
令和元年度 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：令和２年２月１７日（月）１４時３０分から１５時３０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 佐川 清 

     委員 川島 啓介 

     委員 難波 賢太郎 

     委員 笹川 昭弘 

     委員 丸岡 新一 

４．傍 聴 者：なし 

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 鈴木 健 

       課長補佐 竹塚 賢一 

         主査 轡田 岳史 

       主任主事 佐々木 史範 

       主任主事 野津 千夏 

       主任主事 真中 恵介 

         主事 内山 雄太 

    廃棄物対策課長 海老沢 健司 

     健康推進課長 町山 信之 

      主査保健師 奥村 路子 

6.議事 

（事務局） 

只今より「令和元年度 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、メイク松戸ビューティフル会長 戸田栄造様、松戸市商店会連合会監事 武藤

武久様、松戸市町会・自治会連合会 本庁地区地区長 高橋俊夫様におかれましては、

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。 

 

本日、松戸市安全で快適なまちづくり条例に基づく取組みを本課とともに連携して実 

施しております、廃棄物対策課及び健康推進課にも出席いただいておりますことから、 

ご紹介させていただきます。 

 

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） 

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。 

 

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） 

引き続き恩田委員にお願いするのがよろしいかと思いますがいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

ただ今、恩田委員にお願いしては、との意見がございましたが、いかがでしょうか。 

 

（委員一同） 

  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。 

 

会長に就任されました、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）  

ただ今、ご推薦いただきました松戸市防犯協会連合会会長の恩田でございます。 

よろしくお願い致します。 

  防犯協会の代表と致しまして、本協議会に参加させていただいているところでござい 

ますが、これまで大きな事業といたしましては松戸駅西口デッキ上及び新松戸駅の指定 

喫煙所があった関係で、多くの方から移動できないかとご意見をいただき、一昨年何と

か喫煙所を撤去することができました。 

  撤去するにあたり、様々な問題はありましたがそれほど大きな混乱もなく、今現在駅 

 を利用する市民の方も快適に過ごせているのではないかと感じております。これは 1つ 

 の大きな成果でないでしょうか。 

加えて、本町地域は特に客引きの事例が多いなかで、地域関係団体、防犯協会、警察 

署が連携しパトロールを実施していただいております。 

また、たばこのポイ捨ても街を見るなかで少なくなって綺麗になっているのかな、と 

実感しています。 



これはまさに安全・快適まちづくり協議会における成果の表れであると感じておりま 

す。 

委員の皆様にはこれからも安全で安心なまちづくりにご協力いただければと思いま    

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） 

本日、欠席となっております戸田委員に引き続きお願いしたいと思います。 

事前に事務局より戸田委員に会長代理の継続を打診したところ、了承を頂いているよう 

ですが、皆様よろしいでしょうか。 

 

（委員一同） 

異議なし。 

 

（事務局） 

それでは、会長代理につきまして、戸田委員にお願いいたします。 

 

続きまして、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８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） 

  今回、傍聴希望者はおりません。 

 

（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が、傍聴希望者は

おりませんので会議次第に基づき、議事にはいります。 

次第の２番、協議・報告事項（１）路上喫煙対策について、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）路上喫煙対策について、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。 

（１）は松戸市安全で快適なまちづくり条例における喫煙の規制および重点推進地区 

の指定の経過について記載しております。 



（２）は今年度１２月末時点での指導監視員による重点推進地区のパトロール回数お

よび過料処分件数となります。 

過料件数が前年同期比プラス９６件となっておりますが、こちらについては平成３０

年７月に松戸駅および新松戸駅の指定喫煙所３箇所を撤去したこと、また過去の事例や

市民の皆様からのご意見等をもとに重点的に指導監視した結果が一因であると考えてお

ります。 

巡回箇所や回数については、今後も引き続き研究を行い、適切な指導監視に努めてま

いりたいと存じます。 

２ページをご覧ください。 

（３）は、過料処分者の年度別推移を示しております。 

  過料徴収地区として例年松戸駅東西口が多く見られるのは、他の駅と比較し駅利用者

が多いこと、またそれに伴い指導監視員の巡回を重点的に行っている結果と思われます。 

喫煙・ポイ捨ての違反行為、また男女別内訳は例年と同じく大きな変動はございませ

ん。 

３ページをご覧ください。 

（４）は、喫煙率調査の結果となります。 

重点推進地区に加え、地区外の五香駅において年に２回、２月と８月に調査を実施し

ております。 

今年度の２月は現在実施中のため、すでに実施した８月の結果を記載しておりますが、

調査を開始した平成１７年度より低下傾向にあり、またいずれの箇所においても喫煙者

の割合は 1％未満であることから、条例の周知が浸透してきていることに加え、受動喫

煙防止に対する意識の高まりの現れであると認識しております。 

４および５ページをご覧ください。 

（５）は松戸駅および新松戸駅における指定喫煙所の撤去経過となります。 

今回初めて委員になられる方もおられますので、簡単にご説明させていただきますと、

平成３０年７月末に松戸駅西口デッキ上の１箇所および新松戸駅改札を出たところの１

箇所、計２箇所を撤去いたしました。こちらについては５ページの指定喫煙所の撤去前

後写真を見ていただく方が早いと思われますが、撤去前は喫煙者が広がって喫煙するこ

とにより受動喫煙被害を訴える通行者のご意見が多く、また付近のポイ捨てに関する苦

情も多く寄せられていました。 

市としては完全に撤去するのではなく、パーテーションを設置することで受動喫煙を

防止することを検討いたしましたが、デッキ上に設置することは通行の妨げとなること

から難しく、また移設についても安全上や構造上の問題により移設場所を確保すること

が難しく、受動喫煙対策を優先し撤去した経緯がございます。 

撤去後の過料処分件数の推移ですが、撤去直後は喫煙所が撤去されたことに気づかず

喫煙行為に至ってしまう方が見られ、一時的に増加いたしました。その後条例の周知を

徹底したことや、季節的な要因で路上喫煙者自体が減り、過料件数は減少に転じました。 

その後は撤去箇所を重点的に巡回しておりますので撤去前と比較し増加していると思

われます。 

  市民の声の代表的なものに関しましてはご覧の通りとなります。 

 頂いたご意見につきまして、改善できる点におきましては関係各課と協議を図りなが



ら検討してまいりたいと存じます。 

  ６ページをご覧ください。 

  （６）はたばこに関する苦情・要望等となります。 

内容や対象地区の内訳は記載のとおりですが、平成３０年に指定喫煙所を２箇所撤去

した以降、メールや電話は大幅に減少しております。 

以上が路上喫煙対策についての説明となります。 

 

（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） 

  私は一度もたばこを吸ったことはありませんが、吸う方の立場を考えると、これまで 

 喫煙所を利用していた方はどこで吸っているのか、という疑問があります。 

  また、それによりポイ捨ては増えていないのか。 

  それと、たばこは松戸市の重要な税金となっているので、完全に撤去するのではなく、 

どこか影響のない場所に移すという方が先なのかな、という考えがあります。 

このことについてお尋ねしたい。 

 

（恩田会長） 

  事務局の説明を求めます。 

 

（事務局） 

  まず、これまでの喫煙者がどこで吸っているのかですが、コンビニの敷地内や建物内 

 に設けられた喫煙所をご自身で見つけて吸っておられるようです。 

  次にポイ捨てに関しましては、喫煙所撤去直後に廃棄物対策課が松戸駅西口デッキ上 

を調査した結果、増加傾向にあるとの報告を受けております。 

 現在は当時と比べかなり改善されていると認識しております。 

  最後に完全に撤去するのではなく、移設する方が良かったのではないかとのことに関

しましては、先ほど触れさせていただきましたが移設場所が見つからないという問題が

大きいことがあげられます。 

  駅利用者は当然ながら駅前で喫煙したいと考えるため、遠いところに設置しても使い

勝手が悪いと苦情の対象となってしまいます。 

  また、近年千代田区でトレーラー型の喫煙所を導入した事例がありましたが、広さの

問題であったり、近隣住民から同意を得られないなどの理由により事業が思うように進

んでいないという話もあります。 

  以上のことから、今後はビル内のテナントを含め、設置場所や喫煙問題に関し関係各

課並びに民間企業等と相談しながら良い方向を探っていきたいと存じます。 

 

（委員） 

  私は千代田区のトレーラーのことを知っているのですが、非常に高価であるし、置き



場所を探すのも大変なのでやらない方が良いと思います。 

 1つ提案があるのですが、喫煙所があった場所は今綺麗になっておりますので、そこ 

に小さくても構わないので、近くでたばこが吸える場所がわかるようなものを設置はで 

きませんでしょうか。そうすることで、路上喫煙やポイ捨てを防ぐことができる気がし 

ます。 

 

（事務局） 

 喫煙所は流動的で撤去されることも多いことから、事務局でどのような形が一番適当 

か協議させてください。 

 

（委員） 

 わかりました。 

 

（恩田会長） 

続きまして、協議・報告事項（２）客引き行為等対策について、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）客引き行為等対策について、説明させていただきま 

す。 

  ７ページをご覧ください。 

 （１）は平成２９年１２月に改正した松戸市安全で快適なまちづくり条例の客引き行

為等に関する規制について記載されております。 

  こちらについても、今回初めて委員になられる方がいらっしゃるため、簡単にご説明

させていただきます。 

  以前の松戸市安全で快適なまちづくり条例においては、つきまとい勧誘行為について、

拒絶の意思を示す者へ勧誘行為を続けることを禁止としていましたが、実効性を高める

ため客引き行為等の規制強化を検討しました。そこで、客引き行為等の定義の明確化（客

引き行為、客待ち行為、勧誘行為、勧誘待ち行為）や過料徴収（50,000 円以下）などを

盛り込み、平成 29年 12月 26日に改正を行いました。  

一部罰則については平成 30年 4月 1日施行にしたことから、これに合わせ客引き指導

監視員２名を採用し日常的なパトロールを開始しました。 

  なお、客引き行為等禁止特定地区は重点推進地区のうち、松戸駅、新松戸駅、八柱駅

の３駅を指定しています。  

そちらをまとめたのが７ページとなります。 

８ページをご覧ください。 

（２）は指導監視員による特定地区のパトロール実施報告となります。 

今年度は１２月末時点において、口頭指導が２０件であり、同一人物による違反がな

いことから文書指導に至ったものはありません。 

 客引き行為等に関する苦情等は今年度１２月末時点において１２件であり、昨年度と

比較し件数はほとんど変わりませんが、松戸駅が減少したのに対し、八柱駅の苦情が増



えたことがわかります。 

こちらについては、松戸駅東西口の客引き等が横行していたことから、指導監視を実

施した平成３０年４月より重点的に巡回していたためですが、八柱駅の苦情が見られた

ことに伴い、今年度途中より八柱駅の巡回を増やして対応しております。 

今なお、状況は変わりつつありますので、過去の実績を研究し、今後のパトロールの

回数や時間の検討に活かしてまいりたいと存じます。 

  ９ページから１０ページをご覧ください。 

こちらは客引き行為等禁止特定地区である、松戸駅・新松戸駅・八柱駅周辺の店舗従

業員等の営業行為を示したものとなります。 

違反者への指導件数は先にご説明させていただいたとおりですが、こちらに示した人

数は敷地内から声掛けを行ったり、個人を特定しての営業活動を行っていない者がほと

んどを占めております。これらの行為は違反行為とならないため、引き続き指導監視員

による巡回を行い、客引き等に関する周知や指導を徹底してまいりたいと存じます。 

  １１ページをご覧ください。 

  （３）は松戸市、地区防犯協会、地区関係団体、警察署が合同でパトロールを行った

実績となります。 

そのほか、昨年５月２２日には松戸警察署が主体となり、松戸駅・新松戸駅・八柱駅

の３駅で歓楽街対策パトロールを実施いたしました。 

  なお、今年度残りの合同パトロールの実施予定は記載のとおりです。 

  １２ページをご覧ください。 

  （４）は客引き行為等防止指導員の人数となります。客引き行為等防止指導員は本市

職員による講習を受講することにより、違反行為に対する指導権限を付与されるもので

あり、１２月末時点で７名となっております。 

  （５）は客引きしない・させない宣言店の店舗数となります。客引きしない・させな

い宣言店は客引きしない旨の誓約書を提出していただき、一定期間指導監視員による調

査を経て、問題ないと判断された場合にステッカーを配布するとともに、市のホームペ

ージに掲載しております。１２月末時点で７８店舗となっております。 

以上が客引き行為等対策についての説明となります。 

 

（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） 

  私は飲酒しますので、松戸駅によく来ますが客引きは確かに見かけなくなりました。 

東京に比べれば客引きの質は悪くないですが、昔はいれば声を掛けられたりしていまし

たので、非常に環境は良くなったと実感しております。 

  その点は良いのですが、防犯に関して一番なのは防犯カメラだと思います。 

松戸市で防犯カメラを設置していると思うのですが、松戸駅、新松戸駅周辺、いわゆる

繁華街に防犯カメラは何台ぐらいあるのでしょうか。 

防犯カメラがあることで抑止力につながると思いますし、パトロールを年中行うこと



は無理だと思いますので。 

 

（事務局） 

 手元に資料がございませんので、正確な数値をこの場で申し上げるのは難しいのです

が、松戸駅周辺は２０台前後となります。新松戸駅周辺は１０台に満たない程度設置し

ております。そのほか、市内駅周辺にも防犯カメラは設置しております。 

 

（委員） 

  防犯カメラが設置されていることで、実際に抑止力となっていたり、犯人が捕まった

というような事例はあるのでしょうか。 

 

（委員） 

  それはあります。松戸市は他市と比較しても防犯カメラに力を入れておりますので、

捜査に利用させて頂いております。警察としても非常に感謝しています。 

 

（委員） 

  今おっしゃられたように、私も防犯カメラを増やすことは安全なまちに繋がると思い

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

  防犯カメラの存在は抑止力の面で非常に確立しつつあると思います。警察もそれに伴

う捜査も厳しく協力してやって頂いておりますので、防犯カメラの影響は強いと考えま

す。 

 

（恩田会長） 

 市内全体で市民参加型のカメラも増えていますよね。 

 

（事務局） 

  市民参加型カメラと市が設置しているカメラを合わせると５００台を超えてきてい

ます。 

 

（委員） 

  それは多い方ですか。 

 

（事務局） 

  そうです。千葉県の中では多い方だと思われます。 

 

（委員） 

  補助金の影響が大きいのではないですか。 

 

（事務局） 



  市民参加型は平成２５年から始まっているのですが、平成２７年度から補助金制度が

始まりまして、平成２７年・２８年度は１０万円、平成２９年度以降は個人や町会が設

置すると３０万円の補助金を出しております。設置にかかる初期費用はほぼ賄えると思

います。 

 

（委員） 

 （警察署に対して）５００台で足りていますか。 

 

（委員） 

 これに関してはいろいろな兼ね合いもございますので、必要性を見極めたうえで、そ

のようなところに設置できるとよいな、と感じております。 

 

（恩田会長） 

  市としては最終的に何台ぐらい設置する予定ですか。 

 

（事務局） 

  当初の予定は１０００台、それを修正いたしまして現在は５００台を目標としており

ます。令和２年度までは設置する方向で考えております。防犯カメラも古くなると交換

も必要となりますので、今後はそちらについても考えていく必要があります。 

 

（恩田会長） 

続きまして、協議・報告事項（３）その他事項について、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）その他報告事項について、説明させていただきます。 

１３ページをご覧ください。 

（１）は啓発物の多言語化についてとなります。 

松戸駅・新松戸駅に設置している条例を周知するための横断幕を経年劣化により新調

いたしました。また、それに伴い、本市を訪れる外国人を見据え、禁止事項を示すピク

トグラムを国家規格であるＪＩＳ規格へ変更し、また禁止にかかる言語として英語・中

国語・ベトナム語表記を加えました。 

  併せて、松戸駅周辺の路面シートにおいても経年劣化が見られることから、現在張り

替え作業を委託しており、こちらについてもＪＩＳ規格のピクトグラムおよび英語表記

を追加いたしました。張り替え作業については３月末で完了予定となっております。 

 最後に１４ページをご覧ください。 

（２）は年別刑法犯認知件数の推移となります。 

各団体の皆様や警察署、本市の日々の活動が実を結び、年々減少傾向となっておりま

す。これに満足することなく、引き続き気を引き締めて防犯活動に従事してまいりたい

と存じます。 

以上がその他報告事項についての説明となります。 

 



（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） 

今、中国語とかベトナム語という話がありましたが、松戸市はそれほど外国人が多い

印象はありません。 

現在外国人の犯罪ではどのようなものがありますか。 

 

（委員） 

 他の地域と比べるのがなかなか難しいところもあるのですが、松戸警察署管内で目立

つのがドラッグストアに外国人風の者が数名で入って行って、大量の商品を万引きする

というような事案が発生しております。一店舗だけでなく周りの店も立て続けにやられ

ていくので問題となっています。 

それが松戸市在住の者なのか、他からやってくる者なのかはわかっておりません。 

 

（委員） 

  松戸東警察署管内で申し上げると、それほど外国人が犯罪に関わっている事案は少な 

いと感じております。 

それよりも片親が外国人の家庭内で夫婦喧嘩や児童虐待などのトラブルが生じている

事象が多い印象はあります。 

 

（恩田会長） 

  最後に、次第の３番「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） 

  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、令和元年度 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。 

  

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。 

 


