二俣川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 30 年度中に新たに二俣川駅周辺を喫煙禁止地区に指定するにあたり、平成 29 年
11 月に指定区域案を作成し、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 11 月１日（水）から 11 月 30 日（木）まで

意見募集方法

・電子申請
・ＦＡＸ
・旭区総合庁舎２階地域振興課
・資源循環局旭事務所
・旭区地区センター（希望が丘、今宿、都岡）
・二俣川駅行政サービスコーナー
・旭区民文化センターサンハート

２

実施結果
提出者数

161 名

意見数

121 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

０

－

(2)ご意見が原案に含まれていると考えるもの

９ №１～９

(3)今後の参考とするもの

５４ №１０～６３

(4)関係機関と情報共有するもの

１１ №６４～７４

(5)原案にご賛同いただいたもの

３６ №７５～１１０

(6)ご意見でなくご質問だったもの

０

－

(7)その他

１１ №１１１～１２１

(8)意見なし

５０ №１２２～１７１

（１）ご意見を反映したもの
（２）ご提案が原案に含まれていると考えるもの
番号
ご意見

1

2
3
4
5
6
7
8
9

本市の考え方
喫煙所は、禁止区域内に設置する予定で
す。地区指定までに整備を行い、ご利用い
本村インターと二俣川駅間をよく歩きますが、歩行喫煙者が本当に多く(特に朝)、他人の ただけるようにします。
吐く煙を強制的に浴びせられる不愉快さに辟易しています。
また、私の歩くルートには吸い殻が沢山見受けられます。
喫煙禁止指定区域を設けて効果があるか分かりませんが、多少でも抑制効果があること
を期待して、設置に賛成します。
一方で、喫煙所の設置など喫煙者への考慮もあるとよいのかもしれません(吸わない人
間としては欲しくありませんが)。

基本的には賛成です。ただ、喫煙スペースを設けないと余り状況は変わらないような気
がします。
いいことだと思います。喫煙所がほしいです。
しっかりと分煙してほしい。
禁煙区域においては、ひようじを大きく看板、路面等々一目で分かるようにしてください。 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。
看板の表示をしてほしいです。
区域の範囲を確認できる標識の設置
二俣川銀座商店街についても、指定区域
二俣川銀座
に含まれております。
指定後は、巡回指導員が区域内を巡回し、
実際に罰金をとるのであれば賛成である。
過料の徴収を行います。

（３）今後の参考とするもの

10

11

禁止区域が狭すぎます。
駅周辺は小学校や保育園もあります。
どんなに譲歩しても、せめてスクールゾーンなど、子供たちが多く通る学校までの道は全
て禁止区域に指定するべきです。
特に二俣川小学校の子供たちは、毎日、登校するだけで、駅に向かう喫煙者から受動喫
煙被害を受けています。
子供たちの健康とほんの一部の喫煙者のわがままと、どちらを優先すべきか、考えるま
でもないでしょう。
喫煙は自宅でできれば充分です。
そもそも、喫煙は生命維持に必要のない嗜癖品です。路上で喫煙できる必要はないので
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おり、学校や児童施
設など特定の施設が多いという視点での指
定はしていません。ご意見は今後の参考と
させていただきます。

喫煙禁止区域に 二俣川南口西友周辺の大通りとあんじゅ保育園周辺も範囲にいれて欲
しい。 あんじゅ保育園に通う子どもがいて、夕方迎えにいく頃 細道に入ったところで隠れ
て吸っている人が多く、すれ違い時の歩きタバコがいつも危ない。有害物質を子どもに吸
わせたくない。
保育園幼稚園小学校が多い地域なので広範囲の喫煙禁止区域を希望します。

12

13

14

15

16

17

二俣川小学校の通学路(特に駅から駐輪場を抜ける坂道と、正門に向かう旧厚木街道)
は喫煙禁止区域にしていただきたい。
歩行しながらの喫煙は煙もさることながら、細い路地をすれ違う際の火種も非常に危険と
感じますし、子供への悪影響も懸念されます。
一部の喫煙者のマナーが悪い事で、二俣川のイメージが損なわれるのは非常に残念で
す。
喫煙禁止指定区域をつくることに賛成です。ですが、喫煙禁止指定区域をつくるなら人通
りが多いよこはま看護専門学校や、産業技術短期大学のあたりまで含めて欲しいという
のが本音です。そこが含まれていなければ、試験場を訪れる方や、この周辺に通学して
いる学生の健康が守られないと思うからです。
駅周辺、商店街だけでなく、大龍飯店前から試験場への坂道はとても人通りが多く、試験
場の行き帰りの人、専門学生、またその周辺に勤めてる人などの歩行喫煙が目立ちま
す。ほぼ毎日通りますが、毎回会ってしまいます。不愉快です。
石川橋までとあるが、その先の自転車置き場まで伸ばしてほしい。自転車置き場にたば
この吸い殻がよく落ちているし、以前自転車置き場を子どもと歩いていて、歩きたばこを
していた男性の手が下にきた瞬間、子どもの顔にぶつかりそうになったことがありひやひ
やした。
二俣川駅から北口のがんセンターまで延ばして頂きたいです。道路が狭く人がぶつかり
ながら歩いている中には、病気の人や、目の不自由な方が多く、駅周辺だけでは足りな
いように思います。出来るなら旭区全ての路上を禁煙にして欲しい。
たばこのポイ捨てが等区域内でも散見されます。また、たばこの煙も大嫌いですので、一
日も早く喫煙禁止区域を指定ください。了承いただけるなら、西友側の一部区域への拡
大を願います。

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。ご意見は今
後の参考とさせていただきます。

18

19

20

21

22
23
24

これまで、喫煙禁止地区は特に人通りが多
二俣川は運転試験場側へ多くの人が訪れますが、反対側の西側は地域の人々は多く訪
い繁華街で大きな道路等に囲まれ認識し
れる場所です。ぜひ、西友側の商店街も禁止区域に加えていただきたいと思います。
やすい区域を指定しています。ご意見は今
横浜よりの保土ヶ谷バイパス下側まで喫煙してい禁止区域を拡大してほしいです。なぜ 後の参考とさせていただきます。
ならば、たばこの吸い（殻）が大変に多く散乱している区域だからです。よろしくお願いし
ます。
鶴ヶ峰寄りの二俣川第二駐輪場を毎日利用していますが、夜、二俣川駅から線路よりの
通路で歩きたばこをしている人が多く、その後ろを歩くと延々と煙を吸うことになってしま
い不快な思いをしています。禁煙のサインもないので注意することもできません。駐輪場
までの通路・駐輪場内もすべて禁煙にしていただきたいです。よろしくお願いいたします。
禁止区域は、二俣川銀座を除き駅より徒歩1・2分の範囲内ですが、この部分は歩行喫
煙・ポイ捨ては見かけません。他地域からの訪問者にしても喫煙所の設置により解決す
ると思われます。問題はそれ以外の
1.自動車教習所への裏道
1.駅までの周辺通勤道路
です。通勤客は自宅から駅までの間に1・2本は吸え火のついたままポイ捨てしています。
家の玄関先まで捨ててあります。単にありきたりの規制ではなしに、実際に裏道の生活
道路を歩いて実態を見るべきです。半日もあれば終ることですよ。地域全体の問題として
効果を上げるべく、準禁止地域を通勤路に設け歩行禁煙とすれば、吸えないのですから
ポイ捨てが無くなります。
火のついたままのポイ捨ては、防火の面からも許し難いものがあります。平気で捨てる
人の気が知れません。
歩行者が多いのに歩きたばこをしているため、危険な目にあったことがある。
運転試験場から本村インターもでの歩道（線路側）も喫煙禁止指定区域にお願いいたし
ます。
西友前まで広げたほうがいいと思う。
西友前の道も指定区域にした方が良い。

25

歩きタバコでこどもがぶつかりそうになったり、吸い殻を拾ってみたりしてヒヤッとすること ご意見は今後の参考とさせていただきま
が何度もあるので、是非禁止してほしいです。受動喫煙も気になっていたのでエリアを広 す。
げていただいてもいいくらいと思います。

26

ぜひ禁煙地区に指定していただきたく思います。子供を連れて歩いていたりすると煙や
臭いが気になります。また、歩きながら吸っている人もいて火傷等の危険もあると思いま
す。
旭区全体を、路上喫煙禁止にしていただけるとなお良いと思います。

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

本来公共機関を含め（道路も含む）全面的に禁煙にすべきと考える。
公共性の強いところではやるべきです。
もっと拡大してほしい。
どんどん広げてほしい。
公共性のあるところ、たばこはだめです。
もっと広くしてほしい。
もう少し広い範囲でもOKです。
市内全域を指定してもいいと思う。喫煙所以外で！！
この時代に外で吸えるのはよくないと思います（指定場以外で）。全面禁煙区域に！
喫煙禁止指定区域は広いほど良いと思う。さらに拡大の方向が望ましいが、
もっと広くしてください！

38

二俣川駅周辺にかかわらず人通りの多い駅周辺は喫煙禁止区域にするべきだと思う。

39
40
41
42
43
44
45
46

全面禁煙にしてください。
駅中心になっているが、もっと拡大してほしい。
広い方がよい。
吸わないのでエリアが広くても構わない。
市内すべて広げて。
もっと広い方が良いと思います。
もっと広くてもいいと思います。また、しっかり取り締まってください。
道路はすべて区域にしてほしい。

47

北口はパチンコ屋が複数あり、試験場などの人の出入りもあるので幅広い年齢の方が
歩きタバコをしているのを見かける。
百害あって一利無しなので、喫煙区域は要らない。ポイ捨てや歩きタバコの罰則を厳しく
してほしい。
捨てたタバコを子供が拾っているのを見かける。怒りしかない。

48
49
50
51
52
53

喫煙禁止地区を指定することで逆にそれ以外では喫煙可と判断されるきらいがある。公
道及び公道に面した場所は、すべて禁止すべき。
全地域で巡視が無理ということであれば、せめて「重点監視地区」などの名称としてほし
い。
喫煙所を複数設置してほしい。
喫煙所は、区域内に設置する予定ですが、
喫煙所は、北口、南口とも、便利な近いところに設置してほしい。
場所については関係機関と調整しながら検
指定区域を設けるなら駅近辺に喫煙可能な場所を設けるべきだと思います。
討していきます。
スペースを作るとしたらバス乗り場、タクシー乗り場周辺。
喫煙所はきちんとしたものを設置してください。仙台駅の近くにすばらしいものがありまし
た。

58

今日ドンキの外通路を通ったらとてもタバコ臭かった。
二俣川を喫煙禁止指定区域に指定することは大賛成です。
ただ横浜駅の高島屋前にある喫煙スペースのようなものは絶対に作らないで欲しい。
そこの前を通る時息が出来ません。
外は禁煙に！（ルームを作る）
喫煙禁止指定区域の設定は大いに賛成だが、公共の場にタバコの害が流れないような
喫煙スペースを設置するべきだとも感じる。
喫煙可能区域を設ける際には、オープンスペースではその周辺にかなりの煙と臭いが充
満し、結局近くを通る際に受動喫煙が問題となってしまうため、クローズドな建物として設
置していただければと思います。
個室型の喫煙ルームを駅周辺に設置してはいかがでしょうか。

59

設置する喫煙所をわかりやすく表示しないと違反者が出てくると思う。

54
55
56
57

60

61

62

63

建屋（箱型）の喫煙所は、空調設備などの
設置により維持管理に費用がかかることや
有効面積が少なくなることの課題があり、
現在はパーテーションで仕切る開放型タイ
プの喫煙所の整備を進め、屋外における
分煙環境の整備を行っています。いただい
たご意見は今後の参考とさせていただきま
す。

喫煙所の案内について、わかりやすい案内
を行います。
現在、喫煙禁止地区には、制度の実効性
を担保するため、喫煙所を設置しています
が、喫煙禁止地区以外への喫煙所設置に
二俣川だけでなく、各駅前に喫煙所を作ってください。
ついては、管理や運営にかかる課題があ
ることから、今後の検討課題とさせていた
だきます。
ターミナル駅ではないので、あまり駅にいる時間が少なく、生活エリアとして出向く場所と 本市では、「横浜市空き缶等及び吸い殻等
しては小規模のため、効果は薄いと思われる。
の散乱の防止等に関する条例」に基づき、
火のついたたばこによる、やけどや焼け焦
げの防止、吸い殻のポイ捨ての防止を目
的に、喫煙禁止地区を指定しております。
二俣川駅周辺についても対策が必要と判
区域が広すぎる。
断し、指定することとなりましたのでご理解
いただきますようお願いします。
禁煙区域に指定するだけでなく、それがしっかり守られるよう、違反者にはきちんと罰則
が適用されるよう、指定後の対応をしっかりとしていっていただけますようお願い致しま

禁止地区の指定後は、指導員による巡回
を行います。

（４）関係機関と情報共有するもの
64 商店街の中のミニストップ前の灰皿は撤去して欲しいです。
ご意見を関係機関と共有します。
試験場通りの一本裏側のコンビニの横にタバコの吸い殻入れが常備されており さながら
65 喫煙所化しています。コンビニに背を向けて横に並んで通っている人を眺めているように
見えてうんざりです。
駅前のドンキホーテそばにあるミニストップにて、皆さん喫煙されています。
皆さんそこでは立ち止まって吸ってらっしゃいますが、近くに利用している小児科がある
66 ため、子供をつれて幾度にたばこの臭いをひどく感じます。
広い道なのでベビーカーで通ったりもしますが、たくさんの人が道路まではみ出して吸っ
ていることもあります。とても迷惑です。
お世話になります。
指定区域内にて気になる点があり、意見させて頂きます。
乳幼児を連れて二俣川駅北口まで向かう際にバス通りは道が狭いため、広い商店街側
を通っています。その途中にあるミニストップ店前の喫煙所(火を消す目的の場所である
との掲示がありましたが、喫煙所として常態化しています)を通過する時にタバコの煙と臭
67 いを毎回強く感じます。
特に子供を連れて歩いていると戸惑いが大きいです。
駅前であることに加え、教習所や病院に続くメインストリートでもあるため多くの方が行き
来しています。ゆえに町のイメージの低下も懸念されます。店舗敷地内かと思いますが、
吸っている方の目の前を通るため、公共道路へ多大なる影響を及ぼしています。より良
い町づくりの参考にして頂ければ幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いします。
新たな喫煙禁止指定区域に当たる地域を歩いて自宅まで通勤しているが、道路で歩きタ
バコをしている輩が多く非常に迷惑している。
68
またドン・キホーテ近くのミニストップは灰皿を置き、実質的な屋外の喫煙所となっている
ため、非常に煙たい。
69

70
71
72
73
74

北口をメインで利用していますが、アルコット二俣川の裏側コンビニ付近は喫煙所のよう
になっており子供を連れて歩くのが怖いです。
指定区域設定と共に継続して監視・浸透をお願いします。
二俣川駅北口のファミリーマートやミニストップの前に灰皿が置いてあるので喫煙所のよ
うになっています。近くに小児科や小学校もあり子供がよく通る場所なのですが、歩きタ
バコの方が多くいます。子供を連れている時にすごく気を遣いますし、とても迷惑です。
指定後のコンビニ周辺の喫煙禁止。
駅構内全体を対象
今までに協力してくれているコンビニ、飲料組合等の継続を宜しくお願いします
同時にたばこの製造販売そのものを政府に働きかけてはどうか。

（５）原案にご賛同いただいたもの
75 街を綺麗にするには、いい事だと思うので、楽しみです。
76

駅周辺の人の往来も増え受動喫煙も多くなってきているのでぜひ禁煙地区に指定しても
らいたい。

ご賛同いただきありがとうございます。

77

以前から喫煙マナーが悪いことが気になっていました。新しくマンションが建つなど、こど ご賛同いただきありがとうございます。
もや学生も増えると思います。
是非、分煙化を進めて頂きたいです。

78

喫煙禁止区域指定に賛成です。これから子供が産まれる予定なので、駅周辺が禁煙に
なるととても安心できます。準備が早く整うことを願います。
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良い計画と思います。推進して下さい。
以前、子どもがたばこの吸い殻を拾ったことがあり、二俣川駅周辺は毎日利用している
ので、喫煙禁止区域に加えて頂けると大変嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。
大いに結構な事です。
町の美化にもなるし健康的です。
賛成です。
公共の場所や商業施設での禁煙は、大変良いことだと思います。
賛成です。二俣川は試験場もあることから県内多くの方が毎日ご来場されています。で
すが決してマナーが良い人ばかりとは限りません。駅近くには小学校も有り多くの子供た
ちが通学していますが、歩きタバコなどは火の元が子供の目線の高さで大変危険に感じ
ます。他にもポイ捨てなどマナーの悪さは色々目に付きますが、規制するのが遅いくらい
に感じるところではありますので早めの実行が望ましいと感じています。
タバコの煙に体質的に敏感なので、歩きタバコの煙でさえ 吸うと咳が出てしまいます。
今回の喫煙禁止指定区域が実行されると 大変 うれしいです。
小さい子どもがいる身としまして、喫煙禁止地区指定は大歓迎ですし、むしろ対応が遅す
ぎたという印象です。中沢1丁目の自宅から駅までの道中、歩きタバコをする人を毎日平
均2、3人は見かけます。また、コンビニ前、据付けの灰皿付近では、喫煙者が群がり受
動喫煙を避けられません。また、不愉快な体験談としまして、2013年の11月ごろ当事まだ
私が妊娠中でお腹も大きかった頃、駅の狭い入口で、若い男性が歩きタバコのまま至近
距離ですれ違いました。反射的に私が「危ない」と言ったところ、「うるせぇバカ」とその男
性からの返答がありました。私は追いかけてその行為を注意したかったのですが、妊娠
中だったこともあり報復を恐れ、悔しい気持ちのまま注意を諦めました。今回、喫煙禁止
地区の指定を徹底して行っていただき、このような危険、不愉快な思いをする人が出ない
ように近隣住民はもちろんのこと、免許センターにおいても利用者へその旨、周知徹底し
ていただきたく存じます。子どもと妊婦さんの健康と安全をきちんと考え、実際に守ってく
ださい。
とてもいいと思います。
いいと思います。
通行人が多い場所なので、喫煙禁止に賛成です。
いいと思う。
大歓迎です。
自分がたばこをやめてから、においが気になるようになった。喫煙所がきっちり分かれて
いるほうが喫煙者も吸いやすいし、こちらも煙を気にしなくて済みます。
いいと思います。
図のとおりでOKです。
指定区域になることができ、次々と区域がふえることに期待しています。
私は昭和39年（1984）に当地に引っ越してきました。二俣川駅には、砂利運搬のトロッコ
が入っていました。現在の二俣川周辺は人混みで愛煙家には厳しいが、勇気のいる決
断に賛同。
二俣川は人通りが多いので、禁止指定区域になると皆が安心して利用できると思いま
歩きたばこの方などを多くみかけ、迷惑と感じることが多いので、禁止区域にしてもらえる
とありがたいです。

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

喫煙所が減ったことに伴い、歩きたばこが増えたように感じるので非常に良いと思いま
妥当だと思います。
ポイ捨て防止にもなるので良いと思います。
いいと思います。
良いと思う。
大変いいこと。ぜひ実施を。
いいことです。
ぜひ実施してほしい。
良いと思います。
賛成です。
賛成です。
喫煙禁止区域の設定、指定区域共に賛成です。
110 ただ、一点申し上げたいのは、区域を示した地図がとてもわかりづらいです。境界線に当
たるところには、目印となる記載をしないといけません。
（６）ご意見でなくご質問だったもの
（７）その他
駅周辺のコンビニ前に喫煙できるスペースがありますが、通行の妨げやにおいや煙な
ど、不快になります。
111 歩きたばこも見かけ、排水溝などに捨ててある場面も目にしました。
場所がら、地域以外の方も多く利用する駅ですので、快適で良い街としての発展を望み
ます。

コンビニエンスストア付近の喫煙所につい
ては、ご意見を関係機関と共有します。
歩きたばこにつきましては、喫煙者のマ
ナー向上のための啓発を引き続き実施して
まいります。

喫煙禁止の強化をお願いします。禁煙の表示があっても、平気で吸っている人がいるの 歩きたばこやポイ捨てにつきましては、喫
で、迷惑です。直接苦情を言うとトラブルになりそうで、気が引けます。
煙者のマナー向上のための啓発を引き続
112 喫煙禁止区間ではないですが、自宅前にも吸い殻が捨ててあり、臭いや火事の恐れが き実施してまいります。
あるため、非常に不快です。まずは、喫煙禁止区間を強化、徹底していただき、街全体が
清潔かつ安全な雰囲気になるといいなと思います。よろしくお願いします。
鶴ヶ峰駅周辺については、今回、喫煙禁止
113 鶴ヶ峰の駅周辺の喫煙禁止に賛成です。
地区の指定は行いません。
屋外の灰皿の撤廃と理解して回答いたしま
すが、屋外の公共の場所については、喫煙
禁止地区の対象範囲となりますので、灰皿
114 エリアを設けたら必ず撤廃してください。
等について、撤去のお願いをしてまいりま
す。
115 人が多い時間帯は危ない。吸い殻が落ちて美化面からもよくない。
歩きたばこやポイ捨てにつきましては、喫
煙者のマナー向上のための啓発を引き続
116 指定区域以外の場所も歩きたばこは禁止にしてほしい。
き実施してまいります。
吸う人も吸わない人も心地よい空間を創出
するため、分煙環境の整備が重要であると
考え対策を進めていますので、ご理解いた
117 たばこがこの世の中から無くなることを心から願っております。
だきますようお願いします。

118 歩行喫煙がまだまだ多いので、しっかりと取り締まりをしてほしい。
歩きたばこにつきましては、喫煙者のマ
特になし。
ナー向上のための啓発を引き続き実施して
119 横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例第6条の徹底を進めていく方 まいります。
がよいと思う。

120 みなさんより税金を払っているので反対。

121

区域内で守っていればいいですが、自分たちルールに変えてしまう人がだんだん増え
る。

本市では、「横浜市空き缶等及び吸い殻等
の散乱の防止等に関する条例」に基づき、
火のついたたばこによる、やけどや焼け焦
げの防止、吸い殻のポイ捨ての防止を目
的に、喫煙禁止地区を指定しております。
二俣川駅周辺についても対策が必要と判
断し、指定することとなりましたのでご理解
いただきますようお願いします。
禁止地区の指定後は、指導員による巡回
を行い、違反者への指導を行います。

