戸塚駅周辺喫煙禁止指定区域にかかる意見募集の実施結果について
平成 29 年度中に新たに戸塚駅周辺を喫煙禁止地区に指定するにあたり、平成 29 年７
月に指定区域及び喫煙所設置案を作成し、意見募集を実施しました。市民の皆さまから
貴重なご意見、ご提案等をいただき誠にありがとうございました。
この度、その実施結果と、いただいたご意見について本市の考え方をまとめましたの
で、次の通り公表いたします。
１

実施概要
意見募集期間

平成 29 年７月３日（月）から８月２日（水）まで

意見募集方法

・電子申請
・ＦＡＸ
・戸塚区総合庁舎９階地域振興課
・戸塚区総合庁舎３階情報センター

２

実施結果
提出者数

８８名

意見数

９３件

※複数回答あり
３

提出されたご意見及びご意見に対する本市の考え方
(1)ご意見を反映したもの

２ № １～ ２

(2)ご意見が原案に含まれていると考えるもの

１６ № ３～１８

(3)今後の参考とするもの

４７ №１９～６５

(4)関係機関と情報共有するもの

９ №６６～７４

(5)原案にご賛同いただいたもの

１３ №７５～８７

(6)ご意見でなくご質問だったもの

０

(7)その他

６ №８８～９３

（１）ご意見を反映したもの
番号

1

2

ご意見
戸塚駅周辺利用者です。喫煙禁止指定区域についてですが、
この度の指定について現況から指定区域の拡張を提案いた
します。戸塚駅東口入口交差点より大踏切デッキまでの間に
保育園が毎日のように多く園児が多くお散歩しております。ま
た、通行者もそれなりにいるところ、植え込みがベンチ風に
なっており、一休み出来るのは良いのですがその足元にはい
つも吸い殻がたくさん、さらに飲み物の空容器が植え込みに
突っ込まれている始末、駅周辺を禁煙区域に指定すると今回
はずれている旧１号線界隈が喫煙場所として乱れるのではと
懸念いたします。コンビニでたばこの販売もしている傍でもあ
り今一度、子供たちや、せっかく整備していただいた道の美化
を守るためにエリアの拡大を再検討していただけないものか
お願いいたします。宜しくお願い申し上げます。
地図上の「戸塚駅東口入口」の前の歩道上も禁止地区へ加え
てください。
保育園等もあり、こどもやベビーカー連れの通行者が多いの
ですが、喫煙者も多く、タバコの火・煙が危ない現状がありま
す。

本市の考え方
ご意見のありました「戸塚駅東口
入口～戸塚大踏切デッキ」までの
道路は、原案でお示しした範囲に
挟まれた場所であるため、認識
のしやすい区域を指定するという
観点から、当該区域も指定区域
に含めます。

（２）ご提案が原案に含まれていると考えるもの
3

（喫煙所を）早く作ってほしい

4

（喫煙所を）早く使用したい

5

賛成 喫煙所の増加を希望します

6

ちゃんとした喫煙所を作ってほしい。他の駅みたいに。あれば
そこで吸います。

7

電車降りて、なるべく近くに喫煙所が欲しいなー。マナーを守
らない人は厳しく取り締まる必要性があります。

8

駅付近に灰皿を設置してほしい。
公に吸える場所がなくて困っている。

9

喫煙所を早く作ってくれたらありがたいです。

11

喫煙できるポイントが少なく感じます。
喫煙者にはご高齢の方も多くいますので配慮してあげてくださ
い。
西口トツカーナのファミリーマート周辺は喫煙者が多い。喫煙
所を作って、仕切りのようなもので、分煙して欲しい。

12

トツカーナ入り口付近、歩道橋の下、また夜間は歩きたばこも
散見しているので早急に喫煙場所を設置してもらいたい。

10

13

14

15

16

喫煙所は、原案にもお示ししまし
たように、３か所を設置する予定
です。地区指定までに整備を行
い、ご利用いただけるようにしま
す。

今回禁止区域になるトツカーナの横浜銀行近く・戸塚駅前の
交番前辺りは喫煙スポットと化していて臭いがすごいです。
なんとなく柄が悪いという印象も。
禁止になるのは嬉しいですが、戸塚区総合庁舎は全館禁煙・
トツカーナは4Fまで上がらないと喫煙所がないようなので、隔
離された喫煙スポットを設置してほしいです。
喫煙者がコソコソ吸って汚い場所が出来るよりも、喫煙者も気
持ちよくすぐに吸える場所がある方がお互いに上手くいくので
はないでしょうか？
清掃・費用等、課題はあるとは思いますが、治安のためにも、
非喫煙者のためにも喫煙スポットの設置を願っております。
喫煙場所の設営と分かり易い案内をお願いします。
喫煙場所、吸い殻入れがあればポイ捨ては確実に減少しま
す。
（東戸塚駅は両出口にあるが、何故戸塚駅は無いのかよく聞
かれます）
喫煙歴44年です、最近の受動禁煙化は理解してます。まだま
だ喫煙者も居る事も理解して頂きたいとおもいます、指定場所
を分かりやすくして欲しい、成るべく駅を出て近くに欲しいと、
要望です。
宜しくご検討をお願いします。
毎朝、多くの吸い殻が捨てられているのを見かけます。モラル
の低下が残念です。捨てさせない環境作りが大事だと思いま
す。看板の掲出などもご検討ください。

17

喫煙禁止区域であることが誰でも確実にわかるようにしてくだ
さい。

18

賛成です。受動喫煙を考えると当然の事だと思います。
又、喫煙場所も予定されており喫煙者に対して配慮されており
ますのでよいと思います。但し、実施前に事前告知（看板・チ
ラシなど）を充分して頂かないとトラブルになると思います。

喫煙所の案内について、分かり
やすい案内を行います。

指定区域がわかりやすくなるよ
う、看板や路面表示の設置をしま
す。

（３）今後の参考とするもの
19

（指定範囲を）もっと広くしてほしい

20

東口の範囲をもう少し拡大してほしい

21

是非、禁止指定地区を広げてほしい

22

禁止指定区域を増やしてください

23

良いと思う。指定区域を広げても良い

24

賛成です。推進場所の拡大をお願いします。

25

そもそも戸塚区内全域を禁煙にするくらいでよい。とくに歩き
たばこには厳しくしてほしい。

26

駅周辺のみでなく、戸塚区全域禁煙を望む

27

駅周辺と言わず、喫煙禁止範囲を広げ欲しい。できれば区内
全域として、健康に配慮した区をアピールしたらと考えます。
禁煙の機運が盛り上がっている今がチャンスです。
タバコも麻薬に劣らず中毒物質です。将来に禍根を残さない
よう、禁煙運動、進めましょう。

28

設置された喫煙所以外での喫煙は戸塚駅周辺だけでなく、あ
らゆる場所で禁止すべきではないでしょうか。

29

戸塚駅だけでなく、東戸塚駅も早急に喫煙禁止条例区域に入
れていただきたい。
私は心臓の病を患っており、非常に困っています。
酸素マスクをしなければ利用できない駅になってきています。

30

31

32
33
34

35

ご意見は今後の参考とさせてい
ただきます。

戸塚駅近辺に限定せず、市内全域の路上を禁煙指定にする
条例を制定、厳しく取り締まってほしい。
本当は地方条例でなく国レベルで法制化してほしいところです
が、国には期待できないので、横浜で率先して推進していただ
きたい。
戸塚西口バスセンター(住宅展示場)まで広げて欲しい。
これまで、喫煙禁止地区は特に
人通りが多い繁華街で大きな道
喘息持ちなので、このような取り組みはありがたいです。
路等に囲まれ認識しやすい区域
を指定しています。ご意見は今後
の参考とさせていただきます。
これまで、喫煙禁止地区は特に
人通りが多い繁華街で大きな道
路等に囲まれ認識しやすい区域
サクラスも入れた方が良いと思う。
を指定しています。合わせて、区
今回の禁止指定区域について非常に良いことと受け取ってお 域内であっても商業施設等は管
ります。商業施設の出入口ということもありサクラス戸塚の出 理者の責任により喫煙対策を行
入口まで範囲とする等ご検討をお願いいたします。
うこととなっています。ご意見は今
後の参考とさせていただきます。
喫煙禁止地区を検討していただき、大変ありがとうございま
す。
サクラス戸塚店沿いの歩道（大通り側）と、駅からアピタ戸塚
店に向かう道の歩道（柏尾川に掛かる橋のあたり）も禁止区
域としてほしいです。
どちらも利用者の多い駅前の大型スーパーなので、考慮して
いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
サクラス周辺も含めてほしい！！！

柏尾川沿い高嶋橋まで指定区域にしてほしい
36

37

38

39

40

41

42

43

これまで、喫煙禁止地区は特に
人通りが多い繁華街で大きな道
路等に囲まれ認識しやすい区域
を指定しています。ご意見は今後
の参考とさせていただきます。

第六駐輪場付近の住宅街から歩行喫煙で美容室（オリト）前
の側溝にポイ捨てが多すぎです。あの辺りは保育園も多く、ま
たスクールゾーンにもなっています。駅周辺ということで、喫煙
禁止エリアにしていただきたい。看板を立てるだけでも抑止効
果はあると思います。夜は高校生もタバコ吸っています。

これまで、喫煙禁止地区は特に
人通りが多い繁華街で大きな道
路等に囲まれ認識しやすい区域
を指定しています。また、学校や
児童施設など特定の施設が多い
と言う視点での指定はしていませ
指定区域が狭すぎる。市内全域でもよいが、最低、各学校の ん。ご意見は今後の参考とさせて
いただきます。
スクールゾーンや歩道上なども禁止区域とすべきである。
指定範囲ですが、戸塚小学校の界隈も多くの児童施設（幼稚
園・保育園等）がございます。そのあたりまで範囲を広げたら
どうでしょうか？
宜しくお願い致します。
駅周辺では学校があり子ども連れの方も多いので、禁止区域
を予定よりも広げて頂きたい。
(1)ペデデッキ上の喫煙所は２Ｆの場所というのはわかります
が、線路脇・バスセンター横の場所が不明です。バスセンター
横はタクシープール横の歩道上にお願いしたいと思います。
線路脇につきましても、煙が上の導線に行かないような配慮
が必要と思います。
(2)この区域は保育園、愛児園、幼稚園、小学校と計10か所も
子供の施設がございます。子供の受動喫煙防止のためにも、
広範囲の「喫煙禁止指定区域」を設ける必要があると考えま
す。
(3)受け皿としての「喫煙所の設置」も必要ですが、マナーを守
るよう喫煙者には啓発をする必要があります。喫煙場所には
「ちらかさない、汚さない、マナーは守りましょう」という文言と
「マナーを守れない場合、この場所は撤去されます」という文
言も必要と考えます。
(4)最近「歩行喫煙」や「吸い殻のポイ捨て」等、マナーの低下
を非常に危惧しております。

これまで、喫煙禁止地区は特に
人通りが多い繁華街で大きな道
路等に囲まれ認識しやすい区域
を指定しています。また、学校や
児童施設など特定の施設が多い
と言う視点での指定はしていませ
ん。ご意見にありますとおり、マ
ナー向上のための啓発は重要と
考えていますので、今後の参考と
させていただきます。

範囲が狭すぎる。もっと大通りを中心に範囲を拡大して欲し
い。ご存知ですか？長後街道沿いにとてつもなくタバコの吸い
殻が多いことを！もっと取り締まるべきだと思います。信号待
ちの際、ベビーカーや小さな子供が歩いているにも関わらず
平気で吸うマナー違反が目立ちます。名古屋は10年以上前か
ら道路に印刷して広範囲で路上禁煙表示をやってます。

これまで、喫煙禁止地区は特に
人通りが多い繁華街で大きな道
路等に囲まれ認識しやすい区域
を指定しています。ご意見にあり
ますとおり、マナー向上のための
啓発は重要と考えていますので、
今後の参考とさせていただきま
す。

柏尾川の脇の歩道でたばこをすっている人が多い。
もっとエリアを広げてほしい。駅から2km圏内はすべて禁煙と
かにすべき。戸塚区区内すべて禁煙でもいいくらい。喫煙禁
止にしてもそこでたばこを吸っている人を多数見かける。罰金
徴収など取締りも厳しくしてほしい。

これまで、喫煙禁止地区は特に
人通りが多い繁華街で大きな道
路等に囲まれ認識しやすい区域
を指定しています。ご意見は今後
の参考とさせていただきます。

44

45
46

47

喫煙禁止指定区域については駅周辺ということもあり概ね賛
成です。
ただ喫煙所については三ヶ所も設けること、また西口について
は駅に行く際に多数の人が通る道であること、さらには保育園
やコンビニ近くに設置するにのは反対です。子供がいる世帯と
しては受動喫煙もきになるので人通りのあるところの喫煙所
設置には反対します。再検討してください。

賛成 ただし、喫煙所設置は現状の喫煙者が集まっている場 ご意見の通り、喫煙所は現在喫
所にも必要
煙者が多く駐留する場所に設置
することで、ご利用いただけると
（喫煙所）設置予定の場所は利用者からすると使いにくいので 考えますが、広さや周辺状況など
は？
により、設置できない場合もござ
います。いただいたご意見は今
禁止地区の設定は賛成。喫煙所は増やした方がよいので
後の参考とさせていただきます。
は？私の知るところでは、西口交番向かいトツカーナ１Ｆで
吸っている人が多い。あまりに不便なところでは逆に不法喫煙
のもととなりそうに思う。

48

戸塚に越してきて11年目になります。
以前は東京港区のマンションに住んでいました。
子供が生れたのを期にタバコを辞めました。
吸いたい人の気持ちも良く判ります。ですのでもう少し駅近に
エリアを設けないとあちこちで吸う人が減らないと思われま
す。
今でも朝早く駅に行くとモディの広場、橋上改札を出て区役所
に向かう西口の広場で沢山のひとが吸っています。歩きなが
ら吸う人、吸い殻をポイと捨てる人。吸う人の立場になって考
えていないからそういう結果になってしまうのではないかと思
われます。ですので小さくてもいいのでそのどちらかに隔離ス
ペースを作ったらどうでしょうか？高速道路のサービスエリア
では隔離されたスペースで皆さんちゃんと吸っています。出来
なくは無いと思います。

49

戸塚駅とトツカーナの連絡通路の下での喫煙が常習化されて
いるが、今回の喫煙所設置予定地だとそこでの喫煙は解消さ
れないのではないか。

50

今現在、立ち止まりタバコを吸われているところと離れてい
る。
街を美化しようと思ったら多くの人が吸っている場所に設置し
た方が良いと思います。
例えば西口ではマクドナルド近くの駅へのエレベーター付近、
東口では上の改札を左に向かう広場があります。

51

東口デッキにあった喫煙所を無くした、意味が解らない。
今の用な無法地帯になるのは解りきってた事
西口は交番の辺りにもあっても良いのでは。

52

喫煙所は区域の広さ等を考慮し
て設置する予定です。場所の確
保が必要なことから、皆様のご意
見すべてに配慮したものを設置
するのは困難ですが、いただい
たご意見は今後の参考とさせて
いただきます。

喫煙所の設置について１Ｆに設置するのは反対です。２Ｆにつ ２階部分への喫煙所設置につい
いても喫煙ブースを設置して周囲に煙が広がらないようにして ては、広さや周辺状況などによ
ください
り、設置できない場合もございま
す。いただいたご意見は今後の
参考とさせていただきます。
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喫煙所の位置は要検討。断念されたトツカーナ入り口付近もＪ 建屋（箱型）の喫煙所は、空調設
Ｒ構内のように天井のある喫煙ルームも行政の負担の中で設 備などの設置により維持管理に
費用がかかることや有効面積が
置を検討してください
少なくなることの課題があり、現
喫煙所の設置も予定されておりますが、結局、周囲に影響が 在はパーテーションで仕切る開放
出てしまうということが無いよう密封していただくようお願いい 型タイプの喫煙所の整備を進め、
たします。仕組みと施設を万全に準備していただき、市内の環 屋外における分煙環境の整備を
境改善が成されることを期待しております。
行っています。いただいたご意見
は今後の参考とさせていただきま
公園や広場にも喫煙所を設置すればよい。全体を囲い、空気 す。
清浄機を設置し、直接外気に放出しないようにすべきである。
喫煙所は、当然たばこ税で設置すべきで、その維持費も当然
たばこ税で賄うこと。経費が足らなければたばこ税の増税で
賄うべきである。喫煙所の使用料金を取ってもよいかも。
取り締まりはどうするのか、罰金も安すぎる。
たばこを吸う自由はない、ルールとマナーを守ってこその自由
である。
・喫煙所設置予定地があるが、本当に必要なのか。
・設置の際はきちんと個室のように囲われるのか。現在でも戸
塚駅東口のペデストリアンデッキでは臭いが漂ってきている現
状。
・吸殻処理を税金対応するのはいかがなものか。
戸塚駅東口のペデストリアンデッキの一角がは以前喫煙可能
エリアになっていて、喫煙禁止マークを立てても未だに喫煙者
が多数。
タバコの臭いや吸殻も多く、歩行喫煙者もおり、排水溝付近で
止まって喫煙し、吸殻を捨てている状況ですので、早急に対
応して頂きたい。

57

今後も環境汚染抑止を進めていただきたい。
東口の喫煙場所はデッキの上のように見える。外気に流れ出
ないような施設にする、また、より人が少ない場所にする、な
ど、より良い案を検討してほしい。

58

駅の近くで禁煙のところと喫煙可のところをつくるべきでない。
エリアから一歩でたら喫煙可にするとそこで喫煙する人が増
える心配がある。
喫煙所をつくるにしても一切煙を外に出さないでほしい。
人が通るすぐ脇に喫煙所をつくるとそこを通るだけで受動喫煙
になる。

59

60

61

喫煙禁止には異論ありませんが、喫煙所を設ける際は、喫煙
者の煙が周囲に流れないように考慮してください。(現在、東
口ペデストリアンデッキの端で吸っている方が多いのですが、
風向きによって煙が流れてくる)
設置する喫煙所については、必ず密閉した空間としてくださ
い。
現在設置されている関内駅横のような囲いだけがあり、上下
が開いている喫煙所だと、タバコの煙が大量に付近に流れ、
周りを歩いただけで臭く不快です。周囲を喫煙禁止にしている
意味がありません。
子どもや妊婦さんも多いので広範囲で良いと思う。
ご意見は今後の参考とさせてい
モディ1階、パチンコ屋前のスロープで喫煙をする人を厳しく取 ただきます。
り締まってほしい。【禁煙】とは書いてあるがそれでも吸ってい
てベビーカーで通りづらく匂いもきつい。

62

63
64

65

禁止区域の設定は大賛成です。しかし残念な事におよそお役 ご意見は今後の参考とさせてい
所の決め事は素晴らしい者が多いのですが、後のフォローが ただきます。
甘いので徹底しない。禁止すれば罰則があるのは当然です。
役所の一部署の問題ではあるものの、他部署のお役人や警
察、町内会などの人達が決められた事に注意を払い、取り締
まりに目を光らせねば、看板倒れに終わってしまいます。罰金
も高くした方が良いのです。又、標語も「喫煙はご遠慮下さい」
ではなく「喫煙禁止」とか「喫煙厳禁」とすべきです。
喫煙禁止指定区域ではなく、川崎市などに学び、駅周辺の分
煙対策を徹底すべき。横浜市は他の行政に比べ、分煙対策
が遅れている。
喫煙所設置個所周辺の清掃を徹底し、汚れの拡散を徹底防
止されたい

ご意見は今後の参考とさせてい
ただきます。
ご意見は今後の参考とさせてい
ただきます。

条例の目的に沿って横浜市職員が戸塚駅周辺喫煙禁止区域 ご意見は今後の参考とさせてい
できちんと説明をしながら見回ることは市民にとっては横浜市 ただきます。
職員を身近に感じる事が出来て印象が良いと思います。戸塚
駅周辺の清掃作業費用を低くし人が集まる地区で肺癌の因
子を少なくする事も国保の利用が減る事に繋がると思いま
す。空き缶等ポイ捨て、自動車の吸い殻も美化として条例に
ありますが駅周辺を多くの方が使う公共スペースとして罰金も
兼ねて厳格にする一方で多種多様の生き方と尊厳を人権とし
て認めていくのも同じ市民の共有する心地良さですので横浜
市職員が現場を見回るのであれば実際に見回ったときの感
想について市の広報誌やネットでの配信があれば拝見したい
です。

（４）関係機関と情報共有するもの
長後街道のマツモトキヨシの向かいにあるファミリーマートに
66 設置されている灰皿に朝の通勤時に常に喫煙者がいて前を
通るといつも煙たいです

ご意見を関係機関と共有します。

67

バス停そばのパチンコ店から流れ出てくる強烈なたばこの臭 ご意見を関係機関と共有します。
いを何とかしてほしい

68

店舗も完全分煙希望

69

現在民間で設置されている喫煙所はそのまま残す方向で、調 ご意見を関係機関と共有します。
整をお願いいたします。

70

喫煙禁止指定区域内に於いては、飲食店等全ての施設を喫 ご意見を関係機関と共有します。
煙禁止にして頂きたい。

71

飲食店で分煙を行っているところもありますが、禁煙席に流れ ご意見を関係機関と共有します。
込む構造が多く、対策が遅れています。原則飲食店は全面禁
煙としたら良いのでは。

ご意見を関係機関と共有します。

73

ご意見を関係機関と共有します。
ＴＯＩＬＥの中にて喫煙を強く注意してください。
自転車やバイクに乗りながら喫煙している人が散見されるが、 ご意見を関係機関と共有します。
危険なため禁止してほしい。

74

自転車に乗りながらの喫煙も多い

72

（５）原案にご賛同いただいたもの
歩きたばこの危険性を考えれば戸塚が子育て世代に受け入
75 れられるためにも必要
76

すぐにでも始めてください。有害です！！

77

歩行喫煙がなくなることを期待します

ご意見を関係機関と共有します。

ご賛同いただき、ありがとうござ
います。
ご賛同いただき、ありがとうござ
います。
ご賛同いただき、ありがとうござ
います。

78
79
80
81

82

83
84
85

86

87

ご賛同いただき、ありがとうござ
います。
喫煙所設置予定場所も3カ所あるので問題ない。禁止区域が ご賛同いただき、ありがとうござ
あったほうがメリハリがあり、よいと思います。
います。
ご賛同いただき、ありがとうござ
絶対に禁煙にしてください。お願いします。
います。
駅前でタバコを吸っていて、吸わない身としては歩いていると ご賛同いただき、ありがとうござ
きに関係ないところからの煙が嫌なので、是非お願いしたい。 います。
ご時世でやむを得ないか…

私は喫煙者ですが、喫煙所以外では吸いませんし、歩きタバ ご賛同いただき、ありがとうござ
コやポイ捨ては絶対にしません。なので、指定区域制定は大 います。
賛成です。同時に、タバコ以外のポイ捨ても罰金にした方が良
いと思います。
ご賛同いただき、ありがとうござ
います。
駅周辺など人の多いところでは禁煙区域がよいと思います。 ご賛同いただき、ありがとうござ
子供も多いエリアですので。
います。
ありがとうございます。
ご賛同いただき、ありがとうござ
路上喫煙を減らす活動に大変感謝します。
います。
駅利用者や周辺地域の商業施設を利用する多くの皆さんで ご賛同いただき、ありがとうござ
混み合っているのは事実です。喫煙に関するマナーは向上し います。
ていますし、ポイ捨ては本当に少なくなっています。が、まだマ
ナーを守らない不届き者がいるのは事実です。同じ喫煙者と
してホントに忸怩たる思いをしています。今回、喫煙禁止区域
が設定されることはやむを得ない措置と思います。あわせて
喫煙所を設けることとセットの措置ですので賛成します。喫煙
所をの表示もキチンと掲示してもらえればマナー向上に資す
ると思います。双方に配慮したことと理解します
学校に通う子供も多い駅なので、ぜひ禁煙にしてほしいです。

賛成

ご賛同いただき、ありがとうござ
います。

（６）ご意見でなくご質問だったもの
（７）その他
本市では、「横浜市空き缶等及び
88 そこまでしなくてよい！
吸い殻等の散乱の防止等に関す
反対 税収が落ちる。現状でもマナーを守って喫煙していると
る条例」に基づき、火のついたた
89 思う。
ばこによる、やけどや焼け焦げの
防止、吸い殻のポイ捨ての防止
喫煙禁止指定区域を何故設定するのか不明です。
タバコ税など多額の税金を支払っているにも関わらず禁止区 を目的に、喫煙禁止地区を指定
しております。
域を設定するのは反対です。
戸塚駅周辺についても対策が必
副流煙防止のためなら、タバコ税の中からブースを作るなど
90
要と判断し、指定することとなりま
対策してください。
タバコ税はタバコを吸っている人から支払われた税金です。 したのでご理解いただきますよう
お願いします。
喫煙者の為に使ってください。
戸塚駅周辺において煙草の煙が気になったことはなかった。
鳩広場で多くの人が吸っていたがそれも外だし、気にならな
かった。
91 店内や居座る所では禁止した方がいいと思うが、外は禁止し
なくて良いと思う。
煙草を吸う人にも吸う権利があると思うから。

92

93

喫煙所は設置しないでほしい。設置したのでは禁止地区の意 本市では、喫煙している方に喫煙
可能な場所を案内しご利用いた
味がありません。努力はありがたい。
だくことで、喫煙禁止地区での喫
煙の未然防止や屋外での分煙に
つなげることができると考え、地
区内に喫煙所を整備しています
ので、ご理解いただきますようお
願いします。
雨にあたらず吸える場所にしてほしい。そうでなければ喫煙禁 本市ではパーテーションで仕切る
止区域を作らないでいただきたい。
開放型タイプの喫煙所を整備し、
煙やにおいの減衰の工夫を図る
ことで、屋外における分煙環境の
整備を行っていますのでご理解
いただきますようお願いします。

