
平成 29年度 第 2回 松戸市安全・快適まちづくり協議会議事録 

 
１ 開催日時：平成 30年 2月 16日（金）14時から 15時 00分まで 

２ 開催場所：松戸市役所 新館 5階 市民サロン 

３ 出席委員：委員 恩田 忠治 

     委員 仲村 利雄 

委員 松本 員征 

     委員 高橋 俊夫 

     委員 戸田 栄造 

     委員 武藤 武久 

     委員 佐藤 豪 

     委員 平林 大介 

     委員 戸張 武彦 

４ 傍 聴 者：2名 

５ 出席職員：市民安全課長 菊地 治秀 

        参事補 堀出 知弘 

       課長補佐 野口 智泰 

         主査 轡田 岳史 

       主任主事 佐々木 史範 

         主事 須藤 拓也 

         主事 倉林 真帆 

  廃棄物対策課長補佐 伊藤 洋子 

       主任主事 鹿又 亮一 

     健康推進課長 田中 勝規 

      主任健康師 徳丸 優里 

6 議事 

 

（事務局） 

只今より「平成 29 年度 第 2 回 松戸市安全・快適まちづくり協議会」を開

催いたします。 
まず、協議会を開催するにあたり、松戸工業連合会会員であります的場 茂

委員、松戸警察署 生活安全課長であります秋田 和伸委員につきましては、

事前に欠席の連絡がありましたので、ご報告させていただきます。 
 それでは、本協議会を担当する市職員について、市民安全課長より、ご紹介

させていただきます。 



（市民安全課長） 
―出席職員 紹介― 
 
なお、本協議会開催にあたり、市の関係部署として、廃棄物対策課、健康推

進課の 2 課も協議会に参加させていただきますので、ご紹介させていただきま

す。 
 

（健康推進課長） 
―出席職員 紹介― 
 
（廃棄物対策課課長補佐） 
―出席職員 紹介― 
 
（事務局） 
 次に、本日配布させていただきました会議資料につきまして、お手元の関係

資料一覧で、ご確認させていただきます。 
１．協議会の協議・報告資料（ホチキス止めのもの） 
２．条例関係書類（松戸市安全で快適なまちづくり条例・施行規則・協議会運 

営規則） 
３．松戸市安全・快適まちづくり協議会名簿 
４．松戸市安全で快適なまちづくり条例チラシ（カラー刷り両面１枚） 
５．客引き行為等の規制強化に関する啓発チラシ（カラー刷り両面１枚） 
６．条例啓発物資（ウエットティッシュ、ポケットティッシュ） 
配布資料については以上でございますが、いかがでしょうか。 

 
（事務局） 
本日の議事に入る前に、「松戸市安全・快適まちづくり協議会の組織及び運営 

に関する規則」第３条第１項並びに第３項の規定に基づき、会長及び会長代理 
の選出を行いたいと思います。 
まず、会長につきまして、ご指名または立候補される方がいらっしゃればお 

願いします。  
 
（委員） 
事務局より、何か提案等はありますか。 
 
 



（事務局） 
 現在、松戸市安全で快適なまちづくり条例に関する取組みにおいて、いくつ

か課題があり、これまで本協議会にて協議を進めてまいりました経緯がござい

ますので、今後も、スピード感を持って対応していくためにも、事務局といた

しましては、恩田委員に引き続き会長をお願いしたいと考えておりますが、い

かがでしょうか。 
 
―異議なし― 
 
（事務局） 
 それでは、会長は恩田委員にお願いしたいと思います。 
会長は、会長席までご移動をお願い致します。 

 
―恩田会長 会長席へ移動― 
 
（事務局） 
 それでは、恩田会長よりご挨拶をいただきたいと思います。 
 
（恩田会長） 
 会長に推薦されました、恩田です。2 年間、よろしくお願いします。 
 松戸市は、ＪＲや新京成線等、多くの路線やその駅があり、駅を中心に商店

もたくさんあります。 
これまでにも、歩行喫煙やポイ捨て等の問題があり、根本的な解決がなかな

か図れない状況が続いていますが、市民が快適に暮らせるよう課題の解決に向

けた協議を、本協議会の委員の皆様と行いたいので、よろしくお願いします。 
 
（事務局） 
ありがとうございました。 
次に、会長代理につきまして、恩田会長よりご指名をお願いいたします。 

 
（恩田会長） 
 会長代理については、条例制定当時から委員としてご協力いただいている、

戸田委員にお願いしたいが、いかがか。 
 
―異議なしの声― 
 



（事務局） 
 異議なしとのことでしたので、会長代理は、戸田委員にお願いしたいと思い

ます。 
 
それでは、議事に入りたいと思います。 

 議長につきましては、規則第４条第１項の規定に基づき、会長にお願いいた 
します。 
 
（恩田会長） 
本日の出席者は 9 名ですので、規則第 4 条第 2 項の規定により、本会は成立

いたしますことをご報告いたします。 
事務局にお尋ねしますが、本日の協議会にあたり、傍聴を希望する方はおら 
れますか。 

 
（事務局） 
 傍聴希望者は 2 名でございます。 

 
（恩田会長） 
規則第 5 条の規定に基づき、本日の協議会は、公開となっております。 
傍聴希望者 2 名につきましては、許可いたしますが、ご異議ございませんか。 

 
―異論なし― （傍聴者入室） 
 
（恩田会長） 
 会議を傍聴される方に、ご注意申し上げます。 
傍聴受付の際、ご覧いただきました、傍聴要領に記載されている事項につい

て、注意いただき、会議が円滑に進むよう、ご協力をお願いいたします。 
 

 それでは、会議次第に基づき、議事にはいります。 
次第の 7 番の協議・報告事項（1）「松戸市安全で快適なまちづくり条例の改

正に伴う客引き行為等の規制強化」について、事務局の説明を求めます。 
 
（事務局） 
それでは、協議・報告事項（1）松戸市安全で快適なまちづくり条例の改正に

伴う客引き行為等の規制強化について、説明させていただきます。 
お手元の資料の 1 ページをご覧ください。 



まず、上段に客引きに関する本市への問合わせ件数及び対象地区を、グラフ

や図にまとめ、記載いたしました。 
折れ線グラフにも記載いたしましたとおり、問合わせ件数は上昇傾向にあり、

今年度は 1 月末時点で、すでに過去最多となっております。 
また、ご意見・ご要望の対象地区を示す円グラフでは、松戸駅に関するもの

が全体の約 85％を占めていることが確認できます。 
現在、市が警備会社に委託して実施しております、青パトによる市内防犯パ

トロールにおいて、主な駅周辺の客引き実施者数を調査した結果を中段の表に

まとめました。 
客引きが比較的多いとされる松戸駅の、特に西口周辺では、現在も多い時に

は、1 日あたり約 20 人前後の客引きが確認されております。 
こうした状況を改善すべく、昨年、松戸市安全で快適なまちづくり条例の改

正を 12 月議会に上程し、可決されたことを受けて、平成 29 年 12 月 26 日に条

例改正の告示をしたところでございます。なお、罰則等に関する事項につきま

しては、本年 4 月 1 日から施行することとなっております。 
次に、条例の改正により変更・追加された事項につきまして、新旧対照表な

どにて主な変更点を説明させていただきます。 
まず、規制対象となる行為につきましては、客引き、客待ち、勧誘、勧誘待

ちの 4 つの行為を禁止することとしており、いずれも不特定多数の通行人の中

から客となりそうな相手を特定して声をかけた場合に、違反行為とし、指導等

の対象となります。 
また、客引きにより紹介された人であることを知りながら、その人を客とし

て店内に立ち入らせる行為も、禁止としております。 
対象となる飲食店営業等につきましては、3 ページにも記載いたしましたが、

居酒屋などのお酒を提供する飲食店等、及び、カラオケ、性風俗店等のほか、

人の身体に触れる業種についても一部対象となっております。 
その一方で、相手を特定せずに行う声掛けやビラ・ティッシュ配り等につい

ては、本条例の対象とは見なしておりません。 
 
それでは、4 ページをご覧ください。 
こちらでは、客引き行為等の防止について、新たに追加した事項の詳細につ

いてご説明いたします。 
まず、違反者等へ指導・勧告を行うにあたり、必要と認める場合については、

店舗等へ立入調査ができる項目を設けました。なお、違反者への指導等につき

ましては、5 ページに記載いたしましたとおり、警察官ＯＢ2 名を採用して実施

することを予定しており、指導、勧告を行った後に、50,000 円以下の過料や氏



名等の公表などの罰則を設けております。 
また、公表まで至った案件については、その違反店舗等のある、土地又は建

物の所有者に対して、公表内容を通知することも規定しております。 
一方、客引き行為等を用いた営業をしない旨を誓約していただいた店舗につ

きましては、市が支援をする規定も設けました。5 ページの中段にあります、客

引きしない宣言店ステッカーは、実際、都内で使われているものですが、本市

においても同様のものを作製し配布することを、現在、検討しております。 
また、日頃、自主的に防犯パトロールを実施していただいている方などを対

象に、指導をする権限を付与することができる旨も規定いたしました。 
これにつきましては、市が実施する講習会を受講し、客引きに関する知識や

パトロール時の諸注意等を学んでいただき、受講修了証の交付により、指導権

限を付与することを想定しております。 
次に、5 ページの下段にて、他市の取組みをご紹介いたします。 
県内では、柏市と船橋市が客引き条例を新たに設けております。ここでは、2

つの市の条例について簡単にご説明させていただきます。 
本市では、松戸市安全で快適なまちづくり条例にて、これまでにも「つきま

とい勧誘行為」が禁止されておりましたが、客引き行為等に特化したという意

味では、柏市が平成 29 年 6 月 23 日に、県内で最初に条例を制定いたしました。 
柏市では、主に柏駅周辺にて、居酒屋やカラオケ等の客引きが多く、地元の

住民や商店会等から改善要望が出されるなどの背景から、本市がこの度改正し

ました条例の内容とほぼ同様の項目を盛り込んでおります。 
なお、柏市では、すでに警備会社にパトロールを委託するなど、本格的に活

動を実施していることから、駅周辺での客引きは減少しているとの報告もいた

だいており、今後は、客引きをしない旨を誓約した店舗への支援など、市民に

対する連携体制の強化を図っていく方針であるとのことでした。 
一方、船橋市でも、船橋駅や西船橋駅、津田沼駅周辺での客引き行為の防止

について、地元の商店会等からの要望を受け、平成 29 年 9 月 1 日に条例を制定

しており、こちらについては、平成 30 年度より、警察官ＯＢによるパトロール

を実施する予定であると伺っております。 
本市においても、これまで、平成 28 年の 8 月より、商店会や防犯協会の方と

連携をして、毎月 1 回、最終水曜日に客引きパトロールを実施しているほか、

市職員等によるパトロールも毎月 3 回実施するなどし、これまでに延べ 40 回、

630 名の方にご参加いただいております。 
このパトロールにつきましては、今後も継続して実施していく予定でござい

ます。 
次に、6 ページをご覧ください。 



客引き行為等の規制強化に関する周知ＰＲにつきましては、記載のとおり実

施、又は、実施する予定でございます。 
客引き行為の防止につきましては、違反者に対する直接的な指導等及び罰則

適用だけでなく、市民や商店会等のご協力をいただくことで、悪質な客引き行

為等を行っている店舗との差をつけ、客引きを許さない環境を整えることで間

接的にも客引き行為等の防止を図ってまいりたいと考えております。 
なお、資料には記載しておりませんが、現在、市民安全課の職員にて、夜間

に、主な駅周辺の飲食店等を 1 軒 1 軒回り、啓発チラシを配布して条例の説明

及び周知も図っております。 
条例の啓発には、チラシの他にポスターも作製しておりますので、地元の町

会・自治会や商店会、防犯協会などの自主防犯団体の方におかれましては、こ

うした啓発物を活用した市民等への周知について、今後もご協力を頂ければと

思います。 
最後に、これまでご説明させていただきました客引き行為を禁止する地区に

つきまして、当協議会にてお諮りいただきたいと思います。 
現在、松戸市安全で快適なまちづくり条例では、迷惑行為を禁止するために

重点推進地区を設けており、市内の 7 駅周辺を重点推進地区に指定しておりま

す。 
今回の客引き行為等の防止対策につきましては、この重点推進地区の範囲を

そのまま活用し、客引きの防止対策が特に必要な地区を「客引き行為等禁止特

定地区」として指定することを想定しております。 
したがって、駅によっては重点推進地区であり、かつ、客引き行為等禁止特

定地区にも指定されることになります。 
今回、当該地区の指定を予定している駅は、松戸駅、新松戸駅、八柱駅の 3

駅であり、地区の範囲は 6、7 ページの地図のとおりで考えております。 
松戸駅及び新松戸駅は、現在の重点推進地区と同じ範囲を想定しております

が、八柱駅につきましては、現在の重点推進地区の範囲外に規制対象となる店

舗があることから、7 ページにあります地図の赤線で示している現在の重点推進

地区を青線まで拡大し、そのうえで客引き行為等禁止特定地区に指定すること

をご提案させていただきます。 
簡単ではございますが、客引き行為等の規制強化に関する説明は以上でござ

いますので、客引き行為等禁止特定地区の指定につきまして、協議の程、よろ

しくお願いいたします。 
 

（恩田会長） 
 説明のあった事項について、ご意見やご質問があればお願いします・・・ 



（委員） 
 資料によると、五香駅も客引き行為等をしている人が多いと記載されている

が、今回の地区指定の対象には含まれていないことについて、説明をお願いし

たい。 
 
（事務局） 
 五香駅周辺については、実態調査の結果、松戸駅に次いで客引き行為等の実

施者が多いことが判明しているが、当該地区に指定することについて、地元の

商店会に提案したところ、一部商店会から反対の意向が示されたことなどによ

り、一先ず見合わせている。 
 今後、再度、本条例の重点推進地区及び客引き行為等禁止特定地区への指定

について、関係団体等との協議を進め、環境が整い次第、追加指定する方針で

す。 
 
（委員） 
 客引き行為等禁止特定地区については、重点推進地区に指定されていること

を条件としているとのことだが、八柱駅の地区拡大については、重点推進地区

を広げたうえで、客引き行為等禁止特定地区に指定するという解釈で良いか。

つまり、重点推進地区は従来の大きさで、客引き行為等禁止特定地区だけが、

より広い範囲となるわけではない、ということか。 
 
（事務局） 
 1 つの条例下において、異なる範囲の規制地区があるのはわかりにくいため、

事務局としては、重点推進地区と客引き行為等禁止特定地区の範囲は同一にし

たいと考えております。 
また、重点推進地区に指定されている地区のうち、特に客引き行為等が酷い

地区を客引き行為等禁止特定地区に指定したいと考えており、松戸駅、新松戸

駅、八柱駅の 3 駅を対象としたいと考えております。 
 なお、八柱駅については、本日の協議会において、重点推進地区の拡大に関

して協議をしていただき、ご賛同が得られた場合、さらに当該地区を客引き行

為等禁止特定地区に指定してよろしいか、ご意見をいただきたいと考えていま

す。 
 
（委員） 
 これまで、違反して過料を科された件数は、どのくらいあるのか。 
 



（事務局） 
 歩行喫煙及びポイ捨てに関する過料処分件数は、昨年 262 件であった。ここ 1
～2 年は 300 件前後で推移しているが、5～10 年前は約 1,000 件程度の過料処分

者がいたことから、過料件数は減少傾向にある。 
なお、客引き行為等に関しては、条例改正による罰則適用が本年 4 月以降で

あることから、過料処分者はまだいない。 
 
（恩田会長） 
続きまして、協議・報告事項（2）「指定喫煙場所の一部撤去と今後のあり方」

について、事務局の説明を求めます。 
 

（事務局） 
 それでは協議・報告事項（2）「指定喫煙場所の一部撤去と今後のあり方」に

ついて説明させていただきます。8 ページをご覧ください。 
現在、松戸市安全で快適なまちづくり条例では、7 つの重点推進地区のうち、松

戸駅西口、新松戸駅、東松戸駅の 3 つの駅周辺に指定喫煙場所を設けておりま

す。 
 
このうち、松戸駅及び新松戸駅につきましては、路上に灰皿を置いているだ

けの状態となっております。これは、構造物等の設置に一定の制限があるため

に、パーテーションなどによる受動喫煙対策が実施できないことが主な理由で

ございます。 
そのため、駅利用者などから喫煙所の撤去を求めるご意見・ご要望が多数寄

せられておりますことから、これまでにも関係各課などでも対応を協議してま

いりました。 
その結果、昨年 10 月に開催した本協議会において、移設場所の選定について

は、今後も引き続き実施することが求められるものの、既存の灰皿については、

平成 30 年 1 月の初旬頃を目途に撤去すべきとの意見で一致しいたしました。 
また、10 ページにもありますとおり、市長宛てに指定喫煙場所の撤去に関す

る要望書を協議会会長名で提出しました。 
しかしながら、指定喫煙場所の存続を求める陳情もあり、当該問題について

は慎重に進めることが必要だとの意見も出ていることなどにより、現在、指定

喫煙場所の撤去には至っておりません。 
撤去の時期につきましては、今後、できるだけ早期に実施できるよう、調整

を進めてまいりたいと存じます。 
9 ページでは、近隣自治体による灰皿設置状況の一覧表です。 



平成 29 年 11 月時点では、ほとんどの駅が灰皿を設置していない緑または黒

色となっており、灰皿設置を表す赤色は、本市の他に流山市、浦安市などに限

られております。 
昨年、本市は「子育てしやすい街ランキング」で第 1 位となり、全国的にも

注目されております。 
こうした中で、子育てに優しい街にふさわしい環境が作れているか、改めて

考えていかなければなりません。 
現時点では、新松戸駅の指定喫煙場所の撤去を、本年 3 月末に実施する方向

で最終調整しているほか、松戸駅の指定喫煙場所の撤去につきましても、早急

に調整を進めたいと考えております。 
また、本条例では、喫煙者・非喫煙者双方が快適に暮らせるまちを目指して

いることからも、今回の方針をきっかけに、一概に喫煙者の排除を目指すとい

うものではありません。 
今後、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、受動喫煙に関する法整

備を国で進めていることからも、こうした動向を注視しながら、環境面、コス

ト面、維持管理面等の問題をクリアするなど、喫煙場所設置に適する場所を引

き続き調査し、設置が可能な状況となった際は、必要に応じて本協議会にて報

告及び協議をしてまいりたいと思います。 
指定喫煙場所の一部撤去と今後のあり方に関する説明については、以上でご

ざいます。 
 
（恩田会長） 
説明のあった事項について、ご質問等はございませんか。 

 
（委員） 
 新松戸駅の指定喫煙場所については、隣接する公衆トイレの改修工事があっ

たことから、一時利用停止となっていたが、前回の協議会においては、工事が

終了する本年 1月末までに、灰皿を撤去する旨の方針であったと記憶している。 
 しかし、トイレの改修工事が完了した現時点でも、撤去はされていないが、

そもそも一時利用停止中の喫煙マナーはどうだったのか。喫煙マナーの悪化に

関する苦情等は市にあったのか。 
 
（事務局） 
 公衆トイレの改修に伴う指定喫煙場所の一時利用停止期間においては、喫煙

をしないよう求める掲示文を掲載したものの、歩行喫煙やポイ捨てなどが多く

見受けられ、喫煙マナーの悪化に関する苦情等が多く寄せられました。 



（委員） 
 指定喫煙場所の撤去については、年度内に実施するということで良いか。 
 
（事務局） 
 時期は明言できないが、今年度内の実施は難しい状況であることから、次年

度内の早い段階での撤去を目指している。 
 
（委員） 
 現段階では、受動喫煙による影響を考慮して指定喫煙場所を撤去し、国の受

動喫煙に関する法整備等の状況が整った段階で再設置に関して、改めて協議を

するということで良いか。 
 
（事務局） 
 そのとおりです。 
 
（委員） 
 松戸駅及び新松戸駅については、これまでにも移設場所の候補を挙げてもら

ったが、様々な事情により、移設は難しいとの結論に至ったため、撤去しかな

いとの流れになったと記憶している。 
 
（委員） 
 松戸駅や新松戸駅の指定喫煙場所については、喫煙者が広がりすぎているよ

うに見受けられる。喫煙者から見ても、他人の煙が気になる状況だ。 
 これまでにも、市としては、指定喫煙場所の移設について検討しているが、

現段階では、移設可能な場所はないとの結論に至っている。 
仮に、今後、指定喫煙場所の再設置が難しいとなったとしても、喫煙者には

自分で吸える場所を探すなどしてもらい、我慢してもらうしかない。 
 
（委員） 
 我々も、松戸駅周辺の清掃活動を始めて 25 年ほど経過しているが、タバコや

ごみのポイ捨ては、なかなか減らない。 
 
（委員） 
 新松戸駅の指定喫煙場所が一時利用停止になっている間、現地の写真を撮り

に行ったりもした。 
その結果、利用を停止した当初は、喫煙場所であった付近に人が集まり、喫



煙及びポイ捨てをする光景が多く見受けられたが、時間が経つにつれて喫煙で

きないことの周知が進んだことで、喫煙及びポイ捨てをする人は少なくなった。 
 
（恩田会長） 
 喫煙に関する問題は、これまでの協議会でも課題とされていたが、先ほどの

説明では、平成 30 年度内の早い段階において、灰皿の撤去をしたいとのことで

あったので、引き続き、今後の調整をお願いしたい。 
 
続きまして、協議・報告事項（3）「平成 29 年度の過料処分状況」につい 

て、事務局の説明を求めます。 
 
（事務局） 
 それでは協議・報告事項（3）「平成 29 年度の過料処分状況」について、につ

いて説明させていただきます。12 ページをご覧ください。 
 重点推進地区指定の経緯、過料処分者の推移や内訳につきましては、記載の

とおりでございます。 
 過料処分者の件数につきましては、今年度より指導監視員を 2 名増員して、6
名体制としたことから、現時点ですでに、昨年よりも多い件数となっておりま

す。今年度においても、昨年度同様、市民からのご意見・ご要望も多く寄せら

れておりますことから、引き続き、関係各課にて連携しながら、喫煙マナーの

向上に努めたいと考えております。 
平成 29 年度の過料処分状況についての説明は、以上でございます。 

 
（恩田会長） 
 事務局から説明のあった事項について、ご意見・ご質問等ありましたらお願

い致します。 
 
（委員） 
 過料処分者の内訳として、市内在住の人の割合が多いが、この理由は何か。

条例の啓発不足により、喫煙が禁止されていることを知らない人が多いのか、

喫煙が禁止されていることを知っていて違反しているのか、何が原因なのか。 
 
（事務局） 
指導・監視員の現場での感覚によると、条例にて規制されていることを知っ

ているにも関わらす違反している人が多いように感じるとのことでした。 
ただ、条例の周知については、関係各課と協力して、さらなる周知をしてい



きたいと思います。 
 
（委員） 
 市に寄せられる意見や要望について、どういったものが多いのか。 
 
（事務局） 
 資料の 13 ページの地区別の表にも記載しているとおり、意見・要望の対象と

なる地区の多くは、松戸駅及び新松戸駅です。 
 そして、この多くは指定喫煙場所に起因しており、灰皿の移設や撤去に関す

るもの、受動喫煙対策の実施を求めるものの他にも、指定喫煙場所の撤去等が

できないのであれば、取り締まりを強化してほしい、という内容が寄せられて

おります。 
 
（恩田会長） 
 それでは、協議・報告事項（４）「その他」について、事務局より何かありま 
すか。 
 
（事務局） 
 特にございません。 
 
（恩田会長） 
次に、次第の 8 番「その他」について、事務局より何か報告事項はあります

か。 
 
（事務局） 
こちらについても、特にございません。 

 
（恩田会長） 
 以上で、予定していました議事を終了いたします。 
これで議長の役を終わらせていただきます。ご協力ありがとうございました。 
 
（事務局） 
恩田会長ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成 29 年度 第 2 回 松戸市安全・快適まちづくり協 
議会を終了させていただきます。 
傍聴の方は、ここで退席となりますので、お手元のファイルを、職員にお返 



しください。 
委員の皆様は、このままお待ちください。 

 
―傍聴者退室― 
  
（事務局） 
 本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきありがとうございました。 
委員の皆様もここで退席となりますので、駐車券をお持ちの方は、職員にお

渡しください。 


