
平成 30年度 第 1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 31年 1月 31日（木）14時から 14時 45分まで 

２．開催場所；松戸市役所 新館 7階 大会議室 

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 的場 茂 

     委員 秋田 和伸 

     委員 難波 賢太郎 

     委員 平林 大介 

     委員 丸岡 新一 

４．傍 聴 者：2名 

５．出席職員：市民安全課長 窪田 哲也 

        参事補 堀出 知弘 

       課長補佐 竹塚 賢一 

         主査 轡田 岳史 

       主任主事 佐々木 史範 

         主事 倉林 真帆 

        主事補 内山 雄太 

    廃棄物対策課長 海老沢 健司 

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 

      主査保健師 大友 ルリ 

6.議事 

 

（事務局） 

只今より「平成３０年度 第 1 回 松戸市安全・快適まちづくり協議会」を

開催いたします。 
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ことを申し添えます。 



（事務局） 
それでは、本日配布させていただきました会議資料につきまして、ご確認さ

せていただきます。 
１． 平成 30 年度 第 1 回 松戸市安全・快適まちづくり協議会 資料 
２． 条例関係資料（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． 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． 条例啓発物資（ウエットティッシュ） 

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。 
 

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、協議会運営規則第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１１名ですので、協議会運営規則第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） 

協議会運営規則第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２の、協議・報告事項（１）「松戸市安全で快適なまちづくり条例改正後

の客引き行為等の報告」について事務局の説明を求めます。 

 
（事務局） 

それでは、まず「協議・報告事項１ 松戸市安全で快適なまちづくり条例改

正後の客引き行為等の報告」について、ご説明させていただきます。 

お手元にある資料をご覧ください。 

１ページから２ページについては松戸市安全で快適なまちづくり条例におけ

る客引き行為等にかかる改正について簡単にまとめてあります。こちらについ

てはこれまでも当協議会で協議・ご説明させていただいたこともあり、本日も

時間に限りがございますので説明は割愛させていただきます。 

次に３ページをご覧ください。 

本年度４月より、指導監視員として客引き行為等について指導・啓発等を行

う元警察官２名を採用し、松戸駅・新松戸駅・八柱駅の客引き行為等禁止特定

地区を巡回しております。巡回の実施状況については表で示しているとおりで

すが、今年度は特に宣伝行為等に従事する店舗従業員が多く見られる松戸駅周

辺を重点的に巡回を実施しています。 

ほとんどが条例違反行為には至らない者であり、例えば相手方を特定せずに

声掛けを行っていたり、敷地内から声掛けを行っている場合がこれにあたりま

す。そんな中、実際に条例違反となった事象は１２件あり、うち１１件が行為

者および店舗店長等への口頭指導、うち１件が同一人物が再び違反行為に至っ

たことによる、店舗店長等への文書指導となっております。 

次に４ページから６ページをご覧ください。 

こちらは各駅における巡回の結果を詳細に示したものです。なお、３ページ

の表と若干の人数の差がありますのは年度を通して確認人数が１０名以下の地

点は記載していないためです。 

各駅とも店舗が入っている商業ビルの前や人通りの多い通りに店舗従業員に

よる宣伝行為等が多く見られます。また、時間帯についてはいずれの駅におい

ても２０時以降の時間帯に多く見られることがわかります。なお、先ほどもご

説明いたしましたとおり、これらの数はすべてが条例違反者ではないのでご注



意願います。 

次に７ページをご覧ください。 

こちらは指導監視員が日々行う巡回以外で市民安全課が地区防犯協会や地元

関係団体、警察署と連携してパトロールを行った様子です。 

月に一度輪番で、客引き行為等禁止特定地区の３駅を巡回するほか、宣伝行

為等に従事する店舗従業員が比較的多く見られる五香駅も不定期に巡回を実施

しております。 

また、今年度は松戸警察署主催で１０月に松戸・八柱・新松戸駅のパトロー

ルを、１２月に歳末パトロールとして松戸駅を巡回いたしました。 

次に８ページをご覧ください。 

本条例には講習を受けた市民の方に客引き行為等防止指導員となっていただ

く制度があり、現時点で２名の方に権限が付与されています。 

また、飲食店等については、客引き行為等をしない旨の誓約書を提出してい

ただき、実際に客引き行為等を行っていないかの調査を複数回行ったのち、客

引き行為等を行っていないと認められた場合は「客引きしない宣言店」として

認定し、ステッカーの配付を行うとともに市のＨＰに公開し広く周知を図って

おります。平成３０年１２月末現在、６３店舗が宣言店として認定されており

ます。 

最後に、啓発については特に宣伝行為等に従事する店舗従業員が多く見られ

る松戸駅西口の２箇所に横断幕を設置し、条例の周知や啓発を行うとともに、

客引き行為等を行いにくい環境づくりに努めました。 

 松戸市安全で快適なまちづくり条例改正後の客引き行為等の報告については

以上です。 

 
（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） 
「客引きしない宣言店」の分母はいくつか。客引き行為等禁止特定地区内に

は大体何軒の飲食店があり、そのうち６３軒が宣言をしたのか。 
 



（事務局） 
３地区における飲食店の店舗数については把握しておりません。 

 
（委員） 
では、この６３軒が宣言し、市ホームページで公開してもらったりすること

によって、客層が変わったとか売り上げがどうなったかという評価もしていな

いのか。 
 

（事務局） 
本事業が始まってからまだ１年も経っていないことから、実績・効果につい

てはまだ実証できておりません。来年度以降、そのようなことも含めて検討し

てまいりたいと思います。 
 

（委員） 
是非お願いしたい。 
 

（恩田会長） 

続きまして、協議・報告事項（２）「松戸駅西口、新松戸駅指定喫煙所撤去後

の報告」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 松戸駅西口、新松戸駅指定喫煙所撤去後の報

告」についてご説明させていただきます。 

お手元にある資料をご覧ください。 

９ページから１０ページについては松戸駅西口、新松戸駅指定喫煙所の撤去

にかかる経緯について簡単にまとめてあります。こちらについてもこれまでも

当協議会で協議・ご説明させていただいたこともあり、説明は割愛させていた

だきます。 

１１ページから１３ページをご覧ください。 

当該指定喫煙所は７月３１日をもって撤去いたしました。 

撤去前は約１ヶ月の間、撤去にかかる周知文を指定喫煙所に貼り出したり、



市のＨＰに掲載するなど、周知期間を設けました。また、特に外国人の利用者

が多い新松戸駅については周辺の日本語学校３校に対し、「日本語・ベトナム

語・中国語・英語」で表記したマナー啓発にかかるチラシを配布し、マナーの

遵守を呼び掛けました 

撤去後につきましては、喫煙所跡地に横断幕や路面シート、多言語化したポ

スターやチラシを掲示し、条例にかかる周知を行いました。これに併せ、２人

１組、計３班体制で巡回を行っている指導監視員は撤去直後の８月以降、一定

期間通常の巡回に加え、朝晩の巡回を追加し、撤去にかかる周知およびマナー

啓発に努めました。巡回中は「喫煙できる場所はどこか」や、「なぜ撤去したの

か」などの質問が多く、再設置の要望や撤去への感謝などの意見はあまり見ら

れませんでした。 

次に１４ページをご覧ください。 

指定喫煙所撤去について、本市に届いた電話やメールなどのご意見、ご要望

を取りまとめたものです。撤去直後は跡地への対策や設置要望が比較的多く見

られましたが、現在はほとんどなくなりました。 

今後も関係課と連携を図りながら喫煙所を設置できる場所を継続して模索し、

適当な場所や代替え案が見つかった場合には当協議会にて審議していただくこ

とと致します。 

松戸駅西口、新松戸駅指定喫煙所撤去後の報告については以上です。 

 

（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） 
私もこの中では数少ない喫煙者であり、新松戸に住んでいる。かつては駅の

横に喫煙所があったため、朝の通勤時と帰宅時に吸っていたが、７月末に指定

喫煙所が撤去されてからは、通勤時に吸うことはやめた。ただ、やはり喫煙し

ている人はおり、特に喫煙所がなくなったことを受け、周辺の駐車場などで喫

煙している人が多くなっている。指導監視員も、駐車場などは私有地になるの

で、恐らく何もできないだろう。公道で喫煙している人に対しては注意し、過

料徴収もできるのだろうが、駐車場などは私有地となるため、所有者が怒るこ



とは別として、市としては何も出来ないということを悪質な喫煙者もわかって

いる。ポケット灰皿などを利用して自分で始末するならまだ良いのだろうが、

そのような人たちは殆どが吸殻をそのまま捨てて行くようであり、駐車場の所

有者などは恐らく非常に困られているのだろうと思う。 
先ほど、市の方からもあったが、今、松戸駅も新松戸駅も指定喫煙所を一斉

に撤去すれば、喫煙者、非喫煙者あるいは嫌煙家いずれも、まず同じ位置に同

条件で設置するということはもうありえないと思っており、それについては喫

煙者の私もないだろうと思っている。最後に宣言されたように、嫌煙の方ある

いは非喫煙者の方に迷惑のかからないような場所を市で見つけ、できれば上手

く、非喫煙者と喫煙者が共存できるような環境を作っていただきたいというこ

とを、一市民であり喫煙者の私からの要望としてあげさせていただきたい。 

 
（事務局） 
松本委員のおっしゃることはよくわかります。これまでも何度も申し上げて

いるとおり、市としても、喫煙する方を完全に排除するということは全く考え

ておりませんので、今後も関係課と協議しながら、適切な場所があれば検討し

てまいりたいと思います。 
ただ、受動喫煙に関しては、百パーセント防ぐことができなければ市民の方

から苦情などは寄せられますので、そのような条件も満たせるような最適なや

り方も併せて模索してまいりたいと思います。 
 
（委員） 
今までは、松戸駅の西口に出ると、風向きによってたばこの臭いがしていたの

だが、指定喫煙所を撤去してからは資料の写真にあるように非常にきれいにな

った。 
しかし、我々は月に２回の清掃活動を行っている中では、条例ができてから

減ってきているとはいえ、やはりポイ捨てごみの量、特にたばこの吸殻のポイ

捨てが多いと感じている。 
喫煙者に関しては、清掃活動をしながらも喫煙する人はいるのだが、彼らが

喫煙できる場所がなく寂しがっているのは事実である。何か考えなければいけ

ないとは思うが、先ほど述べた臭いの問題などもあり、喫煙所を作ることでま



たそこに人が集中し、どのような結果になるかなどと考えると、簡単ではない

だろう。 
 
（委員） 
もう一点。私達が早朝清掃している時でも、目の前で堂々と喫煙している人

がいる。そのような場合、過料徴収はできないとしても注意をするわけだが、

そのような時に身につけられるような腕章を作ることはできないか。トラブル

になるような言い方をするつもりはなく、説明すれば素直に聞いてくれる人も

多いが、相手によっては険悪な雰囲気になることもあるため、喫煙行為やポイ

捨てに対する声かけが市の条例に基づいているということがわかるようなもの

を検討してもらえないか。 
 

（事務局） 
戸田委員のご意見は難しいと思います。指導等に伴うトラブルなどはどうし

ても起きてしまう可能性があるため、市においても元警察官を指導監視員とし

て採用しております。権限付与という形で市民の方に腕章等をお渡しすること

は難しいです。 
 

（委員） 
権限付与でなくて良い。一目で啓発の趣旨が分かるようなものがあれば、こ

ういう決まりがあるのでお願いね、と伝わりやすくなると思うのだが。 
 

（事務局） 
この件については関係課とも検討してまいりたいと思います。 
 

（委員） 
客引き行為等防止のための夜のパトロールの時間帯だが、午後 7 時半頃では

効果はない。客引き行為等を行う店舗従業員たちは午後 9 時頃から動き出すた

め、その時間帯にパトロールを行えば多少の効果はあるだろう。 
午後 7 時半頃にパトロールを実施した場合、客引き行為等を行う店舗従業員

はパトロール隊の動向を察知して退散してしまうが、9 時半頃になれば客となり



うる人が多くなり、店舗従業員が声をかけて店に連れて行くという事例が多々

ある。八柱では、一時はそうした客引き行為等を行う者が減ってはいたが、最

近ではまた客引き行為等を行う女性などが出てきている。市職員に午後 9 時に

パトロールをしてほしいというのもどうかと思うが、本格的にやるのであれば

午後 9 時半から午後 10 時半頃に行わなければ意味がない。もし検討の余地があ

るのであれば、現在のパトロール時間をずらした方が効果的ではないか。 
 

（事務局） 
現在、客引き行為等防止パトロールのため元警察官 2 名を採用しており、勤

務の時間を遅めの午後 10 時までとしておりますが、移動時間等も考慮すると午

後 10 時過ぎのパトロールは難しいと思います。 
しかしながら、武藤委員から貴重なご意見をいただいたからには、その点も

考慮した上で、今後、人員・勤務時間等制限のある指導員を最大限有効に活用

できる時間帯を模索してまいりたいと思いますのでご理解よろしくお願いしま

す。 
 

（委員） 
条例に基づくパトロールについて、八柱では自主的に実施しているようだが。

市から任命されている元警察官が取り締まりを行うのは良いと思うが、客引き

行為等に対しても喫煙等に対しても、一般の方がパトロールを実施し指導等を

することはトラブルになる可能性を踏まえると危険があるように思うが、どの

ように行っているのか。八柱で実施しているパトロールは、商店会等で自主的

に行っているものなのか。 
 

（委員） 
パトロールについては、市からの案内を受けて実施している。 
以前には、店舗に対し事前に啓発用広報紙（パンフレット）を配布したこと

もあり、それを受けて店舗側が客引き行為等を自粛している部分もあるとは思

う。ただし、経営者が条例の趣旨を理解していても、客引き専門の従業員は関

係ないような姿勢であることもあるようだ。 
 



（委員） 
仮に市が任命されているということであれば権限が付与されるのだろうが、

一般の方では取り締まりなどは出来ないという認識で良いか。 
 

（委員） 
良い。 

 
（委員） 
私達はボランティアの会であり、市から任命されているものではない。26、7

年ほど清掃活動を行っているが、清掃後にまたポイ捨てをしていく人はいる。

そのような時、中には、朝方まで飲酒していた勢いで文句を言ってくる人など

もいたが、こちらが伝え方に気を付けていれば相手も素直に受け止めてくれる

ため、トラブルになるようなことはあまりない。ソフトに、自然に接すること

を心掛けている。 
 

（恩田会長） 

続きまして、協議・報告事項（３）「平成３０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３０年度の過料処分状況」について、説

明させていただきます。 

１５ページから１７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、前年度は指導監視員を２名増員して、６

名体制としたことから件数が増加いたしました。今年度は前年度からの巡回時

における指導、啓発が実を結び、前年同期比マイナス１０７件（前年同期４２

１件）となっております。 

市民からのご意見・ご要望は前年同様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３０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） 

成果が出て過料処分者が減っているのは良い。 

 

（恩田会長） 

最後に、次第３の「その他」について、事務局から何かありますか。 

 

（事務局）  

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３０年度 第 1 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。 
 
 
 


