をどこにすればいいかということですけども、今までの話の流れ

からして、この天王寺駅周辺が一番。 

○川畠課長 

 今のたばこ市民マナー向上エリアはそうですね。 

○竹田議長 

 実際、路上喫煙の人数も多いわけですよね。ターミナルでいえば、この天王寺区で

いえば、このＪＲ天王寺駅と上六と鶴橋ということになるんですけれども。  

 その３つの中でも、やっぱりこの天王寺駅の特に西口あたりが多いという調査の結

果なんですね。 

○川畠課長 

 そうですね。ほかの上六とかエリア的に中長期的に調査をやってるところもござい
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ますし、上六でいきますと今の大阪市全体の平均からすると、やや高いというところ

でもあるんですけれども、もともとのこの議論の出発点が心斎橋筋、戎橋筋もそうな

んですけど、観光集客の観点で、やっぱり人がたくさん集まるところからまずやって

いこうというのがございまして、それからすると天王寺というのはもう市内第３のタ

ーミナルということで、まだ指定していないエリアというところでもありますし、今

議長がおっしゃっていただいたように、去年の喫煙率調査の結果でも西口なんかは飛

び抜けて高い数字が出ておりますので、将来的に拡大していくというのは当然あり得

る話だとは思うんですけど、まずは天王寺駅周辺を阿倍野区と一緒になって指定して

いくべきかと考えておるところです。 

○竹田議長 

 皆さん、いかがでしょうか。今日のこの路上喫煙対策部会として、その天王寺区の

中で喫煙禁止区域を設けるのであれば、この天王寺駅周辺と。 

○川畠課長 

 すみません、１点よろしいですか。 

 最初に玉井様のほうから、過去には喫煙しとったけど今はされてないということを

お聞きしましたけれども、この中で喫煙されている方はおられますか。今はそうでは

なくても。 

○川畠課長 

 わかりました。またそのあたりは、つなげ隊のアンケートで喫煙されている方のご

意見は、また頂戴したいなと思っております。 

 今はたばこ市民マナー向上エリアを中心ということで上げさせていただいておりま

すけれども、例えばもっと広げるべきやとか、そんなご意見もひょっとしたらあるか

なと思いますので、このあたりはどうなのとかいう、もしご意見がなければもちろん、

まあここでええやんと。 

 実際に指定するとなれば、今このたばこ市民マナー向上エリア、活動団体のエリア
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を指定するとしても、天王寺駅、ＪＲじゃなしに北口のところが一部欠けた形になっ

ていますけども、ここは空けるような形では明確性がないということになり、当然つ

なげるような形で指定していくということになります。 

○中野浩志副議長 

 この地図上では載ってないですけども、玉造筋のほうもやっぱりかかわってくると

は、横もかかわってくるし、公園のてんしばあたりもやはりかかわってくると思うん

ですよ。特に、てんしばあたりやったら子どもらが多いので、その辺はやっぱり禁煙

地区ということで、形をとってもらうほうがいいかと思います。 

 ですので、この逆側のスペースのところも、ここは見てないんですけど、やっぱり

するとなったら一体というのを見せないことには規制としてはちょっと。今のこのカ

ラー刷りのところだけではちょっと弱いかというのはあります。 

○川畠課長 

 貴重なご意見をありがとうございます。 

 じつは我々もこれだけでどうかとは考えておりまして、論点としては多分ですけれ

ども、その谷町筋、その明確性の観点からして北限がここでいいのかとかいうのもあ

ろうかと思いますし、言われたようにその玉造筋もＪＲ天王寺駅北口から北東に伸び

ている玉造筋をどうすんねんということもございますし、てんしばを含めた天王寺公

園をどうすんねんというのも検討対象かなと思っております。 

 ちなみにそのうちの天王寺公園の部分ですけど、今日ちょっと出席されてないです

けれども、建設局のほうにあるんですけれども、天王寺公園動物公園事務所のほうに

聞きますと、一応意見聴取はしているんですけれども、基本、例えばてんしばだけ指

定するということになった場合はどうですかということに対して、公園管理としては

全体で公園管理しているので、公園の一部だけ指定されてもやっぱり困るし、公園利

用者の混乱を招くだけだということも聞いております。 

 一方で、その公園全体というとかなりな面積になりますので、阿倍野区がどちらか
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というと面的というよりも線的に案を持たれている中で、天王寺側だけがかなり広大

なエリアを面的に指定するのはどうなのかというようなことも含めて、今ちょっと区

としても結論は出ておらない状況ですけれども、今副議長がおっしゃっていただいた

ようなところが検討対象かなと思っておるところです。 

○松本委員 

 全くお話からずれているかもわかりませんけども、せっかく今おっしゃっているこ

の活動をするんでしたら、私たちにとってはやっぱり上六というところがございます。

そこのほうにもう１つ拠点を置いていただいたらいいんじゃないかと。やっぱり生ま

れ育ちも地元の者にとっては、やはりそこもしていったらいいんじゃないかと思いま

す。 

○玉井委員 

 私も同じことを言おうかなと思っていたんです。上六の理由は、確かに観光という

視点でいったときに、恐らく天王寺区さん的にはＪＲ天王寺をまずというので考えら

れると思うんですけども、上六も何がかというと、やっぱり学生とか塾が多いので、

学生も多いですし、当然送り迎えされる親御さん、あとお子さんも結構小さい方もい

らっしゃったりしているんです。 

 そんなところにもかかわらず喫煙される、路上喫煙されてたりとかされる方が多い。

要するに信号待ちしているときに吸っているような方々がやっぱりいらっしゃるとい

うのは、観光という切り口でいうとなかなかかもしれませんけど、やっぱり住民とし

てはなかなか看過できるものではないと思っていますし、最近はやはり上六周辺もイ

ンバウンドの方がすごい多くなっています。ですので、荷物を持たれて中国の方、台

湾の方、韓国の方がすごくいらっしゃる中で、それでいうとあまり観光面というとこ

ろに関していっても、あまりこう日本人としてどうなのかというところは、観光面で

いうところでいっても少しあるのかと思いますので、上六は意外と関空からも伊丹か

らも便利ですし、ターミナル駅としてはすごい今後もインバウンドの方がふえていく
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かもしれませんので、そういった観点からもぜひ住民、観光両面から対象地区にぜひ

していただきたいというふうに思っております。 

○川畠課長 

 貴重なご意見をありがとうございます。 

 お二人の委員様から、上六も合わせてということになるんですかね、天王寺駅周辺

に関しましては観光・集客の観点から行政区の違いはありますけれども、阿倍野区さ

んと一体的に検討しているところがありますので、そちらをやめてということにはち

ょっとならないので、プラスアルファのところかと。そうなってくるといろんな予算

であるとかいろんな部分が、さらにその指導員の徴収の状況はどうなるねんというあ

たりがあるので、おっしゃることはごもっともだと思いますので、参考に。 

 我々ももし今回天王寺駅周辺を指定したとしても、それで終わりと、それも状況を

見つつ、今後また検討していかんとあかんなと思っておりますので、ちょっとこの場

で貴重なご意見をいただいたということで、申しわけないです。 

○中山委員 

 特に中央区の一部、北西のところは中央区ですから、ちょっと天王寺区だけではで

きないとは思いますけど。私もそこは気になって、指定の対象にすべきのほうには賛

成なんですけど。 

○松本委員 

 この天王寺区の住民である、このステーションプラザ、ここが天王寺区であるとい

うことも、あまり深く頭に入ってはいますけども、この活動は我々のまちの活動と一

緒にならないような気がするんです。 

 天王寺区の住民としまして、こっちは阿倍野区の、ステーションビル自体は天王寺

区ですけれども、ここはあまり実感としてないんじゃないかと。ほかの方はどうでし

ょうか、あまりと思うんですけれども。 

 天王寺公園も天王寺区のものじゃないような気がしているのが多いんじゃないかと
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思いませんか。いや、知らないです、おかしいでしょうか。 

 もとは、今は天王寺区の上六のほうは大分静かになってきておりますけれども、そ

のあたりが天王寺区の中心だったように思うんですね。ですからこちらの、やはり昔

から住んでいる者にとっては、私たちのまちはこれともう少しやっぱり上六かいわい

のほうをとって、一緒に活動していきたいと思います。 

○川畠課長 

 貴重なご意見としてお聞きしております。 

 ちなみに上六のところですけれども、これもたばこ関連の事業者さんなんですけど、

天王寺たばこ会というところが、たばこ市民マナー向上エリアの活動をされています

ので、やっぱりそういう積極的な活動があり、喫煙率は市内平均よりまだ高いという

ところはありますけれども、通行量も多いですから、かなり喫煙率が下がってきてい

るというところに効果としてはあらわれているのかと思います。貴重なご意見をあり

がとうございます。 

○竹田議長 

 このてんしばは、天王寺区なんですか。 

○松本委員 

 そうなりますよね、本当に。 

○竹田議長 

 多分あまりそういう感覚がないです。 

○松本委員 

 そういう感覚がやっぱりないもので。なくなっちゃいますから。  

○尾古貴代理 

 動物園も含めて。 

○竹田議長 

 ただ、てんしばの中は、これは路上喫煙の枠じゃないですよね。この条例からいえ
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ば、公園の中は。 

○川畠課長 

 条例では、道路とか公園とか公共の場所は路上喫煙ということになっておりますの

で。 

○竹田議長 

 公園も入っているんですか。 

○川畠課長 

 一応対象になります。ただ、今おっしゃったてんしばの部分でいいますと、茶臼山

口も一緒ですけども、今近鉄不動産さんが指定管理されていまして、警備員さんを配

して禁煙という札も提げてはる、芝があるんで、どうしてもポイ捨てをされて燃えた

りしたら困るので、当然過料の徴収とかはできないんですけれども、禁煙ということ

で巡回はされておられます。実質的には禁煙という取り扱いで、喫煙されておったら

注意されているという取り扱いになっているところです。 

○竹田議長 

 この天王寺駅周辺で終わるわけじゃないですよね、将来的には。この上六周辺、確

かに我々にしてみたら、こっちのほうが身近ですよね。 

○川畠課長 

 阿倍野区さんの議論でもそうですし、中央区さんは心斎橋筋、戎橋のほうでも議論

があったと思うんですけども、そこはあかんとなってもまた一本入れば、そこは過料

徴収の対象にならへんかったら結局はそっちへ行って吸うやんというような議論もあ

りましたし、阿倍野区さんのほうでも、うちももちろんそう考えておるんですけれど

も、今回どういった形で指定するのかは別にして、それで全てではございませんので、

必要に応じてさらに拡大する必要があるということであれば、それはまた皆様のお声

も聞きながら、また改めて検討していきたいと思っておるところです。 

○竹田議長 
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 ぜひお願いしたいと思います。 

 一応、時間的には８時半ごろまでということでお聞きしているんですけども、ほか

に何かご意見はございますでしょうか。質問でもいいです。 

 はい。 

○玉井委員 

 アンケートなんですけども、どういったことをお伺いされるのかと思っていまして。

場所を恐らくそのあたりも聞かれると思うんですけれども、当該エリアが喫煙したら

あかん場所とわかっているのに吸っている人とか、わかってないのに吸っている人と

か、いろいろと段階があると思うんですけども、そういったことも聞かれるのか。 

 それと、あと属性とかです。市内の人間の方なのか、それとも府内の人間なのか、

それとも県をまたがれているのか、いろいろあると思っていまして、場合によっては

その啓発の仕方というのは、そこは当然変わってくると思うので、吸われている、路

上喫煙されているという方々が、結構県外・府外という方であれば、この啓発の内容

というのはＪＲさんとも相当協力しないと意味がないことになってくると思うので、

そのあたりをアンケートでどういうことを聞かれるのか。それで、例えばほかのエリ

アでも行われてたりとかもするのかというので、どういう形でされるのかというのを

お伺いできたらと思います。 

○川畠課長 

 ちょっとアンケート案につきましては、まだ固まっておらないということで、ちょ

っとご紹介させていただく状況にはまだなくて申しわけないんですけれども、今言わ

れた属性です。今のところ考えておりますのは、年齢とかお住まいです。 

 天王寺区民の方以外の方が多分多いエリアでもあると思うので、あとは吸われる方

もおられますので、吸われる方の声も聞きたいと思っておりますので、例えばちょっ

と固まってないですけど、例えばどれぐらい吸われるんやとか、あるいは吸ったたば

この処理はどうしているんだとか、あるいは路上喫煙禁止地区の指定は行ってるんや
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けれども、そもそも指定している、天王寺エリアはまだですけれども、ほかは御堂筋

とか京橋とかはやっています、まずそもそもそれを知っているかどうか。それで路上

喫煙禁止地区を広げていくことについての賛否、そのあたりをお聞きしたいと思って

いるんですけれども。 

 喫煙者にあまり刺激するようなことを聞くと、そこでトラブルになる可能性もある

というところで、ちょっと今検討しているところではあります。 

 おっしゃった属性については聞いていきたいと思っております。 

○中山委員 

 今のご説明で刺激するようなことは聞かないというようなことをお話だったんです

けど、逆にたばこを吸っている方にピンポイントで一番聞くべきところは、どこに吸

うところをつくったらいいですかと聞くんじゃないんですか。その人たちが一番望ん

でいるのは何かを聞いてあげるべきじゃないかと思って。 

 例えばその西口で何か４．６７％とは、でも１，２００人だから掛け算をしたら５

０人なんです。だからその１，２００人中の５０人ぐらいということで、５０人だっ

たらさっきの東口と一緒ぐらいなんですけど、東口につくるか、これを西口につくる

かみたいな感じだと思うんですけど。 

 どっちが便利なのかとか、どこが要望ですかと、使う人の意見が一番かと思います。

世代がどうの、その属性がどうというよりは、そっちじゃないかと思います。  

○川畠課長 

 おっしゃるとおりかと思いますので、そのあたりも盛り込んでいきたいと思います。  

○竹田議長 

 またはその西か東かということになるんであれば構内につくってもらうのが、さっ

きの中野委員さんが言われていた、これはぜひＪＲさん、検討いただきたいです。 

○中野佳弘委員 

 そうなんです。だから駅の中で吸えれば、わざわざ外に出て吸う必要はないわけで



- 44 - 

すから。 

○竹田議長 

 ですよね。 

○中野佳弘委員 

 はい。本当にこのステーションプラザ天王寺の左側というのは、朝ものすごい人が

吸っておられて、私はこれを吸いながら通るんですけど、本当にここは避けながら通

るというような状況なんですね。それに煙の数も量もすごいですし、議長がおっしゃ

っていただいたように、ぜひ構内に喫煙所を。 

○中山委員 

 いや、全員がＪＲの利用者と限るわけじゃないですよね。 

○中野佳弘委員 

 じゃないですけどね。 

○中山委員 

 近鉄や大阪メトロもあるわけで。 

○中野佳弘委員 

 ありますけどね。 

○中山委員 

 ただＪＲの近くで吸われているだけなのか、その後乗られるのか、それは降りられ

たのか、それはわからないと思いますけど。 

○中野佳弘委員 

 はい。それと今、参考意見としてお聞きいただきたいんですけど、その青のライン

と黄土色のラインの、西口の歩道橋、阿倍野のあべちかのエレベーターを上がってく

るところです。バス停のあたりから、ここが禁止エリアになってないです。 

○川畠課長 

 どのあたりですか。 
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○中野佳弘委員 

 ちょうど、あべちかのエレベーターを上がってくる。 

○川畠課長 

 北口のところですね。 

○竹田議長 

 ここは含めるんでしょう。 

○川畠課長 

 ここということですね。 

○中野佳弘委員 

 含められるということですね。 

○川畠課長 

 たまたま今、たばこ市民向上エリアで活動されているエリアがこうなっていますけ

れども、当然その間を空けるというのは明確性に欠けるということなので、基本的に

はつなぐという形になります。 

○中野佳弘委員 

 そうですか、わかりました。ありがとうございます。 

○竹田議長 

 さらに玉造筋にもう少し東のほうまでという話ですね。 

○川畠課長 

 すみません、そこはご意見をいただければ、また参考にさせていただきたいと思っ

ております。 

○竹田議長 

 いや、そういう意見が出ていたと思うんですけども。 

○川畠課長 

 はい、そういうことですね。 
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○竹田議長 

 予算の問題もありましょうけど、今回はこの天王寺駅エリアということなんですけ

ども、これはぜひ上六のこのあたりも次の候補として。 

○川畠課長 

 そうですね。将来的なちょっと課題ということになっちゃうんですけど。  

○竹田議長 

 それとＪＲさん、ぜひ喫煙所を。隣の近鉄がつくっているんですから。 

○川畠課長 

 私のほうから貴重なご意見ということで。 

○竹田議長 

 ほかにございませんでしょうか。 

 予定時刻を少し過ぎておるんですけども。 

○川畠課長 

 もしあれだったら、まだご発言いただいてないので、もし何かご意見があれば。 

○竹田議長 

 桑原さん、何かご意見ないですか。 

○桑原委員 

 はい。ありません。 

○竹田議長 

 うちは家族も会社の人間も、誰もたばこを吸わないんです。だから、たばこを吸っ

てはる方が事務所に入ってこられたら、もうそこでわかります、においで。だから、

人間のこの嗅覚というのは本当に麻痺しちゃうんです、常にそういう環境の中にいた

ら。でも全然そういう環境の中にいない人間にしてみたら、すぐわかるんです。  

 それと、私のほうの前の道、毎朝掃除するんですけども、吸い殻がたくさん昔は落

ちていたんですけど、毎日掃除しているとやっぱり捨てにくくなるんです。吸い殻が
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ないところに捨てる勇気って、変な勇気ですけどね。だからそういう意味でも、この

今数字的にもあらわれていますけども、マナー向上の活動をされているところは本当

に路上喫煙率が下がっているという結果が出ています。だからマナー向上は本当に大

事だと思います。 

 それでなおかつ、人がたくさんおるところでその副流煙の害を考えたときに、やっ

ぱり人がたくさんおるところは、ぜひこういう禁止区域に指定して、なおかつその過

料までスタッフを置いてすると。徹底した路上喫煙禁止地域ということでやっていた

だきたいと思うんですけども、天王寺区自体が路上喫煙禁止区にしてもいいような話

ですね。 

 取り締まるのはともかくとして、この大阪２４区の中で天王寺区はもう路上喫煙禁

止区ですと。ぜひそこまでしていただけたらと思うんですけどもね。さっきからいろ

んなご意見が出ていましたけども、行政のほうからの説明もありましたけど、その区

域を離れたらもう取り締まれない、だから本当に境界の外で吸われるという、ある意

味悪質な方が出てきているという話ですよね。でも、天王寺区を全部禁止区にしてし

まえば、そこでも取り締まろうと思えば取り締まれるわけです。だからこういったタ

ーミナルのところは、その取り締まり強化区、強化地区ということで、禁止はもう天

王寺区全域というふうに、ぜひそこら辺もご検討いただきたいと僕は思います。  

○川畠課長 

 ありがとうございます。 

○竹田議長 

 ほかにご意見がなければ、もうお時間も参ったようですので、最後に一言ないです

か。 

○中山委員 

 全部禁止はいいんですが、吸うとこもそれなりに必要ですので、恐らく。 

○竹田議長 
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 喫煙場所ね。ただ喫煙場所をつくったらそれを管理しないといけないです、公園の

ごみ箱と一緒で。公園にごみ箱を置いたら、そのごみ箱が満杯になっちゃって、放っ

たらかしになっていると。 

 だからもう今は、公園の中にはごみ箱がないです。置くとそこにごみを放ってもい

いということなんで。結構、生活ごみなんかが公園のごみ箱に持ってこられるという

ので、それやったらもう置かないほうがいい。基本的に公園の中のごみは皆持ち帰っ

てくださいと。 

 だから同じように、たばこは道路で吸わずにどこかの建物の中で吸ってくださいと、

喫煙所で吸ってください。だから喫煙所を建物の中に、大きな会社の協力も要ります

けど、喫煙所をたくさんそういうビルの中につくっていくというのも一案ですね。た

ばこを吸う方がここにおられたら、また違う意見も出たかもわかんないですけど。 

 ということで、別にここで決めるということでないです。 

○川畠課長 

 ありがとうございます。 

 そうですね、今日はまとめる場ではないです。次の２回目ではちょっと決めていた

だきたいと思っていますので。 

○竹田議長 

 いろんな意見が出ましたから、ぜひそれを反映して決めていっていただきたいと思

います。 

○川畠課長 

 はい、それを整理して、そうですね。 

○竹田議長 

 今日はどうもありがとうございました。 

 それでは、これで議事は終わらせていただきます。 

 行政のほうにお返しします。よろしくお願いします。 
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○尾古貴代理 

 ありがとうございます。 

 竹田議長、中野副議長、また委員の皆様、多くのご意見をいただきまして、まこと

にありがとうございます。 

 本当にたくさんの意見をいただきまして、全部が全部反映できたらいいんですけれ

ども、できるだけ努力していきたいというふうには考えております。 

 最後に、次の第２回の路上喫煙対策部会の開催日時でございますけれども、これに

ついてはまだ明確にははっきりと決まっておりませんので、また後日、区役所のほう

から案内をさせていただきますので、またご多忙のところ恐れ入りますけれども、ご

出席のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは以上をもちまして、平成３０年度天王寺区区政会議第１回路上喫煙対策部

会をこれで終了させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○川畠課長 

 どうもありがとうございました。 

 また２回目もどうぞよろしくお願いします。 

○尾古貴代理 

 お忘れ物のないよう、お気をつけてお帰りください。 

―了― 


