
窃盗４罪種の市内対比危険度は２です。窃盗４罪種の合計は１３件で前年同期の２３件から１０
件減少しました。犯罪は減少傾向にあるものの、未だ侵入盗、車上・部品ねらい及び自転車盗の
発生は認知されています。侵入盗対策として、ドアや窓に補助錠を増設、センサーライトの活用、
また車上・部品ねらい対策としては、少しの時間でも自身が管理する貴重品等から目や手から離
さないように心掛けることが被害防止に効果的です。
地区内では無施錠の自転車が狙われています。ワイヤー錠などを使っての２ロックを徹底しま
しょう。

五香西1

五香西6

※危険度は、人口
１人あたりの犯
罪発生件数で判
別しています。

松戸市犯罪発生マップ 松飛台交番管内 2020.1月～12月版
(住宅対象侵入盗、自動車盗、ひったくり、車上・部品ねらい）
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うち
施錠なし

牧 の 原 2 2 - 3 - 5
五 香 西 １ 丁 目 0 ±0 2 1 + 2
五 香 西 ２ 丁 目 1 1 - 3 1 1 - 1
五 香 西 ３ 丁 目 1 1 - 2 - 2
五 香 西 ４ 丁 目 0 ±0 ±0
五 香 西 ５ 丁 目 0 - 1 1 + 1
五 香 西 ６ 丁 目 1 1 ±0 ±0
松 飛 台 3 1 1 5 - 1 2 1 - 1
串 崎 新 田 1 1 - 1 2 1 + 1
串 崎 南 町 1 1 2 + 1 1 1 + 1

計 6 0 2 5 13 - 10 9 5 - 4

計
前 年
同 期 比

自転車盗
前 年
同 期 比

　　　              罪種
   町名

住宅対象
侵入盗

自動車盗 ひったくり
車上・部
品ねらい

1

松飛台

串崎新田串崎南町

１


入力（現年）

		令和２年 レイ ワ ネン		1月～ ガツ		12		月　【現年】 ガツ ゲン ネン		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		自動計算↓ ジドウ ケイサン		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		自動計算↓ ジドウ ケイサン		自動計算↓ ジドウ ケイサン		入力↓ ニュウリョク

		整理番号
（警察） セイリ バンゴウ ケイサツ		管理番号 カンリ バンゴウ		交番 コウバン		町名 チョウメイ		総数 ソウスウ		空き巣 ア ス		忍び込み シノ コ		住宅対象侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		自転車盗 ジテンシャ トウ				ひったくり		車上ねらい シャジョウ		部品ねらい ブヒン		車上・部品
ねらい シャジョウ ブヒン		窃盗4罪種
計 セットウ ツミ タネ ケイ		（参考）
詐欺 サンコウ サギ

																						うち
施錠なし セジョウ

		205		1		駅前		樋野口		15						0		2		3		2				2				2		4		1

		63		2		駅前		根本		58		1				1		1		14		3				1		1		2		4		2

		213		3		駅前		本町		79						0		1		11		5				2		1		3		4		6

		100		4		駅前		小山		20						0		1		4		2								0		1		2

		101		5		駅前		松戸		276		3				3		3		40		18				5		6		11		17		7

		149		6		小根本		竹ケ花		4						0				2		1		1						0		1

		23		7		小根本		吉井町		2						0				1		1								0		0

		99		8		小根本		小根本		14		1				1				4		3								0		1		2

		224		9		小根本		緑ケ丘１丁目		5						0														0		0

		225		10		小根本		緑ケ丘２丁目		1		1				1														0		1

		35		11		小根本		胡録台		18				1		1				7		4				2				2		3		1

		22		12		小根本		岩瀬		17						0		2		3		1		1		1				1		4		2

		156		13		北松戸		中根		3						0				1		1								0		0

		118		14		北松戸		新作		10				1		1				2		1								0		1

		159		15		北松戸		中和倉		9						0														0		0		1

		207		16		北松戸		北松戸１丁目		5						0				3		1				1				1		1

		208		17		北松戸		北松戸２丁目		4						0				1		1								0		0

		209		18		北松戸		北松戸３丁目		0						0														0		0

		104		19		北松戸		上本郷		84		4		2		6		4		30		11				5				5		15		2

		170		20		北松戸		南花島		1						0				1										0		0

		171		21		北松戸		南花島１丁目		0						0														0		0

		172		22		北松戸		南花島２丁目		4						0		1		1		1								0		1

		173		23		北松戸		南花島３丁目		6		1				1														0		1		2

		174		24		北松戸		南花島４丁目		2						0				1										0		0

		175		25		北松戸		南花島中町 ナカ マチ		1						0				1		1								0		0

		18		26		新松戸		横須賀１丁目		5						0										1				1		1

		19		27		新松戸		横須賀２丁目		8		1				1		1								2				2		4

		130		28		新松戸		新松戸北１丁目 キタ		4						0				3		2								0		0

		131		29		新松戸		新松戸北２丁目 キタ		9						0														0		0

		119		30		新松戸		新松戸１丁目		49						0				19		10				2		1		3		3		1

		120		31		新松戸		新松戸２丁目		29						0				15		9				1				1		1		1

		121		32		新松戸		新松戸３丁目		53						0				18		10				4		2		6		6		4

		122		33		新松戸		新松戸４丁目		28						0				11		6				3		1		4		4		1

		123		34		新松戸		新松戸５丁目		12						0				3		3								0		0		1

		124		35		新松戸		新松戸６丁目		11		1				1				3		1								0		1

		125		36		新松戸		新松戸７丁目		7		1				1				2		1				1		1		2		3

		126		37		新松戸		新松戸東		3						0				1		1				1				1		1

		54		38		新松戸		幸谷		18						0				7		4						1		1		1

		13		39		栄町		栄町西１丁目		8						0		1		2						2				2		3

		14		40		栄町		栄町西２丁目		2						0				1		1								0		0

		15		41		栄町		栄町西３丁目		0						0														0		0

		16		42		栄町		栄町西４丁目		5						0												1		1		1

		17		43		栄町		栄町西５丁目		0						0														0		0

		5		44		栄町		栄町１丁目		8		1				1				1		1								0		1

		6		45		栄町		栄町２丁目		7						0				3		2								0		0

		7		46		栄町		栄町３丁目		8						0		1		1										0		1

		8		47		栄町		栄町４丁目		7						0		2								1				1		3		1

		9		48		栄町		栄町５丁目		5		1				1				1		1						1		1		2		1

		10		49		栄町		栄町６丁目		6						0				1		1								0		0		1

		11		50		栄町		栄町７丁目		5						0				2		2								0		0		1

		12		51		栄町		栄町８丁目		5				1		1										1				1		2

		30		52		栄町		古ケ崎		18						0		1		4		2				2				2		3		1

		31		53		栄町		古ケ崎１丁目		2						0										1				1		1

		32		54		栄町		古ケ崎２丁目		10						0		1		1				1		2				2		4		1

		33		55		栄町		古ケ崎３丁目		7						0				1		1				1		1		2		2

		34		56		栄町		古ケ崎４丁目		5						0		1		3		2								0		1

		157		57		栄町		中根長津町		5						0		1		1						1				1		2

		176		58		栄町		南花島向町 ム マチ		2						0										1				1		1

		150		59		栄町		竹ケ花西町 ニシ マチ		1						0														0		0

		75		60		馬橋西		主水新田 モンド		4						0				1		1								0		0		1

		244		61		馬橋西		主水新田 シュ スイ シン タ		0						0														0		0

		1		62		馬橋西		旭町１丁目		4						0				2		2								0		0

		2		63		馬橋西		旭町２丁目		1						0														0		0		1

		3		64		馬橋西		旭町３丁目		0						0														0		0

		4		65		馬橋西		旭町４丁目		0						0														0		0

		127		66		馬橋西		新松戸南１丁目		5						0				1		1				1				1		1		2

		128		67		馬橋西		新松戸南２丁目		2						0										1				1		1

		129		68		馬橋西		新松戸南３丁目		5						0														0		0		1

		132		69		馬橋西		西馬橋１丁目		12						0		2		4		3								0		2

		133		70		馬橋西		西馬橋２丁目		6						0												1		1		1

		134		71		馬橋西		西馬橋３丁目		7						0				2		2								0		0

		135		72		馬橋西		西馬橋４丁目		7		1				1				1		1						1		1		2		1

		136		73		馬橋西		西馬橋５丁目		2						0		1												0		1

		139		74		馬橋西		西馬橋相川町		2						0				1										0		0

		140		75		馬橋西		西馬橋蔵元町		26		1				1				12		5				1				1		2

		138		76		馬橋西		西馬橋広手町		6						0		1												0		1

		137		77		馬橋西		西馬橋幸町		21						0		1		12		5								0		1

		141		78		八柱		千駄堀		24				1		1		1		1		1				6		2		8		10

		113		79		八柱		常盤平陣屋前		10						0				3		1						2		2		2		1

		186		80		八柱		日暮		1						0														0		0		1

		187		81		八柱		日暮１丁目		59						0				20		13				1				1		1

		188		82		八柱		日暮２丁目		12		1				1				5		2		1		1				1		3

		189		83		八柱		日暮３丁目		14						0				6		6				1				1		1		3

		190		84		八柱		日暮４丁目		6						0		1		1										0		1		1

		191		85		八柱		日暮５丁目		11						0				3		1				1				1		1

		192		86		八柱		日暮６丁目		3						0				2		2								0		0

		193		87		八柱		日暮７丁目		4						0				1										0		0		1

		194		88		八柱		日暮８丁目		2						0				1		1								0		0

		211		89		八柱		牧の原１丁目		5						0				4		3								0		0

		212		90		八柱		牧の原２丁目		10		1				1				3		2								0		1

		21		91		八柱		河原塚		24		1				1				4		2								0		1		1

		160		92		稔台		仲井町１丁目		7						0														0		0

		161		93		稔台		仲井町２丁目		5						0										1				1		1

		162		94		稔台		仲井町３丁目		4						0				3		1				1				1		1

		102		95		稔台		松戸新田		71		5		2		7		3		9		6		1		2		1		3		14		1

		223		96		稔台		野菊野		1						0														0		0

		214		97		稔台		稔台		4		1				1				2										0		1

		215		98		稔台		稔台１丁目 ミノル ダイ		13		1				1				1										0		1		1

		216		99		稔台		稔台２丁目 ミノル ダイ		3		1				1		1		1										0		2

		217		100		稔台		稔台３丁目 ミノル ダイ		8						0				3		3				2		1		3		3		1

		218		101		稔台		稔台４丁目 ミノル ダイ		0						0														0		0

		219		102		稔台		稔台５丁目 ミノル ダイ		4						0										1				1		1

		220		103		稔台		稔台６丁目 ミノル ダイ		2						0														0		0

		221		104		稔台		稔台７丁目 ミノル ダイ		11						0		1		3		1								0		1		1

		222		105		稔台		稔台８丁目 ミノル ダイ		7		2		2		4														0		4		1

		210		106		松飛台		牧の原		15						0										1		1		2		2		3

		44		107		松飛台		五香西１丁目 ニシ		9						0				2		1								0		0		4

		45		108		松飛台		五香西２丁目 ニシ		5						0				1		1						1		1		1

		46		109		松飛台		五香西３丁目 ニシ		4		1				1														0		1

		47		110		松飛台		五香西４丁目 ニシ		0						0														0		0

		48		111		松飛台		五香西５丁目 ニシ		4						0				1										0		0

		49		112		松飛台		五香西６丁目 ニシ		1				1		1														0		1

		103		113		松飛台		松飛台		19		2		1		3				2		1		1		1				1		5		1

		26		114		松飛台		串崎新田		11						0				2		1				1				1		1		1

		27		115		松飛台		串崎南町		9		1				1				1		1		1						0		2		1

		184		116		２０Ｃ		美野里町		3		1				1				2		1								0		1

		179		117		２０Ｃ		柿の木町		1						0														0		0

		182		118		２０Ｃ		中松町		2						0										1				1		1

		183		119		２０Ｃ		萩町		6		1				1				1										0		1

		181		120		２０Ｃ		戸山町		1						0		1												0		1

		185		121		２０Ｃ		梨元町		2						0				1		1								0		0

		180		122		２０Ｃ		丸山町		6						0		1												0		1

		243		123		２０Ｃ		和名ケ谷		26		1				1				2						2				2		3

		142		124		２０Ｃ		大橋		22		1				1		1		2		2				1				1		3		3

		76		125		２０Ｃ		秋山		13		1				1				2		2								0		1		1

		77		126		２０Ｃ		秋山１丁目		7						0				1		1								0		0		1

		105		127		矢切		上矢切		20		2		1		3				2		2				1		2		3		6		2

		158		128		矢切		中矢切		1						0				1		1								0		0

		20		129		矢切		下矢切		17						0				6		3						1		1		1		1

		66		130		矢切		三矢小台１丁目		0						0														0		0

		67		131		矢切		三矢小台２丁目		1						0														0		0

		68		132		矢切		三矢小台３丁目		2						0														0		0

		69		133		矢切		三矢小台４丁目		3						0														0		0

		70		134		矢切		三矢小台５丁目		0						0														0		0

		29		135		矢切		栗山		11						0				2						2		1		3		3

		164		136		東松戸		田中新田		6						0														0		0

		71		137		東松戸		紙敷		23						0		3		2		2				1		1		2		5

		72		138		東松戸		紙敷１丁目		9						0				2		2				1		1		2		2

		73		139		東松戸		紙敷２丁目		0						0														0		0

		74		140		東松戸		紙敷３丁目		1						0														0		0

		165		141		東松戸		東松戸１丁目		9						0		1		1		1				1				1		2

		166		142		東松戸		東松戸２丁目		18						0				10		7								0		0

		167		143		東松戸		東松戸３丁目		6						0		1		1		1								0		1

		168		144		東松戸		東松戸４丁目		5						0				1		1								0		0

		61		145		東松戸		高塚新田		45		2				2		1		9		5				2		5		7		10		1

		78		146		東松戸		秋山２丁目		8						0		2												0		2

		79		147		東松戸		秋山３丁目		4		1				1				1		1								0		1

		55		148		小金		幸田 サイワイ タ		4						0														0		0

		56		149		小金		幸田１丁目		0						0														0		0

		57		150		小金		幸田２丁目		1						0				1										0		0

		58		151		小金		幸田３丁目		0						0														0		0

		59		152		小金		幸田４丁目		1						0														0		0

		60		153		小金		幸田５丁目		0						0														0		0

		151		154		小金		中金杉１丁目		1						0														0		0		1

		152		155		小金		中金杉２丁目		0						0														0		0

		153		156		小金		中金杉３丁目		0						0														0		0

		154		157		小金		中金杉４丁目		1						0														0		0		1

		155		158		小金		中金杉５丁目		0						0														0		0

		143		159		小金		大金平１丁目		1						0														0		0		1

		144		160		小金		大金平２丁目		7						0				3		2						1		1		1		2

		145		161		小金		大金平３丁目		2						0										1				1		1

		146		162		小金		大金平４丁目		5		1		1		2				2		1								0		2

		147		163		小金		大金平５丁目		6						0		1												0		1		1

		148		164		小金		大谷口		8						0				4		3				1		1		2		2

		206		165		小金		平賀		7				1		1				5		4								0		1

		163		166		小金		殿平賀		10						0				3		2								0		0		1

		169		167		小金		東平賀		27		1				1		1		5		4						1		1		3

		80		168		小金		小金		60						0				14		8				5		1		6		6		3

		81		169		小金		小金きよしケ丘１丁目		8		1				1				3										0		1

		82		170		小金		小金きよしケ丘２丁目		3						0				2		1								0		0

		83		171		小金		小金きよしケ丘３丁目		5						0		1		1										0		1		1

		96		172		小金		小金清志町１丁目		1						0														0		0

		97		173		小金		小金清志町２丁目		1						0														0		0

		98		174		小金		小金清志町３丁目		7						0				1		1								0		0		2

		95		175		小金		小金上総町		2						0														0		0		2

		64		176		小金原		根木内		20		1				1				3		3				3				3		4		1

		24		177		小金原		久保平賀		2						0				1										0		0

		84		178		小金原		小金きよしケ丘４丁目		5						0				1		1								0		0		1

		85		179		小金原		小金きよしケ丘５丁目		1						0				1										0		0

		86		180		小金原		小金原１丁目		9						0				1										0		0

		87		181		小金原		小金原２丁目		2						0														0		0		1

		88		182		小金原		小金原３丁目		13						0										2				2		2

		89		183		小金原		小金原４丁目		9		1				1				3		2				1				1		2

		90		184		小金原		小金原５丁目		9		1				1				2		1								0		1

		91		185		小金原		小金原６丁目		18		1				1				4		1						1		1		2		3

		92		186		小金原		小金原７丁目		6						0		1		3		1								0		1

		93		187		小金原		小金原８丁目		4		1				1														0		1		1

		94		188		小金原		小金原９丁目		5						0		2								2				2		4

		28		189		小金原		栗ケ沢		8						0				3		1				2		1		3		3

		177		190		馬橋		二ツ木		19						0				3		1				2				2		2

		178		191		馬橋		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		2						0				1		1								0		0

		65		192		馬橋		三ケ月		11		1				1				2		1						1		1		2

		195		193		馬橋		馬橋		54		1		1		2				17		9				3				3		5		4

		196		194		馬橋		八ケ崎１丁目		5						0				1		1								0		0

		197		195		馬橋		八ケ崎２丁目		30						0		1		2		2						2		2		3		1

		198		196		馬橋		八ケ崎３丁目		11		1				1				1		1								0		1

		199		197		馬橋		八ケ崎４丁目		3						0														0		0

		200		198		馬橋		八ケ崎５丁目		3						0										2				2		2

		201		199		馬橋		八ケ崎６丁目		4						0										1		1		2		2		1

		202		200		馬橋		八ケ崎７丁目		10						0				3		1								0		0		1

		203		201		馬橋		八ケ崎８丁目		20						0				9		5				1				1		1

		204		202		馬橋		八ケ崎緑町		4						0				1		1								0		0

		25		203		常盤平		金ケ作		67		1				1				22		12				6		1		7		8		6

		106		204		常盤平		常盤平１丁目		16						0				4		2								0		0		1

		107		205		常盤平		常盤平２丁目		22		2		1		3				7		3						1		1		4		1

		108		206		常盤平		常盤平３丁目		43						0				6		3								0		0		2

		109		207		常盤平		常盤平４丁目		22		3				3				4		2						2		2		5		3

		111		208		常盤平		常盤平６丁目		14		1		1		2				4		1				1				1		3

		112		209		常盤平		常盤平７丁目		18		1		2		3				2		1				1				1		4		1

		116		210		常盤平		常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ		0						0														0		0

		114		211		常盤平		常盤平西窪町		5		1				1		1		1										0		2

		115		212		常盤平		常盤平双葉町		5						0				3		2								0		0

		117		213		常盤平		常盤平柳町		5		1				1														0		1

		110		214		五香		常盤平５丁目		51						0		2		10		7				2				2		4		4

		36		215		五香		五香１丁目		8						0				4		3								0		0

		37		216		五香		五香２丁目		9				1		1				2		2								0		1

		38		217		五香		五香３丁目		10				1		1				4		4								0		1

		39		218		五香		五香４丁目		10						0				3		1								0		0

		40		219		五香		五香５丁目		1						0														0		0

		41		220		五香		五香６丁目		4						0				1										0		0		1

		42		221		五香		五香７丁目		10		1				1				3		1				2				2		3		1

		43		222		五香		五香８丁目		29						0		1		1		1								0		1

		50		223		五香		五香南１丁目		9						0				2										0		0		1

		51		224		五香		五香南２丁目		16		1		2		3				3		1		2				1		1		6		1

		52		225		五香		五香南３丁目		9						0				2		1				3				3		3

		53		226		五香		五香六実		3						0				1		 								0		0

		226		227		六実		六高台１丁目		1						0														0		0

		227		228		六実		六高台２丁目		8		1				1				1		1								0		1

		228		229		六実		六高台３丁目		1						0												1		1		1

		229		230		六実		六高台４丁目		13		1		2		3				3		3								0		3

		230		231		六実		六高台５丁目		10						0				2		1								0		0

		231		232		六実		六高台６丁目		2						0				1		1								0		0

		232		233		六実		六高台７丁目		9						0				2		2								0		0		1

		233		234		六実		六高台８丁目		4		1				1														0		1

		234		235		六実		六高台９丁目		3						0														0		0

		235		236		六実		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		4						0														0		0

		236		237		六実		六実１丁目		7				2		2				2		2				2				2		4

		237		238		六実		六実２丁目		4						0														0		0

		238		239		六実		六実３丁目		7						0				2		1				1				1		1		1

		239		240		六実		六実４丁目		10						0				3										0		0		1

		240		241		六実		六実５丁目		1						0														0		0

		241		242		六実		六実６丁目		6						0										1				1		1

		242		243		六実		六実７丁目		2						0				1		1								0		0		1

		62		244		六実		高柳新田		0						0														0		0

		245		245		不明 フメイ		松戸市以下不明 マツドシ イカ フメイ		1		2		1		3										1				1		4

		246		246		不明 フメイ		外河原 ソト カワラ		1						0														0		0				1

		247		247		不明 フメイ		岩瀬無番地 ム バンチ		1						0														0		0				1

		248		248		不明 フメイ		五香 ゴコウ		1						0				1										0		0				1

		249		249		不明 フメイ		幸田東前 コウデ ヒガシ マエ		1						0														0		0				1

		250		250		不明 フメイ		七右衛門新田 ナナ ミギ エモン シンデン		2		1				1														0		1				1

		251		251		不明 フメイ		小金原以下不明 コガネハラ イカ フメイ		1						0														0		0				1

		252		252		不明 フメイ		松戸１丁目 マツド チョウメ		1						0														0		0				1

		253		253		不明 フメイ		松戸３丁目 マツド チョウメ		1						0														0		0				1

		254		254		不明 フメイ		新松戸 シンマツド		1						0				1		1								0		0				1

		255		255		不明 フメイ		西馬橋 ニシマバシ								0														0		0				1

		256		256		不明 フメイ		川原塚 カワハラ ヅカ		1						0														0		0				1

		257		257		不明 フメイ		二十世紀が丘中町 ニジュッセイキ オカ ナカマチ								0														0		0				1

		258		258		不明 フメイ		二十世紀が丘萩原町 ニジュッセイキ オカ ハギワラチョウ		1						0														0		0				1

		259		259		不明 フメイ		馬橋西之下 ニシノ シタ		1						0														0		0				1

		260		260		不明 フメイ		馬橋蔵元町 マバシ クラモトチョウ								0														0		0				1

		261		261		不明 フメイ		八ケ崎 ハチガサキ		1						0														0		0				1

		262		262		不明 フメイ										0														0		0				1

		263		263		不明 フメイ										0														0		0				1

		264		264		不明 フメイ										0														0		0				1

		265		265		不明 フメイ										0														0		0				1

		266		266		不明 フメイ										0														0		0				1

		267		267		不明 フメイ										0														0		0				1

		268		268		不明 フメイ										0														0		0				1

		269		269		不明 フメイ										0														0		0				1

		270		270		不明 フメイ										0														0		0				1

		271		271		不明 フメイ										0														0		0				1

		272		272		不明 フメイ										0														0		0				1

		273		273		不明 フメイ										0														0		0				1

		274		274		不明 フメイ										0														0		0				1

		275		275		不明 フメイ										0														0		0				1

		276		276		不明 フメイ										0														0		0				1

		277		277		不明 フメイ										0														0		0				1

		278		278		不明 フメイ										0														0		0				1

		279		279		不明 フメイ										0														0		0				1

		合計 ゴウケイ		279						2,728		74		29		103		58		618		339		9		127		54		181		351		135
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入力（前年） 

		令和元年 レイワ ガンネン		1月～ ガツ		12		月　【前年】 ガツ ゼン ネン		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		自動計算↓ ジドウ ケイサン		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		入力↓ ニュウリョク		自動計算↓ ジドウ ケイサン		自動計算↓ ジドウ ケイサン		入力↓ ニュウリョク

		整理番号
（警察） セイリ バンゴウ ケイサツ		管理番号 カンリ バンゴウ		交番 コウバン		町名 チョウメイ		総数 ソウスウ		空き巣 ア ス		忍び込み シノ コ		住宅対象侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		自転車盗 ジテンシャ トウ				ひったくり		車上ねらい シャジョウ		部品ねらい ブヒン		車上・部品
ねらい シャジョウ ブヒン		窃盗4罪種
計 セットウ ツミ タネ ケイ		（参考）
詐欺 サンコウ サギ

																						うち
施錠なし セジョウ

		205		1		駅前		樋野口		23						0				8		3				1				1		1

		63		2		駅前		根本		62		2				2		1		26		11		1		4				4		8		4

		213		3		駅前		本町		98						0		1		13		9				4		2		6		7		5

		100		4		駅前		小山		19		3		2		5				2		2								0		5		2

		101		5		駅前		松戸		295		7				7		1		71		41		4		7		4		11		23		7

		149		6		小根本		竹ケ花		9				1		1				4		3		1		1				1		3

		23		7		小根本		吉井町		2						0				1		1				1				1		1

		99		8		小根本		小根本		5						0				2		1								0		0

		224		9		小根本		緑ケ丘１丁目		3						0														0		0

		225		10		小根本		緑ケ丘２丁目		1						0														0		0

		35		11		小根本		胡録台		12		2				2		2		3		3								0		4		1

		22		12		小根本		岩瀬		18						0				3		3		2		1				1		3		2

		156		13		北松戸		中根		6						0				1										0		0

		118		14		北松戸		新作		19		4		1		5				4						2				2		7		2

		159		15		北松戸		中和倉		12		5				5		1		2		2				1				1		7

		207		16		北松戸		北松戸１丁目		8						0				3		1				1				1		1		1

		208		17		北松戸		北松戸２丁目		6						0				2		2								0		0		1

		209		18		北松戸		北松戸３丁目		3						0				1										0		0

		104		19		北松戸		上本郷		112		10		6		16		1		38		20				6		2		8		25		1

		170		20		北松戸		南花島		1						0				1		1								0		0

		171		21		北松戸		南花島１丁目		2						0				2								1		1		1

		172		22		北松戸		南花島２丁目		1						0				1		1								0		0

		173		23		北松戸		南花島３丁目		6						0				2		1						1		1		1

		174		24		北松戸		南花島４丁目		7		2				2				1		1						1		1		3

		175		25		北松戸		南花島中町 ナカ マチ		7		1				1				4		3				1				1		2

		18		26		新松戸		横須賀１丁目		5						0				2		2								0		0		1

		19		27		新松戸		横須賀２丁目		4						0										1		1		2		2

		130		28		新松戸		新松戸北１丁目 キタ		16						0				5		2				1				1		1

		131		29		新松戸		新松戸北２丁目 キタ		7						0				4		3								0		0

		119		30		新松戸		新松戸１丁目		74		3				3		2		30		22				2		3		5		10		1

		120		31		新松戸		新松戸２丁目		42						0				19		9				1		1		2		2		1

		121		32		新松戸		新松戸３丁目		68						0		2		15		10				2		1		3		5		1

		122		33		新松戸		新松戸４丁目		25						0		3		13		9								0		3		1

		123		34		新松戸		新松戸５丁目		11		1				1										1				1		2		1

		124		35		新松戸		新松戸６丁目		23		1		1		2				8		3				2		1		3		5

		125		36		新松戸		新松戸７丁目		17		2				2		1		3		2				2		1		3		6		1

		126		37		新松戸		新松戸東		4						0				2										0		0

		54		38		新松戸		幸谷		40		3				3				22		6								0		3

		13		39		栄町		栄町西１丁目		6						0				1						1				1		1

		14		40		栄町		栄町西２丁目		8		1				1				1		1								0		1

		15		41		栄町		栄町西３丁目		5				1		1										1				1		2

		16		42		栄町		栄町西４丁目		1						0														0		0

		17		43		栄町		栄町西５丁目		5		1				1														0		1

		5		44		栄町		栄町１丁目		14		2				2				5		4		1		2				2		5

		6		45		栄町		栄町２丁目		10		1				1		2		2		1								0		3

		7		46		栄町		栄町３丁目		7						0				3		1								0		0		1

		8		47		栄町		栄町４丁目		5		0				0				1		1				1				1		1		1

		9		48		栄町		栄町５丁目		6		1				1										3				3		4

		10		49		栄町		栄町６丁目		14						0				7		5				1				1		1

		11		50		栄町		栄町７丁目		6						0				2		2				2				2		2		1

		12		51		栄町		栄町８丁目		11		1				1				1						1				1		2		1

		30		52		栄町		古ケ崎		19		4		1		5				4		4				1				1		6

		31		53		栄町		古ケ崎１丁目		5						0				2		1				1				1		1

		32		54		栄町		古ケ崎２丁目		15						0				2		1				1				1		1

		33		55		栄町		古ケ崎３丁目		18		1		2		3		1		3		3				3		2		5		9		1

		34		56		栄町		古ケ崎４丁目		12				1		1				3		2						1		1		2		1

		157		57		栄町		中根長津町		5						0										1				1		1		1

		176		58		栄町		南花島向町 ム マチ								0														0		0

		150		59		栄町		竹ケ花西町 ニシ マチ		2						0				2		1								0		0

		75		60		馬橋西		七右衛門新田		5		1				1														0		1

		244		61		馬橋西		主水新田 シュ スイ シン タ		2						0														0		0

		1		62		馬橋西		旭町１丁目		4						0				2		2								0		0

		2		63		馬橋西		旭町２丁目		2		1				1														0		1

		3		64		馬橋西		旭町３丁目		3						0				1		1						1		1		1

		4		65		馬橋西		旭町４丁目								0														0		0

		127		66		馬橋西		新松戸南１丁目		14						0		1		8		8				1				1		2

		128		67		馬橋西		新松戸南２丁目		8						0				3		2				3				3		3

		129		68		馬橋西		新松戸南３丁目		11		4				4										1				1		5

		132		69		馬橋西		西馬橋１丁目		10		1				1				4		3				3				3		4		1

		133		70		馬橋西		西馬橋２丁目		7						0				2		2				3				3		3

		134		71		馬橋西		西馬橋３丁目		4		2				2										1				1		3		1

		135		72		馬橋西		西馬橋４丁目		7		1		2		3				2		2								0		3

		136		73		馬橋西		西馬橋５丁目		6						0		1		1		1				1				1		2

		139		74		馬橋西		西馬橋相川町		4						0				2		1				1				1		1

		140		75		馬橋西		西馬橋蔵元町		45						0		1		17		9				3				3		4

		138		76		馬橋西		西馬橋広手町		4						0														0		0

		137		77		馬橋西		西馬橋幸町		22						0				10		3				2				2		2

		141		78		八柱		千駄堀		24		3				3		1		4		2				3		1		4		8		3

		113		79		八柱		常盤平陣屋前		16						0				3		2		1				1		1		2		2

		186		80		八柱		日暮		1						0														0		0

		187		81		八柱		日暮１丁目		77						0				26		12				2		5		7		7		1

		188		82		八柱		日暮２丁目		12		2				2				4		3								0		2

		189		83		八柱		日暮３丁目		28		1				1				21		12						1		1		2

		190		84		八柱		日暮４丁目		3						0														0		0

		191		85		八柱		日暮５丁目		10						0				1						2				2		2

		192		86		八柱		日暮６丁目		8						0		1		4		3								0		1

		193		87		八柱		日暮７丁目		6		1				1				1		1								0		1

		194		88		八柱		日暮８丁目		2						0				1		1								0		0

		211		89		八柱		牧の原１丁目		6						0		1		4		2								0		1

		212		90		八柱		牧の原２丁目		10						0				5		3								0		0

		21		91		八柱		河原塚		27						0		1		8		4						1		1		2

		160		92		稔台		仲井町１丁目		5		1				1										2				2		3

		161		93		稔台		仲井町２丁目		3						0				1		1								0		0

		162		94		稔台		仲井町３丁目		1						0														0		0

		102		95		稔台		松戸新田		68		4				4		2		15		10						4		4		10		3

		223		96		稔台		野菊野		2						0				1										0		0

		214		97		稔台		稔台		2						0				2		2								0		0

		215		98		稔台		稔台１丁目 ミノル ダイ		21		1				1				4		2				1				1		2

		216		99		稔台		稔台２丁目 ミノル ダイ		5						0				2		2								0		0

		217		100		稔台		稔台３丁目 ミノル ダイ		5						0				3		3								0		0

		218		101		稔台		稔台４丁目 ミノル ダイ								0														0		0

		219		102		稔台		稔台５丁目 ミノル ダイ		9						0				1						1				1		1

		220		103		稔台		稔台６丁目 ミノル ダイ								0														0		0

		221		104		稔台		稔台７丁目 ミノル ダイ		19						0				4						1				1		1		3

		222		105		稔台		稔台８丁目 ミノル ダイ		5		1				1				1		1								0		1		1

		210		106		松飛台		牧の原		23		1				1				5		1				1		3		4		5

		44		107		松飛台		五香西１丁目 ニシ		3						0														0		0

		45		108		松飛台		五香西２丁目 ニシ		16		1		2		3		1		2		1								0		4

		46		109		松飛台		五香西３丁目 ニシ		9				2		2				2		1				1				1		3

		47		110		松飛台		五香西４丁目 ニシ		2						0														0		0

		48		111		松飛台		五香西５丁目 ニシ		1						0										1				1		1

		49		112		松飛台		五香西６丁目 ニシ		1				1		1														0		1

		103		113		松飛台		松飛台		36		1		2		3				3		2				3				3		6

		26		114		松飛台		串崎新田		8						0				1		1				2				2		2

		27		115		松飛台		串崎南町		6						0								1						0		1		1

		184		116		２０Ｃ		美野里町		4						0				3		3								0		0

		179		117		２０Ｃ		柿の木町		1						0														0		0

		182		118		２０Ｃ		中松町		12						0				7		7								0		0

		183		119		２０Ｃ		萩町		6						0				3		3								0		0		2

		181		120		２０Ｃ		戸山町		1						0				1		1								0		0

		185		121		２０Ｃ		梨元町		4						0														0		0

		180		122		２０Ｃ		丸山町		8						0		1		1		1				1				1		2

		243		123		２０Ｃ		和名ケ谷		44						0		1		7		6		1		1		1		2		4

		142		124		２０Ｃ		大橋		9						0				1		1				1				1		1

		76		125		２０Ｃ		秋山		9						0				3		2		1		1				1		2

		77		126		２０Ｃ		秋山１丁目		14						0				1		1								0		0		3

		105		127		矢切		上矢切		26		7		2		9				5		4				3				3		12

		158		128		矢切		中矢切		8		2				2				3		3				1				1		3

		20		129		矢切		下矢切		14						0		3										1		1		4		2

		66		130		矢切		三矢小台１丁目								0														0		0

		67		131		矢切		三矢小台２丁目		4		1				1		1												0		2

		68		132		矢切		三矢小台３丁目		4		1				1														0		1		1

		69		133		矢切		三矢小台４丁目		2						0														0		0

		70		134		矢切		三矢小台５丁目		2						0														0		0

		29		135		矢切		栗山		14						0				2		1				1		1		2		2		2

		164		136		東松戸		田中新田		4						0														0		0

		71		137		東松戸		紙敷		18						0				4		4				2				2		2		2

		72		138		東松戸		紙敷１丁目		5						0				4		3								0		0

		73		139		東松戸		紙敷２丁目								0														0		0

		74		140		東松戸		紙敷３丁目								0														0		0

		165		141		東松戸		東松戸１丁目		8						0				2		1								0		0

		166		142		東松戸		東松戸２丁目		42		2				2				27		21				1		2		3		5		1

		167		143		東松戸		東松戸３丁目		14						0				5		2				2		2		4		4

		168		144		東松戸		東松戸４丁目		6						0														0		0

		61		145		東松戸		高塚新田		73		1				1		1		19		15		1		9		8		17		20		5

		78		146		東松戸		秋山２丁目		6						0				2						1				1		1

		79		147		東松戸		秋山３丁目		3						0		1		2		2								0		1

		55		148		小金		幸田 サイワイ タ		1						0														0		0

		56		149		小金		幸田１丁目		1						0														0		0

		57		150		小金		幸田２丁目		3						0														0		0

		58		151		小金		幸田３丁目		1						0				1		1								0		0

		59		152		小金		幸田４丁目								0														0		0

		60		153		小金		幸田５丁目		1		1				1														0		1

		151		154		小金		中金杉１丁目		1						0														0		0

		152		155		小金		中金杉２丁目								0														0		0

		153		156		小金		中金杉３丁目								0														0		0

		154		157		小金		中金杉４丁目								0														0		0

		155		158		小金		中金杉５丁目								0														0		0

		143		159		小金		大金平１丁目		2						0														0		0

		144		160		小金		大金平２丁目		6		1				1				1										0		1

		145		161		小金		大金平３丁目		3						0				1										0		0

		146		162		小金		大金平４丁目		3						0				3										0		0

		147		163		小金		大金平５丁目		4		1				1														0		1

		148		164		小金		大谷口		13		1				1		1		3		2						1		1		3		3

		206		165		小金		平賀		4		1				1				1		1								0		1

		163		166		小金		殿平賀		19		3		1		4				4		3				2		1		3		7

		169		167		小金		東平賀		19		1				1				7		5				1		1		2		3		1

		80		168		小金		小金		64		1				1				14		7						2		2		3

		81		169		小金		小金きよしケ丘１丁目		6						0				2										0		0

		82		170		小金		小金きよしケ丘２丁目		5						0				2										0		0

		83		171		小金		小金きよしケ丘３丁目		8		1		1		2														0		2		1

		96		172		小金		小金清志町１丁目		1						0														0		0

		97		173		小金		小金清志町２丁目		6				2		2														0		2		1

		98		174		小金		小金清志町３丁目		3						0														0		0		2

		95		175		小金		小金上総町		4		1				1														0		1		1

		64		176		小金原		根木内		10		1		2		3				2		1						1		1		4

		24		177		小金原		久保平賀		3						0														0		0

		84		178		小金原		小金きよしケ丘４丁目		5						0				1		1						1		1		1

		85		179		小金原		小金きよしケ丘５丁目								0														0		0

		86		180		小金原		小金原１丁目		5						0														0		0

		87		181		小金原		小金原２丁目		7						0		1		1		1				1				1		2

		88		182		小金原		小金原３丁目		15		1				1				4						1		1		2		3

		89		183		小金原		小金原４丁目		13		1		1		2				2		2				2				2		4		1

		90		184		小金原		小金原５丁目		7		2				2		1		3		2				1				1		4

		91		185		小金原		小金原６丁目		18		1		1		2				5		3		1						0		3

		92		186		小金原		小金原７丁目		13						0										4				4		4

		93		187		小金原		小金原８丁目		6		1				1														0		1

		94		188		小金原		小金原９丁目		9						0				2		2				1				1		1

		28		189		小金原		栗ケ沢		6						0										1				1		1

		177		190		馬橋		二ツ木		42		2		1		3		1		5		3				3				3		7		3

		178		191		馬橋		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		2						0														0		0

		65		192		馬橋		三ケ月		20		2		3		5				5		2				1				1		6

		195		193		馬橋		馬橋		92		3				3		1		25		17				8		3		11		15		3

		196		194		馬橋		八ケ崎１丁目		12						0				1		1						2		2		2		1

		197		195		馬橋		八ケ崎２丁目		12						0				4		2								0		0

		198		196		馬橋		八ケ崎３丁目		9		1				1				1										0		1		1

		199		197		馬橋		八ケ崎４丁目		6						0												1		1		1

		200		198		馬橋		八ケ崎５丁目		9		1				1				1		1				1				1		2

		201		199		馬橋		八ケ崎６丁目		10		1				1				3		2				3				3		4

		202		200		馬橋		八ケ崎７丁目		8		1		1		2				1										0		2		1

		203		201		馬橋		八ケ崎８丁目		15		2		1		3				5		3				1				1		4		1

		204		202		馬橋		八ケ崎緑町		3				1		1				1		1				1				1		2

		25		203		常盤平		金ケ作		92		6				6		1		23		13		1		2		2		4		12		4

		106		204		常盤平		常盤平１丁目		19						0				9		3				1				1		1		1

		107		205		常盤平		常盤平２丁目		26						0				13		6				2				2		2

		108		206		常盤平		常盤平３丁目		57		1				1		2		8		2				2		1		3		6		2

		109		207		常盤平		常盤平４丁目		20						0				4		3						3		3		3

		111		208		常盤平		常盤平６丁目		13		1				1				4		3				1				1		2		2

		112		209		常盤平		常盤平７丁目		14						0		1		1		1								0		1		3

		116		210		常盤平		常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ		1						0														0		0

		114		211		常盤平		常盤平西窪町		10						0				3		2				2				2		2		1

		115		212		常盤平		常盤平双葉町		6						0				3		3								0		0		1

		117		213		常盤平		常盤平柳町		6		1				1				3		3								0		1

		110		214		五香		常盤平５丁目		48		1				1				10		7						2		2		3		4

		36		215		五香		五香１丁目		11						0				8		3				1				1		1

		37		216		五香		五香２丁目		13				2		2				1		1								0		2		4

		38		217		五香		五香３丁目		3		1				1												1		1		2

		39		218		五香		五香４丁目		12		1				1				2		2				1		1		2		3		1

		40		219		五香		五香５丁目		2						0														0		0

		41		220		五香		五香６丁目		3						0				2		1								0		0

		42		221		五香		五香７丁目		13		1				1				3		3								0		1

		43		222		五香		五香８丁目		17						0				3		3								0		0		1

		50		223		五香		五香南１丁目		11		1				1				7		4								0		1

		51		224		五香		五香南２丁目		13						0				6		5								0		0

		52		225		五香		五香南３丁目		9		1				1				1		1				1				1		2

		53		226		五香		五香六実		4						0				1										0		0

		226		227		六実		六高台１丁目		8						0				2		2				1		1		2		2		3

		227		228		六実		六高台２丁目		13				1		1				5										0		1

		228		229		六実		六高台３丁目		6						0				2		2				1				1		1

		229		230		六実		六高台４丁目		15						0				4		4				2				2		2		1

		230		231		六実		六高台５丁目		16		1		4		5				2						1				1		6

		231		232		六実		六高台６丁目		2						0				1		1								0		0		1

		232		233		六実		六高台７丁目		15						0				7		3				1				1		1

		233		234		六実		六高台８丁目		11		1				1				5		2						1		1		2

		234		235		六実		六高台９丁目		7						0				2		2				2				2		2

		235		236		六実		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		1						0												1		1		1

		236		237		六実		六実１丁目		7						0		1		3		2								0		1

		237		238		六実		六実２丁目		5		1				1				1		1								0		1

		238		239		六実		六実３丁目		12				3		3				6		2								0		3

		239		240		六実		六実４丁目		19						0				14		5				1				1		1

		240		241		六実		六実５丁目		7						0				2		2				1				1		1		1

		241		242		六実		六実６丁目		12						0		1		3		1				1		1		2		3

		242		243		六実		六実７丁目								0														0		0

		62		244		六実		高柳新田		1						0				1		1								0		0

		245		245		不明 フメイ		五香南 ゴコウ ミナミ		2						0				1		1								0		0				1

		246		246		不明 フメイ		常盤平 トキワダイラ		6						0		1												0		1		1		1

		247		247		不明 フメイ		西馬橋 ニシマバシ		2						0				1		1								0		0				1

		248		248		不明 フメイ		西馬橋幸町１丁目 ニシマバシ サイワ チョウ チョウメ		1						0				1										0		0				1

		249		249		不明 フメイ		西馬橋幸町４丁目 ニシマバシ サイワ チョウ チョウメ		1						0				1										0		0				1

		250		250		不明 フメイ		本町１丁目 ホンチョウ チョウメ		2						0														0		0				1

		251		251		不明 フメイ		本町４丁目 ホンチョウ チョウメ		1						0				1		1								0		0				1

		252		252		不明 フメイ		松戸市 マツドシ		1						0		1												0		1				1

		253		253		不明 フメイ		松戸市以下不明 マツドシ イカ フメイ		3						0														0		0				1

		254		254		不明 フメイ		六高台 ロッコウダイ		5						0				2						1				1		1				1

		255		255		不明 フメイ		六実 ムツミ		3						0				1										0		0				1

		256		256		不明 フメイ		横須賀 ヨコスカ		1						0														0		0				1

		257		257		不明 フメイ		五香西 ゴコウ ニシ		1						0														0		0				1

		258		258		不明 フメイ		幸谷２丁目 コウヤ チョウメ		1						0				1										0		0				1

		259		259		不明 フメイ		小金原 コガネハラ		2						0														0		0				1

		260		260		不明 フメイ		松戸市松戸２丁目 マツドシ マツド チョウメ		1						0				1		1								0		0				1

		261		261		不明 フメイ		松戸市松戸３丁目 マツドシ マツド チョウメ		1						0														0		0				1

		262		262		不明 フメイ		松戸市松戸市 マツドシ マツドシ		1						0														0		0				1

		263		263		不明 フメイ		松戸南1丁目 マツド ミナミ チョウメ		1		1				1														0		1				1

		264		264		不明 フメイ		五香１丁目		1						0														0		0				1

		265		265		不明 フメイ		馬橋８丁目 マバシ チョウメ		1						0				1		1								0		0				1

		266		266		不明 フメイ		馬橋西３丁目 マバシ ニシ チョウメ		1						0														0		0				1

		267		267		不明 フメイ		馬橋西４丁目 マバシ ニシ チョウメ		1						0														0		0				1

		268		268		不明 フメイ		八ケ崎 ハチガサキ		1		1				1														0		1				1

		269		269		不明 フメイ		矢切 ヤ キリ		1						0														0		0				1

		270		270		不明 フメイ		大金平 オオガネダイラ		2						0														0		0				1

		271		271		不明 フメイ		新松戸 シンマツド		1						0														0		0				1

		272		272		不明 フメイ		蔵元 クラモト		1						0				1		1								0		0				1

		273		273		不明 フメイ		仲井町 ナカイチョウ		1						0														0		0				1

		274		274		不明 フメイ		新田 シンデン		1						0										1				1		1				1

		275		275		不明 フメイ		緑ヶ丘第一公園 ミドリガオカ ダイイチ コウエン		1						0														0		0				1

		276		276		不明 フメイ		小金４丁目 コガネ チョウメ		1						0														0		0				1

		277		277		不明 フメイ		中根１丁目 ナカネ チョウメ		1						0										1				1		1				1

		278		278		不明 フメイ		高柳新田2丁目 タカヤナギシンデン チョウメ		1						0				1		1								0		0				1

		279		279		不明 フメイ		東松戸 ヒガシマツド		1						0										1				1		1				1

		合計 ゴウケイ		279						3,418		151		52		203		49		939		560		16		184		82		266		534		125
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人口

										reserved-44196x1F		現在 ゲンザイ



		管理番号 カンリ バンゴウ		交番管内 コウバン カンナイ		町名リスト チョウメイ		No．		字名 アザ メイ		人口 ジンコウ

野津 千夏: ※松戸市HPから住民基本台帳人口を貼り付ける。
※字名に変更がある場合は要注意。

		210		常盤平		常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ		なし		なし		0		※住民基本台帳人口にはないが、地域としてはある（0人を入力）。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ チイキ ニン ニュウリョク

		5		駅前		松戸		1		松戸		16,950

		4		駅前		小山		2		小山		5,632

		3		駅前		本町		3		本町		1,265

		117		２０Ｃ		柿の木町		4		二十世紀が丘柿の木町		587

		119		２０Ｃ		萩町		5		二十世紀が丘  萩  町		1,739

		116		２０Ｃ		美野里町		6		二十世紀が丘美野里町		1,142

		118		２０Ｃ		中松町		7		二十世紀が丘  中松町		764

		122		２０Ｃ		丸山町		8		二十世紀が丘  丸山町		688

		120		２０Ｃ		戸山町		9		二十世紀が丘  戸山町		841

		121		２０Ｃ		梨元町		10		二十世紀が丘  梨元町		655

		127		矢切		上矢切		11		上矢切		4,413

		128		矢切		中矢切		12		中矢切		1,162

		129		矢切		下矢切		13		下矢切		3,717

		135		矢切		栗山		14		栗山		2,108

		130		矢切		三矢小台１丁目		15		三矢小台一丁目		474

		131		矢切		三矢小台２丁目		16		三矢小台二丁目		702

		132		矢切		三矢小台３丁目		17		三矢小台三丁目		997

		133		矢切		三矢小台４丁目		18		三矢小台四丁目		863

		134		矢切		三矢小台５丁目		19		三矢小台五丁目		1,144

		19		北松戸		上本郷		20		上本郷		17,255

		16		北松戸		北松戸１丁目		21		北松戸一丁目		518

		17		北松戸		北松戸２丁目		22		北松戸二丁目		1,342

		18		北松戸		北松戸３丁目		23		北松戸三丁目		768

		20		北松戸		南花島		24		南花島 		437

		95		稔台		松戸新田		25		松戸新田		15,654

		92		稔台		仲井町１丁目		26		仲井町一丁目		778

		93		稔台		仲井町２丁目		27		仲井町二丁目		776

		94		稔台		仲井町３丁目		28		仲井町三丁目		673

		97		稔台		稔台		29		稔台		889

		12		小根本		岩瀬		30		岩瀬		4,346

		11		小根本		胡録台		31		胡録台		5,954

		8		小根本		小根本		32		小根本		3,193

		6		小根本		竹ケ花		33		竹ケ花		1,603

		7		小根本		吉井町		34		吉井町		838

		2		駅前		根本		35		根本		6,177

		1		駅前		樋野口		36		樋野口		3,312

		52		栄町		古ケ崎		37		古ケ崎		3,094

		96		稔台		野菊野		38		野菊野		1,276

		98		稔台		稔台１丁目 ミノル ダイ		39		稔台一丁目 ミノル ダイ		2,336

		99		稔台		稔台２丁目 ミノル ダイ		40		稔台二丁目 ミノル ダイ 2		2,267

		100		稔台		稔台３丁目 ミノル ダイ		41		稔台三丁目 ミノル ダイ 3		2,963

		101		稔台		稔台４丁目 ミノル ダイ		42		稔台四丁目 ミノル ダイ 4		436

		102		稔台		稔台５丁目 ミノル ダイ		43		稔台五丁目 ミノル ダイ ゴ		311

		103		稔台		稔台６丁目 ミノル ダイ		44		稔台六丁目 ミノル ダイ ロク		3

		104		稔台		稔台７丁目 ミノル ダイ		45		稔台七丁目 ミノル ダイ 7チョウメ		3,566

		105		稔台		稔台８丁目 ミノル ダイ		46		稔台八丁目 ミノル ダイ 8		1,439

		21		北松戸		南花島１丁目		47		南花島一丁目		1,043

		22		北松戸		南花島２丁目		48		南花島二丁目		825

		23		北松戸		南花島３丁目		49		南花島三丁目		1,369

		24		北松戸		南花島４丁目		50		南花島四丁目		930

		25		北松戸		南花島中町 ナカ マチ		51		南花島中町 ナカ マチ		223

		58		栄町		南花島向町 ム マチ		52		南花島向町 ム マチ		65

		ERROR:#N/A		×		岩瀬無番地 イワ セ ム バンチ		53		岩瀬無番地  イワ セ ム バンチ		0		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		9		小根本		緑ケ丘１丁目		54		緑ケ丘一丁目		980

		10		小根本		緑ケ丘２丁目		55		緑ケ丘二丁目		765

		ERROR:#N/A		×		胡録台無番地 エビス ロク ダイ ム バンチ		56		胡録台無番地  エビス ロク ダイ ム バンチ		30		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		59		栄町		竹ケ花西町 ニシ マチ		57		竹ケ花西町 ニシ マチ		933

		53		栄町		古ケ崎１丁目		58		古ケ崎一丁目		792

		54		栄町		古ケ崎２丁目		59		古ケ崎二丁目		2,451

		55		栄町		古ケ崎３丁目		60		古ケ崎三丁目		2,311

		56		栄町		古ケ崎４丁目		61		古ケ崎四丁目		2,460

		44		栄町		栄町１丁目		62		栄町一丁目		874

		45		栄町		栄町２丁目		63		栄町二丁目		883

		46		栄町		栄町３丁目		64		栄町三丁目		1,360

		47		栄町		栄町４丁目		65		栄町四丁目		1,101

		48		栄町		栄町５丁目		66		栄町五丁目		1,592

		49		栄町		栄町６丁目		67		栄町六丁目		1,334

		50		栄町		栄町７丁目		68		栄町七丁目		2,118

		51		栄町		栄町８丁目		69		栄町八丁目		2,293

		39		栄町		栄町西１丁目		70		栄町西一丁目		1,039

		40		栄町		栄町西２丁目		71		栄町西二丁目		662

		41		栄町		栄町西３丁目		72		栄町西三丁目		1,371

		42		栄町		栄町西４丁目		73		栄町西四丁目		707

		43		栄町		栄町西５丁目		74		栄町西五丁目		933

		137		東松戸		紙敷		75		紙敷		2,233

		123		２０Ｃ		和名ケ谷		76		和名ケ谷		6,439

		124		２０Ｃ		大橋		77		大橋		3,358

		125		２０Ｃ		秋山		78		秋山		3,298

		145		東松戸		高塚新田		79		高塚新田		12,458

		91		八柱		河原塚		80		河原塚		6,035

		136		東松戸		田中新田		81		田中新田		281

		138		東松戸		紙敷１丁目		82		紙敷一丁目		1,237

		139		東松戸		紙敷２丁目		83		紙敷ニ丁目		22

		140		東松戸		紙敷３丁目		84		紙敷三丁目		205

		141		東松戸		東松戸１丁目		85		東松戸一丁目 イチ		3,110

		142		東松戸		東松戸２丁目		86		東松戸二丁目 ニ		2,875

		143		東松戸		東松戸３丁目		87		東松戸三丁目 サン		1,174

		144		東松戸		東松戸４丁目		88		東松戸四丁目 ヨン		638

		126		２０Ｃ		秋山１丁目		89		秋山一丁目 １チョウメ		1,796

		146		２０Ｃ		秋山２丁目		90		秋山二丁目 ニ チョウメ		1,557

		147		２０Ｃ		秋山３丁目		91		秋山三丁目 サン チョウメ		1,557

		193		馬橋		馬橋		92		馬橋		6,970

		13		北松戸		中根		93		中根		1,185

		14		北松戸		新作		94		新作		3,731

		192		馬橋		三ケ月		95		三ケ月		2,984

		38		新松戸		幸谷		96		幸谷		3,449

		60		馬橋西		七右衛門新田		97		七右衛門新田		175

		61		馬橋西		主水新田 シュ スイ シン タ		98		主水新田 シュ スイ シン タ		188

		ERROR:#N/A		×		外河原 ソト カワ ハラ		99		外河原 ソト カワ ハラ		14		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		57		栄町		中根長津町		100		中根長津町		1,089

		75		馬橋西		西馬橋蔵元町		101		西馬橋蔵元町		1,675

		77		馬橋西		西馬橋幸町		102		西馬橋幸町		1,436

		76		馬橋西		西馬橋広手町		103		西馬橋広手町		989

		74		馬橋西		西馬橋相川町		104		西馬橋相川町		1,278

		62		馬橋西		旭町１丁目		105		旭町一丁目		43

		63		馬橋西		旭町２丁目		106		旭町二丁目		268

		64		馬橋西		旭町３丁目		107		旭町三丁目		130

		65		馬橋西		旭町４丁目		108		旭町四丁目		61

		69		馬橋西		西馬橋１丁目		109		西馬橋一丁目		2,624

		70		馬橋西		西馬橋２丁目		110		西馬橋二丁目		1,687

		71		馬橋西		西馬橋３丁目		111		西馬橋三丁目		2,251

		72		馬橋西		西馬橋４丁目		112		西馬橋四丁目		2,263

		73		馬橋西		西馬橋５丁目		113		西馬橋五丁目		931

		204		常盤平		常盤平１丁目		114		常盤平一丁目		2,024

		205		常盤平		常盤平２丁目		115		常盤平二丁目		3,530

		206		常盤平		常盤平３丁目		116		常盤平三丁目		4,161

		207		常盤平		常盤平４丁目		117		常盤平四丁目		5,256

		214		五香		常盤平５丁目		118		常盤平五丁目		1,765

		208		常盤平		常盤平６丁目		119		常盤平六丁目		1,938

		209		常盤平		常盤平７丁目		120		常盤平七丁目		3,000

		211		常盤平		常盤平西窪町		121		常盤平西窪町		2,059

		212		常盤平		常盤平双葉町		122		常盤平双葉町		1,703

		213		常盤平		常盤平柳町		123		常盤平柳町		1,524

		79		八柱		常盤平陣屋前		124		常盤平陣屋前		1,673

		203		常盤平		金ケ作		125		金ケ作		7,806

		80		八柱		日暮		126		日暮		105

		78		八柱		千駄堀		127		千駄堀		6,461

		15		北松戸		中和倉		128		中和倉		4,251

		189		小金原		栗ケ沢		129		栗ケ沢		1,850

		ERROR:#N/A		×		八ケ崎		130		八ケ崎		4		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		180		小金原		小金原１丁目		131		小金原一丁目		1,919

		181		小金原		小金原２丁目		132		小金原二丁目		1,228

		182		小金原		小金原３丁目		133		小金原三丁目		2,936

		183		小金原		小金原４丁目		134		小金原四丁目		2,339

		184		小金原		小金原５丁目		135		小金原五丁目		2,466

		185		小金原		小金原６丁目		136		小金原六丁目		2,906

		186		小金原		小金原７丁目		137		小金原七丁目		3,056

		187		小金原		小金原８丁目		138		小金原八丁目		1,611

		188		小金原		小金原９丁目		139		小金原九丁目		2,355

		106		松飛台		牧の原		140		牧の原		3,389

		89		八柱		牧の原１丁目		141		牧の原一丁目		2,426

		90		八柱		牧の原２丁目		142		牧の原二丁目		2,226

		81		八柱		日暮１丁目		143		日暮一丁目		867

		82		八柱		日暮２丁目		144		日暮二丁目		1,024

		83		八柱		日暮３丁目		145		日暮三丁目		1,439

		84		八柱		日暮４丁目		146		日暮四丁目		845

		85		八柱		日暮５丁目		147		日暮五丁目		1,440

		86		八柱		日暮６丁目		148		日暮六丁目		771

		87		八柱		日暮７丁目		149		日暮七丁目		1,834

		88		八柱		日暮８丁目		150		日暮八丁目		678

		202		馬橋		八ケ崎緑町		151		八ケ崎緑町		1,013

		194		馬橋		八ケ崎１丁目		152		八ケ崎一丁目		1,290

		195		馬橋		八ケ崎２丁目		153		八ケ崎二丁目		1,761

		196		馬橋		八ケ崎３丁目		154		八ケ崎三丁目		3,017

		197		馬橋		八ケ崎４丁目		155		八ケ崎四丁目		1,369

		198		馬橋		八ケ崎５丁目		156		八ケ崎五丁目		2,137

		199		馬橋		八ケ崎６丁目		157		八ケ崎六丁目		2,928

		200		馬橋		八ケ崎７丁目		158		八ケ崎七丁目		2,552

		201		馬橋		八ケ崎８丁目		159		八ケ崎八丁目		1,445

		226		五香		五香六実		160		五香六実		339

		114		松飛台		串崎新田		161		串崎新田		1,830

		244		六実		高柳新田		162		高柳新田		329

		113		松飛台		松飛台		163		松飛台		8,074

		ERROR:#N/A		×		高柳		164		高柳		26		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		115		松飛台		串崎南町		165		串崎南町		1,539

		227		六実		六高台１丁目		166		六高台一丁目		681

		228		六実		六高台２丁目		167		六高台二丁目		1,489

		229		六実		六高台３丁目		168		六高台三丁目		1,316

		230		六実		六高台４丁目		169		六高台四丁目		1,675

		231		六実		六高台５丁目		170		六高台五丁目		2,342

		232		六実		六高台６丁目		171		六高台六丁目		1,182

		233		六実		六高台７丁目		172		六高台七丁目		3,009

		234		六実		六高台８丁目		173		六高台八丁目		2,736

		235		六実		六高台９丁目		174		六高台九丁目		1,051

		237		六実		六実１丁目		175		六実一丁目		1,259

		238		六実		六実２丁目		176		六実二丁目		1,258

		239		六実		六実３丁目		177		六実三丁目		1,627

		240		六実		六実４丁目		178		六実四丁目		750

		241		六実		六実５丁目		179		六実五丁目		871

		242		六実		六実６丁目		180		六実六丁目		1,594

		243		六実		六実７丁目		181		六実七丁目		206

		215		五香		五香１丁目		182		五香一丁目		1,538

		216		五香		五香２丁目		183		五香二丁目		2,089

		217		五香		五香３丁目		184		五香三丁目 サン		1,286

		218		五香		五香４丁目		185		五香四丁目 ヨン		2,610

		219		五香		五香５丁目		186		五香五丁目 ゴ		496

		220		五香		五香６丁目		187		五香六丁目 ロク		1,117

		221		五香		五香７丁目		188		五香七丁目 ナナ		2,246

		222		五香		五香８丁目		189		五香八丁目 ハチ		978

		223		五香		五香南１丁目		190		五香南一丁目		884

		224		五香		五香南２丁目		191		五香南二丁目 ニ		2,060

		225		五香		五香南３丁目		192		五香南三丁目 サン		1,192

		107		松飛台		五香西１丁目 ニシ		193		五香西一丁目 ニシ		1,584

		108		松飛台		五香西２丁目 ニシ		194		五香西二丁目 ニシ ニ		2,577

		109		松飛台		五香西３丁目 ニシ		195		五香西三丁目 ニシ サン		2,121

		110		松飛台		五香西４丁目 ニシ		196		五香西四丁目 ニシ ヨン		706

		111		松飛台		五香西５丁目 ニシ		197		五香西五丁目 ニシ ゴ		375

		112		松飛台		五香西６丁目 ニシ		198		五香西六丁目 ニシ ロク		419

		236		六実		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		199		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		346

		168		小金		小金		200		小金		4,353

		172		小金		小金清志町１丁目		201		小金清志町一丁目		414

		173		小金		小金清志町２丁目		202		小金清志町二丁目		930

		174		小金		小金清志町３丁目		203		小金清志町三丁目		902

		169		小金		小金きよしケ丘１丁目		204		小金きよしケ丘一丁目		868

		170		小金		小金きよしケ丘２丁目		205		小金きよしケ丘二丁目		1,050

		171		小金		小金きよしケ丘３丁目		206		小金きよしケ丘三丁目		1,393

		178		小金原		小金きよしケ丘４丁目		207		小金きよしケ丘四丁目		674

		179		小金原		小金きよしケ丘５丁目		208		小金きよしケ丘五丁目		345

		190		馬橋		二ツ木		209		二ツ木		5,515

		164		小金		大谷口		210		大谷口		3,025

		148		小金		幸田 サイワイ タ		211		幸田 サイワイ タ		21

		ERROR:#N/A		×		中金杉 ナカカナスギ		212		中金杉 ナカカナスギ		0		※住民基本台帳人口にはあるが、統計地域としては対象外としている。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ トウケイ チイキ タイショウ ガイ

		165		小金		平賀		213		平賀		2,375

		166		小金		殿平賀		214		殿平賀		2,820

		167		小金		東平賀		215		東平賀		3,934

		177		小金原		久保平賀		216		久保平賀		1,327

		176		小金原		根木内		217		根木内		4,154

		175		小金		小金上総町		218		小金上総町		1,245

		26		新松戸		横須賀１丁目		219		横須賀一丁目		1,198

		27		新松戸		横須賀２丁目		220		横須賀二丁目		1,632

		154		小金		中金杉１丁目		221		中金杉一丁目		893

		155		小金		中金杉２丁目		222		中金杉二丁目 ニ		337

		156		小金		中金杉３丁目		223		中金杉三丁目 サン		577

		157		小金		中金杉４丁目		224		中金杉四丁目 ヨン		644

		158		小金		中金杉５丁目		225		中金杉五丁目 ゴ		566

		66		馬橋西		新松戸南１丁目		226		新松戸南一丁目		2,630

		67		馬橋西		新松戸南２丁目		227		新松戸南二丁目 ニ		1,553

		68		馬橋西		新松戸南３丁目		228		新松戸南三丁目 サン		1,879

		28		新松戸		新松戸北１丁目 キタ		229		新松戸北一丁目 キタ		1,988

		29		新松戸		新松戸北２丁目 キタ		230		新松戸北二丁目 キタ ニ		2,262

		149		小金		幸田１丁目		231		幸田一丁目		563

		150		小金		幸田２丁目		232		幸田二丁目 ニ		947

		151		小金		幸田３丁目		233		幸田三丁目 サン		705

		152		小金		幸田４丁目		234		幸田四丁目 ヨン		301

		153		小金		幸田５丁目		235		幸田五丁目 ゴ		1,141

		191		馬橋		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		236		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		559

		159		小金		大金平１丁目		237		大金平一丁目		866

		160		小金		大金平２丁目		238		大金平二丁目 ニ		969

		161		小金		大金平３丁目		239		大金平三丁目 サン		705

		162		小金		大金平４丁目		240		大金平四丁目 ヨン		1,246

		163		小金		大金平５丁目		241		大金平五丁目 ゴ		1,292

		30		新松戸		新松戸１丁目		242		新松戸一丁目		2,063

		31		新松戸		新松戸２丁目		243		新松戸二丁目 ニ		1,080

		32		新松戸		新松戸３丁目		244		新松戸三丁目 サン		7,576

		33		新松戸		新松戸４丁目		245		新松戸四丁目 ヨン		3,996

		34		新松戸		新松戸５丁目		246		新松戸五丁目 ゴ		3,600

		35		新松戸		新松戸６丁目		247		新松戸六丁目 ロク		4,028

		36		新松戸		新松戸７丁目		248		新松戸七丁目 ナナ		7,032

		37		新松戸		新松戸東		249		新松戸東		915





町名リスト

		管理番号 カンリ バンゴウ		町名 チョウ メイ		交番管区 コウバン カンク

		1		樋野口		駅前

		2		根本		駅前

		3		本町		駅前

		4		小山		駅前

		5		松戸		駅前

		6		竹ケ花		小根本

		7		吉井町		小根本

		8		小根本		小根本

		9		緑ケ丘１丁目		小根本

		10		緑ケ丘２丁目		小根本

		11		胡録台		小根本

		12		岩瀬		小根本

		13		中根		北松戸

		14		新作		北松戸

		15		中和倉		北松戸

		16		北松戸１丁目		北松戸

		17		北松戸２丁目		北松戸

		18		北松戸３丁目		北松戸

		19		上本郷		北松戸

		20		南花島		北松戸

		21		南花島１丁目		北松戸

		22		南花島２丁目		北松戸

		23		南花島３丁目		北松戸

		24		南花島４丁目		北松戸

		25		南花島中町 ナカ マチ		北松戸

		26		横須賀１丁目		新松戸

		27		横須賀２丁目		新松戸

		28		新松戸北１丁目 キタ		新松戸

		29		新松戸北２丁目 キタ		新松戸

		30		新松戸１丁目		新松戸

		31		新松戸２丁目		新松戸

		32		新松戸３丁目		新松戸

		33		新松戸４丁目		新松戸

		34		新松戸５丁目		新松戸

		35		新松戸６丁目		新松戸

		36		新松戸７丁目		新松戸

		37		新松戸東		新松戸

		38		幸谷		新松戸

		39		栄町西１丁目		栄町

		40		栄町西２丁目		栄町

		41		栄町西３丁目		栄町

		42		栄町西４丁目		栄町

		43		栄町西５丁目		栄町

		44		栄町１丁目		栄町

		45		栄町２丁目		栄町

		46		栄町３丁目		栄町

		47		栄町４丁目		栄町

		48		栄町５丁目		栄町

		49		栄町６丁目		栄町

		50		栄町７丁目		栄町

		51		栄町８丁目		栄町

		52		古ケ崎		栄町

		53		古ケ崎１丁目		栄町

		54		古ケ崎２丁目		栄町

		55		古ケ崎３丁目		栄町

		56		古ケ崎４丁目		栄町

		57		中根長津町		栄町

		58		南花島向町 ム マチ		栄町

		59		竹ケ花西町 ニシ マチ		栄町

		60		七右衛門新田		馬橋西

		61		主水新田 シュ スイ シン タ		馬橋西

		62		旭町１丁目		馬橋西

		63		旭町２丁目		馬橋西

		64		旭町３丁目		馬橋西

		65		旭町４丁目		馬橋西

		66		新松戸南１丁目		馬橋西

		67		新松戸南２丁目		馬橋西

		68		新松戸南３丁目		馬橋西

		69		西馬橋１丁目		馬橋西

		70		西馬橋２丁目		馬橋西

		71		西馬橋３丁目		馬橋西

		72		西馬橋４丁目		馬橋西

		73		西馬橋５丁目		馬橋西

		74		西馬橋相川町		馬橋西

		75		西馬橋蔵元町		馬橋西

		76		西馬橋広手町		馬橋西

		77		西馬橋幸町		馬橋西

		78		千駄堀		八柱

		79		常盤平陣屋前		八柱

		80		日暮		八柱

		81		日暮１丁目		八柱

		82		日暮２丁目		八柱

		83		日暮３丁目		八柱

		84		日暮４丁目		八柱

		85		日暮５丁目		八柱

		86		日暮６丁目		八柱

		87		日暮７丁目		八柱

		88		日暮８丁目		八柱

		89		牧の原１丁目		八柱

		90		牧の原２丁目		八柱

		91		河原塚		八柱

		92		仲井町１丁目		稔台

		93		仲井町２丁目		稔台

		94		仲井町３丁目		稔台

		95		松戸新田		稔台

		96		野菊野		稔台

		97		稔台		稔台

		98		稔台１丁目 ミノル ダイ		稔台

		99		稔台２丁目 ミノル ダイ		稔台

		100		稔台３丁目 ミノル ダイ		稔台

		101		稔台４丁目 ミノル ダイ		稔台

		102		稔台５丁目 ミノル ダイ		稔台

		103		稔台６丁目 ミノル ダイ		稔台

		104		稔台７丁目 ミノル ダイ		稔台

		105		稔台８丁目 ミノル ダイ		稔台

		106		牧の原		松飛台

		107		五香西１丁目 ニシ		松飛台

		108		五香西２丁目 ニシ		松飛台

		109		五香西３丁目 ニシ		松飛台

		110		五香西４丁目 ニシ		松飛台

		111		五香西５丁目 ニシ		松飛台

		112		五香西６丁目 ニシ		松飛台

		113		松飛台		松飛台

		114		串崎新田		松飛台

		115		串崎南町		松飛台

		116		美野里町		２０Ｃ

		117		柿の木町		２０Ｃ

		118		中松町		２０Ｃ

		119		萩町		２０Ｃ

		120		戸山町		２０Ｃ

		121		梨元町		２０Ｃ

		122		丸山町		２０Ｃ

		123		和名ケ谷		２０Ｃ

		124		大橋		２０Ｃ

		125		秋山		２０Ｃ

		126		秋山１丁目		２０Ｃ

		127		上矢切		矢切

		128		中矢切		矢切

		129		下矢切		矢切

		130		三矢小台１丁目		矢切

		131		三矢小台２丁目		矢切

		132		三矢小台３丁目		矢切

		133		三矢小台４丁目		矢切

		134		三矢小台５丁目		矢切

		135		栗山		矢切

		136		田中新田		東松戸

		137		紙敷		東松戸

		138		紙敷１丁目		東松戸

		139		紙敷２丁目		東松戸

		140		紙敷３丁目		東松戸

		141		東松戸１丁目		東松戸

		142		東松戸２丁目		東松戸

		143		東松戸３丁目		東松戸

		144		東松戸４丁目		東松戸

		145		高塚新田		東松戸

		146		秋山２丁目		東松戸 ヒガシ

		147		秋山３丁目		東松戸 ヒガシ マツド

		148		幸田 サイワイ タ		小金

		149		幸田１丁目		小金

		150		幸田２丁目		小金

		151		幸田３丁目		小金

		152		幸田４丁目		小金

		153		幸田５丁目		小金

		154		中金杉１丁目		小金

		155		中金杉２丁目		小金

		156		中金杉３丁目		小金

		157		中金杉４丁目		小金

		158		中金杉５丁目		小金

		159		大金平１丁目		小金

		160		大金平２丁目		小金

		161		大金平３丁目		小金

		162		大金平４丁目		小金

		163		大金平５丁目		小金

		164		大谷口		小金

		165		平賀		小金

		166		殿平賀		小金

		167		東平賀		小金

		168		小金		小金

		169		小金きよしケ丘１丁目		小金

		170		小金きよしケ丘２丁目		小金

		171		小金きよしケ丘３丁目		小金

		172		小金清志町１丁目		小金

		173		小金清志町２丁目		小金

		174		小金清志町３丁目		小金

		175		小金上総町		小金

		176		根木内		小金原

		177		久保平賀		小金原

		178		小金きよしケ丘４丁目		小金原

		179		小金きよしケ丘５丁目		小金原

		180		小金原１丁目		小金原

		181		小金原２丁目		小金原

		182		小金原３丁目		小金原

		183		小金原４丁目		小金原

		184		小金原５丁目		小金原

		185		小金原６丁目		小金原

		186		小金原７丁目		小金原

		187		小金原８丁目		小金原

		188		小金原９丁目		小金原

		189		栗ケ沢		小金原

		190		二ツ木		馬橋

		191		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		馬橋

		192		三ケ月		馬橋

		193		馬橋		馬橋

		194		八ケ崎１丁目		馬橋

		195		八ケ崎２丁目		馬橋

		196		八ケ崎３丁目		馬橋

		197		八ケ崎４丁目		馬橋

		198		八ケ崎５丁目		馬橋

		199		八ケ崎６丁目		馬橋

		200		八ケ崎７丁目		馬橋

		201		八ケ崎８丁目		馬橋

		202		八ケ崎緑町		馬橋

		203		金ケ作		常盤平

		204		常盤平１丁目		常盤平

		205		常盤平２丁目		常盤平

		206		常盤平３丁目		常盤平

		207		常盤平４丁目		常盤平

		208		常盤平６丁目		常盤平

		209		常盤平７丁目		常盤平

		210		常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ		常盤平		※住民基本台帳人口にはないが、地域としてはある（人口0人）。 ジュウミン キホン ダイチョウ ジンコウ チイキ ジンコウ ニン

		211		常盤平西窪町		常盤平

		212		常盤平双葉町		常盤平

		213		常盤平柳町		常盤平

		214		常盤平５丁目		五香

		215		五香１丁目		五香

		216		五香２丁目		五香

		217		五香３丁目		五香

		218		五香４丁目		五香

		219		五香５丁目		五香

		220		五香６丁目		五香

		221		五香７丁目		五香

		222		五香８丁目		五香

		223		五香南１丁目		五香

		224		五香南２丁目		五香

		225		五香南３丁目		五香

		226		五香六実		五香

		227		六高台１丁目		六実

		228		六高台２丁目		六実

		229		六高台３丁目		六実

		230		六高台４丁目		六実

		231		六高台５丁目		六実

		232		六高台６丁目		六実

		233		六高台７丁目		六実

		234		六高台８丁目		六実

		235		六高台９丁目		六実

		236		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		六実

		237		六実１丁目		六実

		238		六実２丁目		六実

		239		六実３丁目		六実

		240		六実４丁目		六実

		241		六実５丁目		六実

		242		六実６丁目		六実

		243		六実７丁目		六実

		244		高柳新田		六実





集計（個別）

						令和２年		1		月 ガツ		～		12		月 ガツ

		管理
番号 カンリ バンゴウ		交番 コウバン		　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				人口 ジンコウ		人口補正
（500人未満は、500人とする。） ジンコウ ホセイ ニン ミマン ニン		危険指数
（1人1月あたりの窃盗発生件数×10000） キケン シスウ ニン ツキ セットウ ハッセイ ケンスウ		危険度
判定
（1～5） キケンド ハンテイ				偏差値
（特に使用していない。） ヘンサチ トク シヨウ

																								うち
施錠なし セジョウ

		1		駅前		樋野口		0		2		0		2		4		+ 3				3		2		- 5				3,312		3,312		1.006		3				58.31

		2		駅前		根本		1		1		0		2		4		- 4				14		3		- 12				6,177		6,177		0.540		3				50.53

		3		駅前		本町		0		1		0		3		4		- 3				11		5		- 2				1,265		1,265		2.635		5				85.48

		4		駅前		小山		0		1		0		0		1		- 4				4		2		+ 2				5,632		5,632		0.148		1				43.99

		5		駅前		松戸		3		3		0		11		17		- 6				40		18		- 31				16,950		16,950		0.836		3				55.47

		6		小根本		竹ケ花		0		0		1		0		1		- 2				2		1		- 2				1,603		1,603		0.520		3				50.20

		7		小根本		吉井町		0		0		0		0		0		- 1				1		1		±0				838		838		0.000		1				41.52

		8		小根本		小根本		1		0		0		0		1		+ 1				4		3		+ 2				3,193		3,193		0.261		1				45.88

		9		小根本		緑ケ丘１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				980		980		0.000		1				41.52

		10		小根本		緑ケ丘２丁目		1		0		0		0		1		+ 1				0		0		±0				765		765		1.089		4				59.70

		11		小根本		胡録台		1		0		0		2		3		- 1				7		4		+ 4				5,954		5,954		0.420		3				48.53

		12		小根本		岩瀬		0		2		1		1		4		+ 1				3		1		±0				4,346		4,346		0.767		3				54.32

		13		北松戸		中根		0		0		0		0		0		±0				1		1		±0				1,185		1,185		0.000		1				41.52

		14		北松戸		新作		1		0		0		0		1		- 6				2		1		- 2				3,731		3,731		0.223		1				45.25

		15		北松戸		中和倉		0		0		0		0		0		- 7				0		0		- 2				4,251		4,251		0.000		1				41.52

		16		北松戸		北松戸１丁目		0		0		0		1		1		±0				3		1		±0				518		518		1.609		4				68.36

		17		北松戸		北松戸２丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		- 1				1,342		1,342		0.000		1				41.52

		18		北松戸		北松戸３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				768		768		0.000		1				41.52

		19		北松戸		上本郷		6		4		0		5		15		- 10				30		11		- 8				17,255		17,255		0.724		3				53.61

		20		北松戸		南花島		0		0		0		0		0		±0				1		0		±0				437		500		0.000		1				41.52

		21		北松戸		南花島１丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 2				1,043		1,043		0.000		1				41.52

		22		北松戸		南花島２丁目		0		1		0		0		1		+ 1				1		1		±0				825		825		1.010		4				58.38

		23		北松戸		南花島３丁目		1		0		0		0		1		±0				0		0		- 2				1,369		1,369		0.609		3				51.68

		24		北松戸		南花島４丁目		0		0		0		0		0		- 3				1		0		±0				930		930		0.000		1				41.52

		25		北松戸		南花島中町 ナカ マチ		0		0		0		0		0		- 2				1		1		- 3				223		500		0.000		1				41.52

		26		新松戸		横須賀１丁目		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		- 2				1,198		1,198		0.696		3				53.13

		27		新松戸		横須賀２丁目		1		1		0		2		4		+ 2				0		0		±0				1,632		1,632		2.042		5				75.60

		28		新松戸		新松戸北１丁目 キタ		0		0		0		0		0		- 1				3		2		- 2				1,988		1,988		0.000		1				41.52

		29		新松戸		新松戸北２丁目 キタ		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 4				2,262		2,262		0.000		1				41.52

		30		新松戸		新松戸１丁目		0		0		0		3		3		- 7				19		10		- 11				2,063		2,063		1.212		4				61.74

		31		新松戸		新松戸２丁目		0		0		0		1		1		- 1				15		9		- 4				1,080		1,080		0.772		3				54.40

		32		新松戸		新松戸３丁目		0		0		0		6		6		+ 1				18		10		+ 3				7,576		7,576		0.660		3				52.53

		33		新松戸		新松戸４丁目		0		0		0		4		4		+ 1				11		6		- 2				3,996		3,996		0.834		3				55.44

		34		新松戸		新松戸５丁目		0		0		0		0		0		- 2				3		3		+ 3				3,600		3,600		0.000		1				41.52

		35		新松戸		新松戸６丁目		1		0		0		0		1		- 4				3		1		- 5				4,028		4,028		0.207		1				44.98

		36		新松戸		新松戸７丁目		1		0		0		2		3		- 3				2		1		- 1				7,032		7,032		0.356		3				47.46

		37		新松戸		新松戸東		0		0		0		1		1		+ 1				1		1		- 1				915		915		0.911		3				56.72

		38		新松戸		幸谷		0		0		0		1		1		- 2				7		4		- 15				3,449		3,449		0.242		1				45.56

		39		栄町		栄町西１丁目		0		1		0		2		3		+ 2				2		0		+ 1				1,039		1,039		2.406		5				81.67

		40		栄町		栄町西２丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		1		±0				662		662		0.000		1				41.52

		41		栄町		栄町西３丁目		0		0		0		0		0		- 2				0		0		±0				1,371		1,371		0.000		1				41.52

		42		栄町		栄町西４丁目		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		±0				707		707		1.179		4				61.19

		43		栄町		栄町西５丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				933		933		0.000		1				41.52

		44		栄町		栄町１丁目		1		0		0		0		1		- 4				1		1		- 4				874		874		0.953		3				57.43

		45		栄町		栄町２丁目		0		0		0		0		0		- 3				3		2		+ 1				883		883		0.000		1				41.52

		46		栄町		栄町３丁目		0		1		0		0		1		+ 1				1		0		- 2				1,360		1,360		0.613		3				51.75

		47		栄町		栄町４丁目		0		2		0		1		3		+ 2				0		0		- 1				1,101		1,101		2.271		5				79.41

		48		栄町		栄町５丁目		1		0		0		1		2		- 2				1		1		+ 1				1,592		1,592		1.047		4				58.99

		49		栄町		栄町６丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		1		- 6				1,334		1,334		0.000		1				41.52

		50		栄町		栄町７丁目		0		0		0		0		0		- 2				2		2		±0				2,118		2,118		0.000		1				41.52

		51		栄町		栄町８丁目		1		0		0		1		2		±0				0		0		- 1				2,293		2,293		0.727		3				53.65

		52		栄町		古ケ崎		0		1		0		2		3		- 3				4		2		±0				3,094		3,094		0.808		3				55.00

		53		栄町		古ケ崎１丁目		0		0		0		1		1		±0				0		0		- 2				792		792		1.052		4				59.08

		54		栄町		古ケ崎２丁目		0		1		1		2		4		+ 3				1		0		- 1				2,451		2,451		1.360		4				64.21

		55		栄町		古ケ崎３丁目		0		0		0		2		2		- 7				1		1		- 2				2,311		2,311		0.721		3				53.56

		56		栄町		古ケ崎４丁目		0		1		0		0		1		- 1				3		2		±0				2,460		2,460		0.339		2				47.18

		57		栄町		中根長津町		0		1		0		1		2		+ 1				1		0		+ 1				1,089		1,089		1.530		4				67.06

		58		栄町		南花島向町 ム マチ		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		±0				65		500		1.667		5				69.33

		59		栄町		竹ケ花西町 ニシ マチ		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 2				933		933		0.000		1				41.52

		60		馬橋西		七右衛門新田		0		0		0		0		0		- 1				1		1		+ 1				175		500		0.000		1				41.52

		61		馬橋西		主水新田 シュ スイ シン タ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				188		500		0.000		1				41.52

		62		馬橋西		旭町１丁目		0		0		0		0		0		±0				2		2		±0				43		500		0.000		1				41.52

		63		馬橋西		旭町２丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				268		500		0.000		1				41.52

		64		馬橋西		旭町３丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 1				130		500		0.000		1				41.52

		65		馬橋西		旭町４丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				61		500		0.000		1				41.52

		66		馬橋西		新松戸南１丁目		0		0		0		1		1		- 1				1		1		- 7				2,630		2,630		0.317		2				46.81

		67		馬橋西		新松戸南２丁目		0		0		0		1		1		- 2				0		0		- 3				1,553		1,553		0.537		3				50.48

		68		馬橋西		新松戸南３丁目		0		0		0		0		0		- 5				0		0		±0				1,879		1,879		0.000		1				41.52

		69		馬橋西		西馬橋１丁目		0		2		0		0		2		- 2				4		3		±0				2,624		2,624		0.635		3				52.12

		70		馬橋西		西馬橋２丁目		0		0		0		1		1		- 2				0		0		- 2				1,687		1,687		0.494		3				49.77

		71		馬橋西		西馬橋３丁目		0		0		0		0		0		- 3				2		2		+ 2				2,251		2,251		0.000		1				41.52

		72		馬橋西		西馬橋４丁目		1		0		0		1		2		- 1				1		1		- 1				2,263		2,263		0.736		3				53.81

		73		馬橋西		西馬橋５丁目		0		1		0		0		1		- 1				0		0		- 1				931		931		0.895		3				56.46

		74		馬橋西		西馬橋相川町		0		0		0		0		0		- 1				1		0		- 1				1,278		1,278		0.000		1				41.52

		75		馬橋西		西馬橋蔵元町		1		0		0		1		2		- 2				12		5		- 5				1,675		1,675		0.995		3				58.12

		76		馬橋西		西馬橋広手町		0		1		0		0		1		+ 1				0		0		±0				989		989		0.843		3				55.58

		77		馬橋西		西馬橋幸町		0		1		0		0		1		- 1				12		5		+ 2				1,436		1,436		0.580		3				51.21

		78		八柱		千駄堀		1		1		0		8		10		+ 2				1		1		- 3				6,461		6,461		1.290		4				63.04

		79		八柱		常盤平陣屋前		0		0		0		2		2		±0				3		1		±0				1,673		1,673		0.996		3				58.14

		80		八柱		日暮		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				105		500		0.000		1				41.52

		81		八柱		日暮１丁目		0		0		0		1		1		- 6				20		13		- 6				867		867		0.961		3				57.56

		82		八柱		日暮２丁目		1		0		1		1		3		+ 1				5		2		+ 1				1,024		1,024		2.441		5				82.25

		83		八柱		日暮３丁目		0		0		0		1		1		- 1				6		6		- 15				1,439		1,439		0.579		3				51.19

		84		八柱		日暮４丁目		0		1		0		0		1		+ 1				1		0		+ 1				845		845		0.986		3				57.98

		85		八柱		日暮５丁目		0		0		0		1		1		- 1				3		1		+ 2				1,440		1,440		0.579		3				51.18

		86		八柱		日暮６丁目		0		0		0		0		0		- 1				2		2		- 2				771		771		0.000		1				41.52

		87		八柱		日暮７丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		0		±0				1,834		1,834		0.000		1				41.52

		88		八柱		日暮８丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		±0				678		678		0.000		1				41.52

		89		八柱		牧の原１丁目		0		0		0		0		0		- 1				4		3		±0				2,426		2,426		0.000		1				41.52

		90		八柱		牧の原２丁目		1		0		0		0		1		+ 1				3		2		- 2				2,226		2,226		0.374		3				47.77

		91		八柱		河原塚		1		0		0		0		1		- 1				4		2		- 4				6,035		6,035		0.138		1				43.83

		92		稔台		仲井町１丁目		0		0		0		0		0		- 3				0		0		±0				778		778		0.000		1				41.52

		93		稔台		仲井町２丁目		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		- 1				776		776		1.074		4				59.44

		94		稔台		仲井町３丁目		0		0		0		1		1		+ 1				3		1		+ 3				673		673		1.238		4				62.18

		95		稔台		松戸新田		7		3		1		3		14		+ 4				9		6		- 6				15,654		15,654		0.745		3				53.96

		96		稔台		野菊野		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				1,276		1,276		0.000		1				41.52

		97		稔台		稔台		1		0		0		0		1		+ 1				2		0		±0				889		889		0.937		3				57.16

		98		稔台		稔台１丁目 ミノル ダイ		1		0		0		0		1		- 1				1		0		- 3				2,336		2,336		0.357		3				47.48

		99		稔台		稔台２丁目 ミノル ダイ		1		1		0		0		2		+ 2				1		0		- 1				2,267		2,267		0.735		3				53.79

		100		稔台		稔台３丁目 ミノル ダイ		0		0		0		3		3		+ 3				3		3		±0				2,963		2,963		0.844		3				55.60

		101		稔台		稔台４丁目 ミノル ダイ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				436		500		0.000		1				41.52

		102		稔台		稔台５丁目 ミノル ダイ		0		0		0		1		1		±0				0		0		- 1				311		500		1.667		5				69.33

		103		稔台		稔台６丁目 ミノル ダイ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				3		500		0.000		1				41.52

		104		稔台		稔台７丁目 ミノル ダイ		0		1		0		0		1		±0				3		1		- 1				3,566		3,566		0.234		1				45.42

		105		稔台		稔台８丁目 ミノル ダイ		4		0		0		0		4		+ 3				0		0		- 1				1,439		1,439		2.316		5				80.17

		106		松飛台		牧の原		0		0		0		2		2		- 3				0		0		- 5				3,389		3,389		0.492		3				49.73

		107		松飛台		五香西１丁目 ニシ		0		0		0		0		0		±0				2		1		+ 2				1,584		1,584		0.000		1				41.52

		108		松飛台		五香西２丁目 ニシ		0		0		0		1		1		- 3				1		1		- 1				2,577		2,577		0.323		2				46.92

		109		松飛台		五香西３丁目 ニシ		1		0		0		0		1		- 2				0		0		- 2				2,121		2,121		0.393		3				48.08

		110		松飛台		五香西４丁目 ニシ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				706		706		0.000		1				41.52

		111		松飛台		五香西５丁目 ニシ		0		0		0		0		0		- 1				1		0		+ 1				375		500		0.000		1				41.52

		112		松飛台		五香西６丁目 ニシ		1		0		0		0		1		±0				0		0		±0				419		500		1.667		5				69.33

		113		松飛台		松飛台		3		0		1		1		5		- 1				2		1		- 1				8,074		8,074		0.516		3				50.13

		114		松飛台		串崎新田		0		0		0		1		1		- 1				2		1		+ 1				1,830		1,830		0.455		3				49.12

		115		松飛台		串崎南町		1		0		1		0		2		+ 1				1		1		+ 1				1,539		1,539		1.083		4				59.59

		116		２０Ｃ		美野里町		1		0		0		0		1		+ 1				2		1		- 1				1,142		1,142		0.730		3				53.70

		117		２０Ｃ		柿の木町		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				587		587		0.000		1				41.52

		118		２０Ｃ		中松町		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		- 7				764		764		1.091		4				59.72

		119		２０Ｃ		萩町		1		0		0		0		1		+ 1				1		0		- 2				1,739		1,739		0.479		3				49.52

		120		２０Ｃ		戸山町		0		1		0		0		1		+ 1				0		0		- 1				841		841		0.991		3				58.06

		121		２０Ｃ		梨元町		0		0		0		0		0		±0				1		1		+ 1				655		655		0.000		1				41.52

		122		２０Ｃ		丸山町		0		1		0		0		1		- 1				0		0		- 1				688		688		1.211		4				61.73

		123		２０Ｃ		和名ケ谷		1		0		0		2		3		- 1				2		0		- 5				6,439		6,439		0.388		3				48.00

		124		２０Ｃ		大橋		1		1		0		1		3		+ 2				2		2		+ 1				3,358		3,358		0.744		3				53.94

		125		２０Ｃ		秋山		1		0		0		0		1		- 1				2		2		- 1				3,298		3,298		0.253		1				45.74

		126		２０Ｃ		秋山１丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		±0				1,796		1,796		0.000		1				41.52

		127		矢切		上矢切		3		0		0		3		6		- 6				2		2		- 3				4,413		4,413		1.133		4				60.43

		128		矢切		中矢切		0		0		0		0		0		- 3				1		1		- 2				1,162		1,162		0.000		1				41.52

		129		矢切		下矢切		0		0		0		1		1		- 3				6		3		+ 6				3,717		3,717		0.224		1				45.26

		130		矢切		三矢小台１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				474		500		0.000		1				41.52

		131		矢切		三矢小台２丁目		0		0		0		0		0		- 2				0		0		±0				702		702		0.000		1				41.52

		132		矢切		三矢小台３丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				997		997		0.000		1				41.52

		133		矢切		三矢小台４丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				863		863		0.000		1				41.52

		134		矢切		三矢小台５丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				1,144		1,144		0.000		1				41.52

		135		矢切		栗山		0		0		0		3		3		+ 1				2		0		±0				2,108		2,108		1.186		4				61.31

		136		東松戸		田中新田		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				281		500		0.000		1				41.52

		137		東松戸		紙敷		0		3		0		2		5		+ 3				2		2		- 2				2,233		2,233		1.866		5				72.65

		138		東松戸		紙敷１丁目		0		0		0		2		2		+ 2				2		2		- 2				1,237		1,237		1.347		4				64.00

		139		東松戸		紙敷２丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				22		500		0.000		1				41.52

		140		東松戸		紙敷３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				205		500		0.000		1				41.52

		141		東松戸		東松戸１丁目		0		1		0		1		2		+ 2				1		1		- 1				3,110		3,110		0.536		3				50.46

		142		東松戸		東松戸２丁目		0		0		0		0		0		- 5				10		7		- 17				2,875		2,875		0.000		1				41.52

		143		東松戸		東松戸３丁目		0		1		0		0		1		- 3				1		1		- 4				1,174		1,174		0.710		3				53.37

		144		東松戸		東松戸４丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		+ 1				638		638		0.000		1				41.52

		145		東松戸		高塚新田		2		1		0		7		10		- 10				9		5		- 10				12,458		12,458		0.669		3				52.68

		146		東松戸		秋山２丁目		0		2		0		0		2		+ 1				0		0		- 2				1,557		1,557		1.070		4				59.38

		147		東松戸		秋山３丁目		1		0		0		0		1		±0				1		1		- 1				1,557		1,557		0.535		3				50.45

		148		小金		幸田 サイワイ タ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				21		500		0.000		1				41.52

		149		小金		幸田１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				563		563		0.000		1				41.52

		150		小金		幸田２丁目		0		0		0		0		0		±0				1		0		+ 1				947		947		0.000		1				41.52

		151		小金		幸田３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				705		705		0.000		1				41.52

		152		小金		幸田４丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				301		500		0.000		1				41.52

		153		小金		幸田５丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				1,141		1,141		0.000		1				41.52

		154		小金		中金杉１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				893		893		0.000		1				41.52

		155		小金		中金杉２丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				337		500		0.000		1				41.52

		156		小金		中金杉３丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				577		577		0.000		1				41.52

		157		小金		中金杉４丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				644		644		0.000		1				41.52

		158		小金		中金杉５丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				566		566		0.000		1				41.52

		159		小金		大金平１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				866		866		0.000		1				41.52

		160		小金		大金平２丁目		0		0		0		1		1		±0				3		2		+ 2				969		969		0.860		3				55.87

		161		小金		大金平３丁目		0		0		0		1		1		+ 1				0		0		- 1				705		705		1.182		4				61.24

		162		小金		大金平４丁目		2		0		0		0		2		+ 2				2		1		- 1				1,246		1,246		1.338		4				63.84

		163		小金		大金平５丁目		0		1		0		0		1		±0				0		0		±0				1,292		1,292		0.645		3				52.28

		164		小金		大谷口		0		0		0		2		2		- 1				4		3		+ 1				3,025		3,025		0.551		3				50.72

		165		小金		平賀		1		0		0		0		1		±0				5		4		+ 4				2,375		2,375		0.351		2				47.38

		166		小金		殿平賀		0		0		0		0		0		- 7				3		2		- 1				2,820		2,820		0.000		1				41.52

		167		小金		東平賀		1		1		0		1		3		±0				5		4		- 2				3,934		3,934		0.635		3				52.13

		168		小金		小金		0		0		0		6		6		+ 3				14		8		±0				4,353		4,353		1.149		4				60.69

		169		小金		小金きよしケ丘１丁目		1		0		0		0		1		+ 1				3		0		+ 1				868		868		0.960		3				57.54

		170		小金		小金きよしケ丘２丁目		0		0		0		0		0		±0				2		1		±0				1,050		1,050		0.000		1				41.52

		171		小金		小金きよしケ丘３丁目		0		1		0		0		1		- 1				1		0		+ 1				1,393		1,393		0.598		3				51.50

		172		小金		小金清志町１丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				414		500		0.000		1				41.52

		173		小金		小金清志町２丁目		0		0		0		0		0		- 2				0		0		±0				930		930		0.000		1				41.52

		174		小金		小金清志町３丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		+ 1				902		902		0.000		1				41.52

		175		小金		小金上総町		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				1,245		1,245		0.000		1				41.52

		176		小金原		根木内		1		0		0		3		4		±0				3		3		+ 1				4,154		4,154		0.802		3				54.91

		177		小金原		久保平賀		0		0		0		0		0		±0				1		0		+ 1				1,327		1,327		0.000		1				41.52

		178		小金原		小金きよしケ丘４丁目		0		0		0		0		0		- 1				1		1		±0				674		674		0.000		1				41.52

		179		小金原		小金きよしケ丘５丁目		0		0		0		0		0		±0				1		0		+ 1				345		500		0.000		1				41.52

		180		小金原		小金原１丁目		0		0		0		0		0		±0				1		0		+ 1				1,919		1,919		0.000		1				41.52

		181		小金原		小金原２丁目		0		0		0		0		0		- 2				0		0		- 1				1,228		1,228		0.000		1				41.52

		182		小金原		小金原３丁目		0		0		0		2		2		- 1				0		0		- 4				2,936		2,936		0.568		3				50.99

		183		小金原		小金原４丁目		1		0		0		1		2		- 2				3		2		+ 1				2,339		2,339		0.713		3				53.41

		184		小金原		小金原５丁目		1		0		0		0		1		- 3				2		1		- 1				2,466		2,466		0.338		2				47.16

		185		小金原		小金原６丁目		1		0		0		1		2		- 1				4		1		- 1				2,906		2,906		0.574		3				51.09

		186		小金原		小金原７丁目		0		1		0		0		1		- 3				3		1		+ 3				3,056		3,056		0.273		2				46.07

		187		小金原		小金原８丁目		1		0		0		0		1		±0				0		0		±0				1,611		1,611		0.517		3				50.15

		188		小金原		小金原９丁目		0		2		0		2		4		+ 3				0		0		- 2				2,355		2,355		1.415		4				65.14

		189		小金原		栗ケ沢		0		0		0		3		3		+ 2				3		1		+ 3				1,850		1,850		1.351		4				64.07

		190		馬橋		二ツ木		0		0		0		2		2		- 5				3		1		- 2				5,515		5,515		0.302		2				46.57

		191		馬橋		二ツ木二葉町 フタ ハ マチ		0		0		0		0		0		±0				1		1		+ 1				559		559		0.000		1				41.52

		192		馬橋		三ケ月		1		0		0		1		2		- 4				2		1		- 3				2,984		2,984		0.559		3				50.84

		193		馬橋		馬橋		2		0		0		3		5		- 10				17		9		- 8				6,970		6,970		0.598		3				51.50

		194		馬橋		八ケ崎１丁目		0		0		0		0		0		- 2				1		1		±0				1,290		1,290		0.000		1				41.52

		195		馬橋		八ケ崎２丁目		0		1		0		2		3		+ 3				2		2		- 2				1,761		1,761		1.420		4				65.21

		196		馬橋		八ケ崎３丁目		1		0		0		0		1		±0				1		1		±0				3,017		3,017		0.276		2				46.13

		197		馬橋		八ケ崎４丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				1,369		1,369		0.000		1				41.52

		198		馬橋		八ケ崎５丁目		0		0		0		2		2		±0				0		0		- 1				2,137		2,137		0.780		3				54.54

		199		馬橋		八ケ崎６丁目		0		0		0		2		2		- 2				0		0		- 3				2,928		2,928		0.569		3				51.02

		200		馬橋		八ケ崎７丁目		0		0		0		0		0		- 2				3		1		+ 2				2,552		2,552		0.000		1				41.52

		201		馬橋		八ケ崎８丁目		0		0		0		1		1		- 3				9		5		+ 4				1,445		1,445		0.577		3				51.15

		202		馬橋		八ケ崎緑町		0		0		0		0		0		- 2				1		1		±0				1,013		1,013		0.000		1				41.52

		203		常盤平		金ケ作		1		0		0		7		8		- 4				22		12		- 1				7,806		7,806		0.854		3				55.77

		204		常盤平		常盤平１丁目		0		0		0		0		0		- 1				4		2		- 5				2,024		2,024		0.000		1				41.52

		205		常盤平		常盤平２丁目		3		0		0		1		4		+ 2				7		3		- 6				3,530		3,530		0.944		3				57.28

		206		常盤平		常盤平３丁目		0		0		0		0		0		- 6				6		3		- 2				4,161		4,161		0.000		1				41.52

		207		常盤平		常盤平４丁目		3		0		0		2		5		+ 2				4		2		±0				5,256		5,256		0.793		3				54.75

		208		常盤平		常盤平６丁目		2		0		0		1		3		+ 1				4		1		±0				1,938		1,938		1.290		4				63.05

		209		常盤平		常盤平７丁目		3		0		0		1		4		+ 3				2		1		+ 1				3,000		3,000		1.111		4				60.06

		210		常盤平		常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				0		500		0.000		1				41.52

		211		常盤平		常盤平西窪町		1		1		0		0		2		±0				1		0		- 2				2,059		2,059		0.809		3				55.03

		212		常盤平		常盤平双葉町		0		0		0		0		0		±0				3		2		±0				1,703		1,703		0.000		1				41.52

		213		常盤平		常盤平柳町		1		0		0		0		1		±0				0		0		- 3				1,524		1,524		0.547		3				50.65

		214		五香		常盤平５丁目		0		2		0		2		4		+ 1				10		7		±0				1,765		1,765		1.889		5				73.03

		215		五香		五香１丁目		0		0		0		0		0		- 1				4		3		- 4				1,538		1,538		0.000		1				41.52

		216		五香		五香２丁目		1		0		0		0		1		- 1				2		2		+ 1				2,089		2,089		0.399		3				48.18

		217		五香		五香３丁目		1		0		0		0		1		- 1				4		4		+ 4				1,286		1,286		0.648		3				52.33

		218		五香		五香４丁目		0		0		0		0		0		- 3				3		1		+ 1				2,610		2,610		0.000		1				41.52

		219		五香		五香５丁目		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				496		500		0.000		1				41.52

		220		五香		五香６丁目		0		0		0		0		0		±0				1		0		- 1				1,117		1,117		0.000		1				41.52

		221		五香		五香７丁目		1		0		0		2		3		+ 2				3		1		±0				2,246		2,246		1.113		4				60.09

		222		五香		五香８丁目		0		1		0		0		1		+ 1				1		1		- 2				978		978		0.852		3				55.74

		223		五香		五香南１丁目		0		0		0		0		0		- 1				2		0		- 5				884		884		0.000		1				41.52

		224		五香		五香南２丁目		3		0		2		1		6		+ 6				3		1		- 3				2,060		2,060		2.427		5				82.02

		225		五香		五香南３丁目		0		0		0		3		3		+ 1				2		1		+ 1				1,192		1,192		2.097		5				76.51

		226		五香		五香六実		0		0		0		0		0		±0				1		 		±0				339		500		0.000		1				41.52

		227		六実		六高台１丁目		0		0		0		0		0		- 2				0		0		- 2				681		681		0.000		1				41.52

		228		六実		六高台２丁目		1		0		0		0		1		±0				1		1		- 4				1,489		1,489		0.560		3				50.86

		229		六実		六高台３丁目		0		0		0		1		1		±0				0		0		- 2				1,316		1,316		0.633		3				52.09

		230		六実		六高台４丁目		3		0		0		0		3		+ 1				3		3		- 1				1,675		1,675		1.493		4				66.42

		231		六実		六高台５丁目		0		0		0		0		0		- 6				2		1		±0				2,342		2,342		0.000		1				41.52

		232		六実		六高台６丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		±0				1,182		1,182		0.000		1				41.52

		233		六実		六高台７丁目		0		0		0		0		0		- 1				2		2		- 5				3,009		3,009		0.000		1				41.52

		234		六実		六高台８丁目		1		0		0		0		1		- 1				0		0		- 5				2,736		2,736		0.305		2				46.61

		235		六実		六高台９丁目		0		0		0		0		0		- 2				0		0		- 2				1,051		1,051		0.000		1				41.52

		236		六実		六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ		0		0		0		0		0		- 1				0		0		±0				346		500		0.000		1				41.52

		237		六実		六実１丁目		2		0		0		2		4		+ 3				2		2		- 1				1,259		1,259		2.648		5				85.69

		238		六実		六実２丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 1				1,258		1,258		0.000		1				41.52

		239		六実		六実３丁目		0		0		0		1		1		- 2				2		1		- 4				1,627		1,627		0.512		3				50.07

		240		六実		六実４丁目		0		0		0		0		0		- 1				3		0		- 11				750		750		0.000		1				41.52

		241		六実		六実５丁目		0		0		0		0		0		- 1				0		0		- 2				871		871		0.000		1				41.52

		242		六実		六実６丁目		0		0		0		1		1		- 2				0		0		- 3				1,594		1,594		0.523		3				50.25

		243		六実		六実７丁目		0		0		0		0		0		±0				1		1		+ 1				206		500		0.000		1				41.52

		244		六実		高柳新田		0		0		0		0		0		±0				0		0		- 1				329		500		0.000		1				41.52



&P/&N	&A


・入力シートから、必要な情報のみを取り出し、基本データを作成する重要なシートです。
・入力シートの行に対応しているので、入力シートの行を必ず管理番号順にしてください。

・人口は、人口リストから、町名ベースで抽出しています【VLOOKUP】。数式の修正は、基本的に不要です。
・町名が増減した場合は、表の中間（同一交番の間）に行を挿入してから、改めて管理番号順に町名を入力し直してください（交番ごとの集計にあたり、数式の修正が不要になります。）。



集計 (交番)

						令和２年		1		月 ガツ		～		12		月 ガツ

		管理
番号 カンリ バンゴウ		交番 コウバン		　　　              罪種
   交番名  ツミ タネ コウバン メイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				人口 ジンコウ		人口補正
（500人未満は、500人とする。） ジンコウ ホセイ ニン ミマン ニン		危険指数
（1人1月あたりの窃盗発生件数×10000） キケン シスウ ニン ツキ セットウ ハッセイ ケンスウ		危険度
判定
（1～5） キケンド ハンテイ				偏差値
（特に使用していない。） ヘンサチ トク シヨウ

																								うち
施錠なし セジョウ

		交番 コウバン		1		駅前 エキマエ		4		8		0		18		30		- 14				72		30		- 48				33,336				0.750		5				63.14

		交番 コウバン		2		小根本 コネモト		3		2		2		3		10		- 1				17		10		+ 4				17,679				0.471		2				42.03

		交番 コウバン		3		北松戸 キタマツド		8		5		0		6		19		- 28				41		17		- 21				33,877				0.467		1				41.73

		交番 コウバン		4		新松戸 シンマツド		3		1		0		21		25		- 14				82		47		- 41				40,819				0.510		2				44.98

		交番 コウバン		5		栄町 サカエチョウ		3		8		1		15		27		- 16				22		13		- 17				29,462				0.764		5				64.18

		交番 コウバン		6		馬橋西 マバシ ニシ		2		5		0		5		12		- 23				36		20		- 16				22,061				0.453		1				40.66

		交番 コウバン		7		八柱 ヤバシラ		4		2		1		14		21		- 7				54		34		- 28				27,824				0.629		4				53.97

		交番 コウバン		8		稔台 ミノリダイ		14		5		1		9		29		+ 11				22		11		- 12				33,367				0.724		5				61.19

		交番 コウバン		9		松飛台 マツヒダイ		6		0		2		5		13		- 10				9		5		- 4				22,614				0.479		2				42.61

		交番 コウバン		10		２０C		5		3		0		4		12		+ 3				11		7		- 16				21,307				0.469		2				41.87

		交番 コウバン		11		矢切 ヤギリ		3		0		0		7		10		- 14				11		6		+ 1				15,580				0.535		3				46.84

		交番 コウバン		12		東松戸 ヒガシ マツド		3		8		0		12		23		- 10				27		20		- 38				27,347				0.701		5				59.42

		交番 コウバン		13		小金 コガネ		5		3		0		11		19		- 6				44		26		+ 5				35,082				0.451		1				40.51

		交番 コウバン		14		小金原 コガネハラ		5		3		0		12		20		- 8				22		10		+ 2				29,166				0.571		3				49.61

		交番 コウバン		15		馬橋 マバシ		4		1		0		13		18		- 28				40		23		- 12				33,540				0.447		1				40.20

		交番 コウバン		16		常盤平 トキワダイラ		14		1		0		12		27		- 3				53		26		- 18				33,001				0.682		4				57.98

		交番 コウバン		17		五香 ゴコウ		6		3		2		8		19		+ 4				36		21		- 8				18,600				0.851		5				70.82

		交番 コウバン		18		六実 ムツミ		7		0		0		5		12		- 16				17		12		- 43				23,721				0.422		1				38.25

														計列の合計→ ケイ レツ ゴウケイ		346														498,383		←人口列の合計 ジンコウ レツ ゴウケイ

														集計（町名）シートの窃盗犯罪件数合計→ シュウケイ チョウ メイ セットウ ハンザイ ケンスウ ゴウケイ		346														498,383		←集計（町名）シートの人口列の合計 シュウケイ チョウ メイ ジンコウ レツ ゴウケイ

														上記２つが同数であればOK→ ジョウキ ドウスウ		TRUE														TRUE		←上記２つが同数であればOK ジョウキ ドウスウ



&P/&N	&A


・集計（町名）シートから、交番ごとに集計したシートです。

・危険度判定の基準は、個別（町名ごと）と異なります。
・元データは全て集計（個別）シートです。
・交番の範囲の選択に誤りがなければ、犯罪発生マップ貼り付け用の合計（青色セル）と同一になるはずです。



危険度算出

		危険度（1～5）の算出根拠 キケンド サンシュツ コンキョ



		★個別（町名ごと）の危険度判定 コベツ チョウ メイ キケンド ハンテイ																		★交番ごとの危険度判定 コウバン キケンド ハンテイ

		③		下位10の平均 シタ ヘイキン				2.317												③		下位3の平均 シタ ヘイキン				0.788

		（③－①）/３×２＋①				危険度5 キケンド		1.663		1.663		～		2.317		0.65				（③－①）/３×２＋①				危険度5 キケンド		0.700		0.700		～		0.788		0.09

		（③－①）/３＋①				危険度4 キケンド		1.008		1.008		～		1.663		0.65				（③－①）/３＋①				危険度4 キケンド		0.611		0.611		～		0.700		0.09

		①		中央値 チュウオウ チ		危険度3 キケンド		0.353		0.353		～		1.008		0.65				①		中央値 チュウオウ チ		危険度3 キケンド		0.523		0.523		～		0.611		0.09

		（①－②）/３＋②				危険度2 キケンド		0.265		0.265		～		0.353		0.09				（①－②）/３＋②				危険度2 キケンド		0.468		0.468		～		0.523		0.06

						危険度１ キケンド				0.220		～		0.265		0.04								危険度１ キケンド				0.440		～		0.468		0.03

		②		上位10の平均 ウエ ヘイキン				0.220												②		上位3の平均 ウエ ヘイキン				0.440



				・危険指数（1人1月あたりの窃盗発生件数）ワースト10 キケン シスウ																		・危険指数（1人1月あたりの窃盗発生件数）ワースト3 キケン シスウ

						ワースト1位 イ		2.648																ワースト1位 イ		0.851

						ワースト2位 イ		2.635																ワースト2位 イ		0.764

						ワースト3位 イ		2.441																ワースト3位 イ		0.750

						ワースト4位 イ		2.427

						ワースト5位 イ		2.406

						ワースト6位 イ		2.316

						ワースト7位 イ		2.271

						ワースト8位 イ		2.097

						ワースト9位 イ		2.042

						ワースト10位 イ		1.889



				・危険指数（1人1月あたりの窃盗発生件数）ベスト10（ただし、0.00を除く。） キケン シスウ ノゾ																		・危険指数（1人1月あたりの窃盗発生件数）ベスト3 キケン シスウ

						ベスト1位 イ		0.138																ベスト1位 イ		0.422

						ベスト2位 イ		0.148																ベスト2位 イ		0.447

						ベスト3位 イ		0.207																ベスト3位 イ		0.451

						ベスト4位 イ		0.223

						ベスト5位 イ		0.224

						ベスト6位 イ		0.234

						ベスト7位 イ		0.242

						ベスト8位 イ		0.253

						ベスト9位 イ		0.261

						ベスト10位 イ		0.273













・危険度の判定基準を算出するためのシートです。

・集計シート（個別・交番）から危険指数の上位下位をピックアップし、判定基準を計算しています。
・この危険度判定基準を用いて、集計シート（個別・交番）の危険度判定欄が入力されます。



犯罪発生マップ貼り付け用

				令和２年		1		月 ガツ		～		12		月 ガツ

		1　駅前 エキマエ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				樋野口				2				2		4		+ 3				3		2		- 5				3

				根本		1		1				2		4		- 4				14		3		- 12				3

				本町				1				3		4		- 3				11		5		- 2				5

				小山				1						1		- 4				4		2		+ 2				1

				松戸		3		3				11		17		- 6				40		18		- 31				3

		駅前 エキマエ		計 ケイ		4		8		0		18		30		- 14				72		30		- 43				5



		2　小根本 コネモト

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				竹ケ花						1				1		- 2				2		1		- 2				3

				吉井町										0		- 1				1		1		±0				1

				小根本		1								1		+ 1				4		3		+ 2				1

				緑ケ丘１丁目										0		±0								±0				1

				緑ケ丘２丁目		1								1		+ 1								±0				4

				胡録台		1						2		3		- 1				7		4		+ 4				3

				岩瀬				2		1		1		4		+ 1				3		1		±0				3

		小根本 コネモト		計 ケイ		3		2		2		3		10		- 1				17		10		+ 4				2



		3　北松戸 キタマツド

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				中根										0		±0				1		1		±0				1

				新作		1								1		- 6				2		1		- 2				1

				中和倉										0		- 7								- 2				1

				北松戸１丁目								1		1		±0				3		1		±0				4

				北松戸２丁目										0		±0				1		1		- 1				1

				北松戸３丁目										0		±0								- 1				1

				上本郷		6		4				5		15		- 10				30		11		- 8				3

				南花島										0		±0				1				±0				1

				南花島１丁目										0		- 1								- 2				1

				南花島２丁目				1						1		+ 1				1		1		±0				4

				南花島３丁目		1								1		±0								- 2				3

				南花島４丁目										0		- 3				1				±0				1

				南花島中町 ナカ マチ										0		- 2				1		1		- 3				1

		北松戸 キタマツド		計 ケイ		8		5		0		6		19		- 28				41		17		- 21				1



		4　新松戸 シンマツド

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				横須賀１丁目								1		1		+ 1								- 2				3

				横須賀２丁目		1		1				2		4		+ 2								±0				5

				新松戸北１丁目 キタ										0		- 1				3		2		- 2				1

				新松戸北２丁目 キタ										0		±0								- 4				1

				新松戸１丁目								3		3		- 7				19		10		- 11				4

				新松戸２丁目								1		1		- 1				15		9		- 4				3

				新松戸３丁目								6		6		+ 1				18		10		+ 3				3

				新松戸４丁目								4		4		+ 1				11		6		- 2				3

				新松戸５丁目										0		- 2				3		3		+ 3				1

				新松戸６丁目		1								1		- 4				3		1		- 5				1

				新松戸７丁目		1						2		3		- 3				2		1		- 1				3

				新松戸東								1		1		+ 1				1		1		- 1				3

				幸谷								1		1		- 2				7		4		- 15				1

		新松戸 シンマツド		計 ケイ		3		1		0		21		25		- 14				82		47		- 41				2



		5　栄町 サカ マチ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				栄町西１丁目				1				2		3		+ 2				2				+ 1				5

				栄町西２丁目										0		- 1				1		1		±0				1

				栄町西３丁目										0		- 2								±0				1

				栄町西４丁目								1		1		+ 1								±0				4

				栄町西５丁目										0		- 1								±0				1

				栄町１丁目		1								1		- 4				1		1		- 4				3

				栄町２丁目										0		- 3				3		2		+ 1				1

				栄町３丁目				1						1		+ 1				1				- 2				3

				栄町４丁目				2				1		3		+ 2								- 1				5

				栄町５丁目		1						1		2		- 2				1		1		+ 1				4

				栄町６丁目										0		- 1				1		1		- 6				1

				栄町７丁目										0		- 2				2		2		±0				1

				栄町８丁目		1						1		2		±0								- 1				3

				古ケ崎				1				2		3		- 3				4		2		±0				3

				古ケ崎１丁目								1		1		±0								- 2				4

				古ケ崎２丁目				1		1		2		4		+ 3				1				- 1				4

				古ケ崎３丁目								2		2		- 7				1		1		- 2				3

				古ケ崎４丁目				1						1		- 1				3		2		±0				2

				中根長津町				1				1		2		+ 1				1				+ 1				4

				南花島向町 ム マチ								1		1		+ 1								±0				5

				竹ケ花西町 ニシ マチ										0		±0								- 2				1

		栄町 サカエチョウ		計 ケイ		3		8		1		15		27		- 16				22		13		- 17				5



		6　馬橋西 マバシ ニシ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				七右衛門新田										0		- 1				1		1		+ 1				1

				主水新田 シュ スイ シン タ										0		±0								±0				1

				旭町１丁目										0		±0				2		2		±0				1

				旭町２丁目										0		- 1								±0				1

				旭町３丁目										0		- 1								- 1				1

				旭町４丁目										0		±0								±0				1

				新松戸南１丁目								1		1		- 1				1		1		- 7				2

				新松戸南２丁目								1		1		- 2								- 3				3

				新松戸南３丁目										0		- 5								±0				1

				西馬橋１丁目				2						2		- 2				4		3		±0				3

				西馬橋２丁目								1		1		- 2								- 2				3

				西馬橋３丁目										0		- 3				2		2		+ 2				1

				西馬橋４丁目		1						1		2		- 1				1		1		- 1				3

				西馬橋５丁目				1						1		- 1								- 1				3

				西馬橋相川町										0		- 1				1				- 1				1

				西馬橋蔵元町		1						1		2		- 2				12		5		- 5				3

				西馬橋広手町				1						1		+ 1								±0				3

				西馬橋幸町				1						1		- 1				12		5		+ 2				3

		馬橋西 マバシ ニシ		計 ケイ		2		5		0		5		12		- 23				36		20		- 16				1



		7　八柱 ハチ ハシラ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				千駄堀		1		1				8		10		+ 2				1		1		- 3				4

				常盤平陣屋前								2		2		±0				3		1		±0				3

				日暮										0		±0								±0				1

				日暮１丁目								1		1		- 6				20		13		- 6				3

				日暮２丁目		1				1		1		3		+ 1				5		2		+ 1				5

				日暮３丁目								1		1		- 1				6		6		- 15				3

				日暮４丁目				1						1		+ 1				1				+ 1				3

				日暮５丁目								1		1		- 1				3		1		+ 2				3

				日暮６丁目										0		- 1				2		2		- 2				1

				日暮７丁目										0		- 1				1				±0				1

				日暮８丁目										0		±0				1		1		±0				1

				牧の原１丁目										0		- 1				4		3		±0				1

				牧の原２丁目		1								1		+ 1				3		2		- 2				3

				河原塚		1								1		- 1				4		2		- 4				1

		八柱 ハチ ハシラ		計 ケイ		4		2		1		14		21		- 7				54		34		- 28				4



		8　稔台 ミノリ ダイ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				仲井町１丁目										0		- 3								±0				1

				仲井町２丁目								1		1		+ 1								- 1				4

				仲井町３丁目								1		1		+ 1				3		1		+ 3				4

				松戸新田		7		3		1		3		14		+ 4				9		6		- 6				3

				野菊野										0		±0								- 1				1

				稔台		1								1		+ 1				2				±0				3

				稔台１丁目 ミノル ダイ		1								1		- 1				1				- 3				3

				稔台２丁目 ミノル ダイ		1		1						2		+ 2				1				- 1				3

				稔台３丁目 ミノル ダイ								3		3		+ 3				3		3		±0				3

				稔台４丁目 ミノル ダイ										0		±0								±0				1

				稔台５丁目 ミノル ダイ								1		1		±0								- 1				5

				稔台６丁目 ミノル ダイ										0		±0								±0				1

				稔台７丁目 ミノル ダイ				1						1		±0				3		1		- 1				1

				稔台８丁目 ミノル ダイ		4								4		+ 3								- 1				5

		稔台 ミノリダイ		計 ケイ		14		5		1		9		29		+ 11				22		11		- 12				5



		9　松飛台 マツヒダイ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				牧の原								2		2		- 3								- 5				3

				五香西１丁目 ニシ										0		±0				2		1		+ 2				1

				五香西２丁目 ニシ								1		1		- 3				1		1		- 1				2

				五香西３丁目 ニシ		1								1		- 2								- 2				3

				五香西４丁目 ニシ										0		±0								±0				1

				五香西５丁目 ニシ										0		- 1				1				+ 1				1

				五香西６丁目 ニシ		1								1		±0								±0				5

				松飛台		3				1		1		5		- 1				2		1		- 1				3

				串崎新田								1		1		- 1				2		1		+ 1				3

				串崎南町		1				1				2		+ 1				1		1		+ 1				4

		松飛台 マツヒダイ		計 ケイ		6		0		2		5		13		- 10				9		5		- 4				2



		10　二十世紀が丘 ニジュッセイキ オカ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				美野里町		1								1		+ 1				2		1		- 1				3

				柿の木町										0		±0								±0				1

				中松町								1		1		+ 1								- 7				4

				萩町		1								1		+ 1				1				- 2				3

				戸山町				1						1		+ 1								- 1				3

				梨元町										0		±0				1		1		+ 1				1

				丸山町				1						1		- 1								- 1				4

				和名ケ谷		1						2		3		- 1				2				- 5				3

				大橋		1		1				1		3		+ 2				2		2		+ 1				3

				秋山		1								1		- 1				2		2		- 1				1

				秋山１丁目										0		±0				1		1		±0				1

		２０C		計 ケイ		5		3		0		4		12		+ 3				11		7		- 16				2



		11　矢切 ヤギリ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				上矢切		3						3		6		- 6				2		2		- 3				4

				中矢切										0		- 3				1		1		- 2				1

				下矢切								1		1		- 3				6		3		+ 6				1

				三矢小台１丁目										0		±0								±0				1

				三矢小台２丁目										0		- 2								±0				1

				三矢小台３丁目										0		- 1								±0				1

				三矢小台４丁目										0		±0								±0				1

				三矢小台５丁目										0		±0								±0				1

				栗山								3		3		+ 1				2				±0				4

		矢切 ヤギリ		計 ケイ		3		0		0		7		10		- 14				11		6		+ 1				3



		12　東松戸 ヒガシマツド

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				田中新田										0		±0								±0				1

				紙敷				3				2		5		+ 3				2		2		- 2				5

				紙敷１丁目								2		2		+ 2				2		2		- 2				4

				紙敷２丁目										0		±0								±0				1

				紙敷３丁目										0		±0								±0				1

				東松戸１丁目				1				1		2		+ 2				1		1		- 1				3

				東松戸２丁目										0		- 5				10		7		- 17				1

				東松戸３丁目				1						1		- 3				1		1		- 4				3

				東松戸４丁目										0		±0				1		1		+ 1				1

				高塚新田		2		1				7		10		- 10				9		5		- 10				3

				秋山２丁目				2						2		+ 1								- 2				4

				秋山３丁目		1								1		±0				1		1		- 1				3

		東松戸 ヒガシ マツド		計 ケイ		3		8		0		12		23		- 10				27		20		- 38				5



		13　小金 コガネ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				幸田 サイワイ タ										0		±0								±0				1

				幸田１丁目										0		±0								±0				1

				幸田２丁目										0		±0				1				+ 1				1

				幸田３丁目										0		±0								- 1				1

				幸田４丁目										0		±0								±0				1

				幸田５丁目										0		- 1								±0				1

				中金杉１丁目										0		±0								±0				1

				中金杉２丁目										0		±0								±0				1

				中金杉３丁目										0		±0								±0				1

				中金杉４丁目										0		±0								±0				1

				中金杉５丁目										0		±0								±0				1

				大金平１丁目										0		±0								±0				1

				大金平２丁目								1		1		±0				3		2		+ 2				3

				大金平３丁目								1		1		+ 1								- 1				4

				大金平４丁目		2								2		+ 2				2		1		- 1				4

				大金平５丁目				1						1		±0								±0				3

				大谷口								2		2		- 1				4		3		+ 1				3

				平賀		1								1		±0				5		4		+ 4				2

				殿平賀										0		- 7				3		2		- 1				1

				東平賀		1		1				1		3		±0				5		4		- 2				3

				小金								6		6		+ 3				14		8		±0				4

				小金きよしケ丘１丁目		1								1		+ 1				3				+ 1				3

				小金きよしケ丘２丁目										0		±0				2		1		±0				1

				小金きよしケ丘３丁目				1						1		- 1				1				+ 1				3

				小金清志町１丁目										0		±0								±0				1

				小金清志町２丁目										0		- 2								±0				1

				小金清志町３丁目										0		±0				1		1		+ 1				1

				小金上総町										0		- 1								±0				1

		小金 コガネ		計 ケイ		5		3		0		11		19		- 6				44		26		+ 5				1



		14　小金原 コガネハラ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				根木内		1						3		4		±0				3		3		+ 1				3

				久保平賀										0		±0				1				+ 1				1

				小金きよしケ丘４丁目										0		- 1				1		1		±0				1

				小金きよしケ丘５丁目										0		±0				1				+ 1				1

				小金原１丁目										0		±0				1				+ 1				1

				小金原２丁目										0		- 2								- 1				1

				小金原３丁目								2		2		- 1								- 4				3

				小金原４丁目		1						1		2		- 2				3		2		+ 1				3

				小金原５丁目		1								1		- 3				2		1		- 1				2

				小金原６丁目		1						1		2		- 1				4		1		- 1				3

				小金原７丁目				1						1		- 3				3		1		+ 3				2

				小金原８丁目		1								1		±0								±0				3

				小金原９丁目				2				2		4		+ 3								- 2				4

				栗ケ沢								3		3		+ 2				3		1		+ 3				4

		小金原 コガネ ハラ		計 ケイ		5		3		0		12		20		- 8				22		10		+ 2				3



		15　馬橋 マバシ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				二ツ木								2		2		- 5				3		1		- 2				2

				二ツ木二葉町 フタ ハ マチ										0		±0				1		1		+ 1				1

				三ケ月		1						1		2		- 4				2		1		- 3				3

				馬橋		2						3		5		- 10				17		9		- 8				3

				八ケ崎１丁目										0		- 2				1		1		±0				1

				八ケ崎２丁目				1				2		3		+ 3				2		2		- 2				4

				八ケ崎３丁目		1								1		±0				1		1		±0				2

				八ケ崎４丁目										0		- 1								±0				1

				八ケ崎５丁目								2		2		±0								- 1				3

				八ケ崎６丁目								2		2		- 2								- 3				3

				八ケ崎７丁目										0		- 2				3		1		+ 2				1

				八ケ崎８丁目								1		1		- 3				9		5		+ 4				3

				八ケ崎緑町										0		- 2				1		1		±0				1

		馬橋 マバシ		計 ケイ		4		1		0		13		18		- 28				40		23		- 12				1



		16　常盤平 トキワダイラ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				金ケ作		1						7		8		- 4				22		12		- 1				3

				常盤平１丁目										0		- 1				4		2		- 5				1

				常盤平２丁目		3						1		4		+ 2				7		3		- 6				3

				常盤平３丁目										0		- 6				6		3		- 2				1

				常盤平４丁目		3						2		5		+ 2				4		2		±0				3

				常盤平６丁目		2						1		3		+ 1				4		1		±0				4

				常盤平７丁目		3						1		4		+ 3				2		1		+ 1				4

				常盤平松葉町 トキワダイラ マツバチョウ										0		±0								±0				1

				常盤平西窪町		1		1						2		±0				1				- 2				3

				常盤平双葉町										0		±0				3		2		±0				1

				常盤平柳町		1								1		±0								- 3				3

		常盤平 トキワダイラ		計 ケイ		14		1		0		12		27		- 3				53		26		- 18				4



		17　五香 ゴコウ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				常盤平５丁目				2				2		4		+ 1				10		7		±0				5

				五香１丁目										0		- 1				4		3		- 4				1

				五香２丁目		1								1		- 1				2		2		+ 1				3

				五香３丁目		1								1		- 1				4		4		+ 4				3

				五香４丁目										0		- 3				3		1		+ 1				1

				五香５丁目										0		±0								±0				1

				五香６丁目										0		±0				1				- 1				1

				五香７丁目		1						2		3		+ 2				3		1		±0				4

				五香８丁目				1						1		+ 1				1		1		- 2				3

				五香南１丁目										0		- 1				2				- 5				1

				五香南２丁目		3				2		1		6		+ 6				3		1		- 3				5

				五香南３丁目								3		3		+ 1				2		1		+ 1				5

				五香六実										0		±0				1		 		±0				1

		五香 ゴコウ		計 ケイ		6		3		2		8		19		+ 4				36		21		- 8				5



		18　六実 ムツミ

				　　　              罪種
   町名 ツミ タネ チョウメイ		住宅対象
侵入盗 ジュウタク タイショウ シンニュウ トウ		自動車盗 ジドウシャ トウ		ひったくり		車上・部品ねらい シャジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				自転車盗 ジテンシャ トウ				前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				危険度
判定 キケンド ハンテイ

																						うち
施錠なし セジョウ

				六高台１丁目										0		- 2								- 2				1

				六高台２丁目		1								1		±0				1		1		- 4				3

				六高台３丁目								1		1		±0								- 2				3

				六高台４丁目		3								3		+ 1				3		3		- 1				4

				六高台５丁目										0		- 6				2		1		±0				1

				六高台６丁目										0		±0				1		1		±0				1

				六高台７丁目										0		- 1				2		2		- 5				1

				六高台８丁目		1								1		- 1								- 5				2

				六高台９丁目										0		- 2								- 2				1

				六高台西 ロッ タカ ダイ ニシ										0		- 1								±0				1

				六実１丁目		2						2		4		+ 3				2		2		- 1				5

				六実２丁目										0		- 1								- 1				1

				六実３丁目								1		1		- 2				2		1		- 4				3

				六実４丁目										0		- 1				3				- 11				1

				六実５丁目										0		- 1								- 2				1

				六実６丁目								1		1		- 2								- 3				3

				六実７丁目										0		±0				1		1		+ 1				1

				高柳新田										0		±0								- 1				1

		六実 ムツミ		計 ケイ		7		0		0		5		12		- 16				17		12		- 43				1



		↓交番ごと以外に、犯罪発生マップに貼り付ける用↓ コウバン イガイ ハンザイ ハッセイ ハ ツ ヨウ

				松戸		3		3				11		17		- 6				40		18		- 31				3

				根本		1		1				2		4		- 4				14		3		- 12				3



				中根										0		±0				1		1		±0				1

				新作		1								1		- 6				2		1		- 2				1

				中和倉										0		- 7								- 2				1

				幸谷								1		1		- 2				7		4		- 15				1



				松戸		3		3				11		17		- 6				40		18		- 31				3

				根本		1		1				2		4		- 4				14		3		- 12				3



				新作		1								1		- 6				2		1		- 2				1

				上本郷		6		4				5		15		- 10				30		11		- 8				3





&P/&N	


・犯罪発生マップに貼り付けるために、集計（町名）シートから値だけを引用しているシートです。

・水色セル以外は全て、集計（個別）のデータから、町名ベースで抽出しています【VLOOKUP】。
・町名に応じた件数データになるので、数式の修正は基本的に不要です。
・町名が増減した場合は、表の中間に行を挿入し、町名の欄のみを順番に入力し直してください。



【参考】自動車盗

				駅前 エキマエ		小根本 コネモト		北松戸 キタマツド		新松戸 シンマツド		栄町 サカエチョウ		馬橋西 マバシ ニシ		八柱 ヤバシラ		稔台 ミノリダイ		松飛台 マツヒダイ		２０C		矢切 ヤギリ		東松戸 ヒガシ マツド		小金 コガネ		小金原 コガネハラ		馬橋 マバシ		常盤平 トキワダイラ		五香 ゴコウ		六実 ムツミ		計 ケイ

		自転車盗 ジテンシャ トウ		72		17		41		82		22		36		54		22		9		11		11		27		44		22		40		53		36		17		616

		うち施錠なし セジョウ		30		10		17		47		13		20		34		11		5		7		6		20		26		10		23		26		21		12		338

		施錠なしの割合 セジョウ ワリアイ		41.7%		58.8%		41.5%		57.3%		59.1%		55.6%		63.0%		50.0%		55.6%		63.6%		54.5%		74.1%		59.1%		45.5%		57.5%		49.1%		58.3%		70.6%		54.9%



自転車盗	駅前	小根本	北松戸	新松戸	栄町	馬橋西	八柱	稔台	松飛台	２０C	矢切	東松戸	小金	小金原	馬橋	常盤平	五香	六実	72	17	41	82	22	36	54	22	9	11	11	27	44	22	40	53	36	17	うち施錠なし	駅前	小根本	北松戸	新松戸	栄町	馬橋西	八柱	稔台	松飛台	２０C	矢切	東松戸	小金	小金原	馬橋	常盤平	五香	六実	30	10	17	47	13	20	34	11	5	7	6	20	26	10	23	26	21	12	施錠なしの割合	駅前	小根本	北松戸	新松戸	栄町	馬橋西	八柱	稔台	松飛台	２０C	矢切	東松戸	小金	小金原	馬橋	常盤平	五香	六実	0.41666666666666669	0.58823529411764708	0.41463414634146339	0.57317073170731703	0.59090909090909094	0.55555555555555558	0.62962962962962965	0.5	0.55555555555555558	0.63636363636363635	0.54545454545454541	0.7407407407407407	0.59090909090909094	0.45454545454545453	0.57499999999999996	0.49056603773584906	0.58333333333333337	0.70588235294117652	

小金

				小金 コガネ

				　　　     罪種
  町名 ツミ タネ チョウメイ		    住
　 宅
侵 対
入 象
盗 スミ タク シン タイ ニュウ ゾウ トウ		自
動
車
盗 ジ ウゴカス シャ トウ		ひ
っ
た
く
り		　 車
　 上
ね ・
ら 部
い 品  クルマ ジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				自
転
車
盗 ジ テン シャ トウ				前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				　　　     罪種
  町名 ツミ タネ チョウメイ		    住
　 宅
侵 対
入 象
盗 スミ タク シン タイ ニュウ ゾウ トウ		自
動
車
盗 ジ ウゴカス シャ トウ		ひ
っ
た
く
り		　 車
　 上
ね ・
ら 部
い 品  クルマ ジョウ ブ ヒン		計 ケイ		前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				自
転
車
盗 ジ テン シャ トウ				前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ

																						施 う
錠 ち
な
し シ ジョウ																								施 う
錠 ち
な
し シ ジョウ

				幸田										0		±0								±0				大金平4丁目		2								2		+ 2				2		1		- 1

				幸田1丁目										0		±0								±0				大金平5丁目				1						1		±0								±0

				幸田2丁目										0		±0				1				+ 1				大谷口								2		2		- 1				4		3		+ 1

				幸田3丁目										0		±0								- 1				平賀		1								1		±0				5		4		+ 4

				幸田4丁目										0		±0								±0				殿平賀										0		- 7				3		2		- 1

				幸田5丁目										0		- 1								±0				東平賀		1		1				1		3		±0				5		4		- 2

				中金杉1丁目										0		±0								±0				小金								6		6		+ 3				14		8		±0

				中金杉2丁目										0		±0								±0				小金きよしケ丘１丁目		1								1		+ 1				3				+ 1

				中金杉3丁目										0		±0								±0				小金きよしケ丘２丁目										0		±0				2		1		±0

				中金杉4丁目										0		±0								±0				小金きよしケ丘３丁目				1						1		- 1				1				+ 1

				中金杉5丁目										0		±0								±0				小金清志町１丁目										0		±0								±0

				大金平1丁目										0		±0								±0				小金清志町２丁目										0		- 2								±0

				大金平2丁目								1		0		±0				3		2		+ 2				小金清志町３丁目										0		±0				1		1		+ 1

				大金平3丁目								1		1		+ 1								- 1				小金上総町										0		- 1								±0



																												計 ケイ		5		3		0		11		19		- 6				44		26		+ 5































秋山1

				二十世紀ケ丘 ニ ジュッセイキ オカ																										東松戸 ヒガシマツド

				　　　     罪種
  町名 ツミ タネ チョウメイ		    住
　 宅
侵 対
入 象
盗 スミ タク シン タイ ニュウ ゾウ トウ		自
動
車
盗 ジ ウゴカス シャ トウ		　 車
　 上
ね ・
ら 部
い 品  クルマ ジョウ ブ ヒン		ひ
っ
た
く
り		電
話
de
詐
欺  デン ワ サ ギ		計 ケイ		前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				自
転
車
盗 ジ テン シャ トウ				前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				　　　     罪種
  町名 ツミ タネ チョウメイ		    住
　 宅
侵 対
入 象
盗 スミ タク シン タイ ニュウ ゾウ トウ		自
動
車
盗 ジ ウゴカス シャ トウ		　 車
　 上
ね ・
ら 部
い 品  クルマ ジョウ ブ ヒン		ひ
っ
た
く
り		電
話
de
詐
欺  デン ワ サ ギ		計 ケイ		前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ				自
転
車
盗 ジ テン シャ トウ				前
年
同
期
比 マエ ネン ドウ ゴ ヒ

																								施 う
錠 ち
な
し シ ジョウ																										施 う
錠 ち
な
し シ ジョウ

				美野里町		0		0		0		0		0		0		±0				0		0		±0				田中新田		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				柿の木町		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				紙敷		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				中松町		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				紙敷1丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				萩町		0		0		0		0				0		- 2				0		0		±0				紙敷2丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				戸山町		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				紙敷3丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				梨元町		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				東松戸１丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				丸山町		0		0		0		0				0		±0				1		1		+ 1				東松戸２丁目		0		0		0		0				0		±0				1		0		- 1

				和名ヶ谷		0		0		0		0				0		- 3				0		0		- 1				東松戸３丁目		0		0		0		0				0		- 2				0		0		±0

				大橋		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				東松戸４丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

				秋山		0		0		0		0				0		- 1				0		0		- 1				高塚新田		0		0		2		0				2		+ 1				1		1		+ 1

				秋山1丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0				秋山2丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0

																														秋山3丁目		0		0		0		0				0		±0				0		0		±0



				計 ケイ		0		0		0		0				0		- 6				1		1		- 1				計 ケイ		0		0		2		0				2		- 1				2		1		±0
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