
浦安市安全で安心なまちづくり推進協議会第１回会議議事録（議事要旨） 

 
１．開催日時  

平成 17 年 10 月６日(木) 午後２時～午後５時 
 
２．開催場所  

浦安市議会棟１階第２会議室 
 
３．出 席 者 
 （委 員） 

東会長、泉沢副会長、江野澤委員、山中委員、上野委員、西山委員、塩谷委員、 
横川委員、小倉委員 

（浦安警察署） 
生活安全課五木田係長 

 （事務局） 
  松崎市長、宇田川部長、長谷川副参事、永井課長、高橋係長、吉泉副主査 
 
４．会議次第 
１．委嘱状の交付 
２．市長あいさつ 
３．委員紹介 
４．議題 

（１）会長・副会長の選出について 
【会長あいさつ】 
【諮問（浦安市防犯カメラ運用基準について）】 

    【報告事項】 
① 浦安市の犯罪被害状況について 
② 浦安市の防犯活動の現状報告について 
③ 浦安市安全で安心なまちづくりの推進に関する条例について 
④ 浦安市安全で安心なまちづくりの推進に関する条例施行規則について 

（２）浦安市防犯カメラ運用基準（案）について 
（３）その他 

 
５．会議の概要 

議題１．「会長・副会長の選任」 
   会長に東一洋委員、副会長に泉澤きん委員が選出された。 

（会議の公開） 



   会議は原則公開で行う。会議録は会長がチェック後公開することを確認

した。 
（報告事項） 

①から④まで浦安警察署及び事務局が説明した。 
 

議題２．「浦安市防犯カメラ運用基準（案）について」 
基準案について事務局より説明した後、各委員より意見が出され審議が

進められた。 
 

議題３．「その他」 
   次回の会議は 11 月中旬を予定する。 

 
６．会議の経過 
議題１．「会長・副会長の選任」 
     浦安市安全で安心なまちづくりの推進に関する条例施行規則第２条の

規定に基づき、互選の結果、会長には学識経験者の東一洋委員、副会長に

は自治会等の代表者泉澤きん委員が選出された。 
 
   「報告事項に関する質問・意見等」 

・京阪神の自治体では、平成 14・15 年に犯罪発生件数がピークに達し、

その後は市民の協力で減少しているとのことでした。浦安市の場合は千

葉県レベルでは減少しているのに、市ベースではほぼ横ばいとのことで

した。これは非侵入窃盗が平成１６年まで延びていることが原因とのこ

とでしたが、非侵入窃盗とはどのような罪種があるのか。 
 
〔説明：置き引き、スリ、万引き、ひったくりなど建物に入らないで盗み

を行うものが非侵入窃盗です。〕 
 

議題２．「浦安市防犯カメラ運用基準（案）について」 
会 長： これから皆様に議論をしていただきます、議題（２）浦安市防犯カ

メラ運用基準(案)について事務局より説明していただきます。 
 
      〔※事務局より浦安市防犯カメラ運用基準(案)について説明〕 
 
   会 長： この浦安市防犯カメラ運用基準(案)についてですが、諮問の内容を

見ますと、この基準は平成 17 年 12 月に策定を予定しており、防犯カ

メラの設置及び利用並びに画像の取扱い等の個人情報の保護につい

て検証し、運用基準に定める内容等について検討協議することとなっ



ております。 
また、答申の期限は平成 17 年 11 月 30 日ですので、本日と次回の２

回の審議で答申を出したいと思いますので、この防犯カメラの運用基

準(案)についてまずは順番に各自の防犯に関しての活動や、意見等も

交えて発表していただき、その後に同基準(案)についての意見を述べ

ていただきたいと思います。 
 
   委 員： 私は現在、ＰＴＡとして活動しておりますが、当然、防犯に関して

は保護者としても非常に関心を持っています。 
        現在、各学校では、大阪の池田小学校での事件を機に、学校の安全

について検討をしており、その中では、学校の塀の高さや、警備員の

配置等の様々な意見が出ています。しかし、どこまでやれば良いの

か？或いは何をやれば効果的なのか？各学校とも明確な活動内容の

決定には至っておらず、まずは出来ることから実践していこうという

のが今のＰＴＡの考え方です。 
        具体的には、まず、外部の者が学校に入る際には必ず名札を付けさ

せたり、自転車の前カゴ等にＰＴＡの防犯プレートを付けたり、防犯

の腕章を着けてパトロールを行うなど、出来うる限り防犯活動を実施

し、周囲にアピールしています。 
        また、学校によっては、子どもたちの登下校時の安全を確保するた

めに、地点を決めて、朝夕にお母さんやお父さんが交代で見守ってい

ます。 
        次に、ＰＴＡ連絡協議会としては防犯研修会を開催したり、同協議

会のホームページに各種の防犯活動を紹介したり、防犯協会のホーム

ページへもリンクを貼って、浦安市の犯罪状況等がすぐに見られるよ

うにしています。 
        次に、防犯カメラの運用基準(案)については、事務局からの説明を

聞きながら、条文を読みましたが、かなり良くできていると思います

し、特に今のところこの基準(案)についての意見はありません。 
 

委 員： 私は防犯カメラに関しては、以前から犯罪に対してかなりの抑止力

等があるものだと思っています。特にスーパー防犯灯に関しては、少

しでも早く設置してもらえるように要望をしていました。 
       しかし、確かに防犯カメラの効力は認めますが、プライバシー等の

観点から、画像等の情報はしっかり管理していく必要があると思いま

す。 
       そして実際に私などがパトロールをしていて、不審者が出没したと

いうような公園等に行くと、街灯が切れていたりすることが多く、こ



のような暗がりのある場所に不審者等は出没する可能性が高いとい

うことが分かります。そして、このような場所を少なくするには、ま

めに行政と連携を取りながら、迅速に対応していくことが大切だと考

えています。 
       また、車上ねらいが発生する民間の駐車場等を見ると、そのほとん

どが防犯カメラを設置していなく、且つ照明も設置せずに暗い駐車場

が多いように思われますので、このような駐車場に防犯カメラを設置

すれば、相当数の車上ねらいが防げるのではないかと考えます。 
       このようなことから、運用基準をしっかり作成して、安価な防犯カ

メラでも良いので、より多くの公共施設や道路等に設置されれば防犯

上とても良いのではないかと思います。 
また、民間の駐車場でも是非防犯カメラを設置したいという所があ

れば、この運用基準(案)をしっかり守ることを条件に民間にも補助金

を交付する等の支援も必要ではないかと思われることから、この運用

基準(案)をしっかり検討していく必要があると思います。 
       そして、この運用基準(案)の中では、第５条の画像の保存期間は記

載されていないので、明確に設定した方が良いということと、保存方

法も盗難されたりすることのないよう、厳重な保存方法が必要だと思

います。 
 

委 員： 私は自転車屋を経営しており、以前、近くの団地に自転車の修理に

行った際に、その団地には防犯カメラが設置されていました。その時

に、持ち主立会いの下で自転車を修理しましたが、やはり、そこにカ

メラが設置されているだけで、かなり威圧感がありました。 
       それから、自転車の防犯登録の現状ですが、やはりお客さんにとっ

ては費用のかかることから、登録を拒否する方がかなりいます。 
そこで、私の店では「これを登録していると、自転車盗難に遭って

しまった時に警察で捜査する時に判明し易くなりますよ」等と声をか

けてなるべく多くのお客さんに登録をしていただけるようにしてい

ます。 
       また、自転車のカゴにかける防犯ネットですが、現在、市内ではひ

ったくり等が多く発生していますので、私の店では自転車を購入して

いただいたお客さんには防犯ネットを無料でサービスしています。 
そして、自転車盗難防止にはやはり２重ロックが有効だと思います

ので、市や警察がキャンペーン等でチェーンロック等を自転車盗難防

止の啓発のために配布していますが、これはとても大事なことだと思

います。 
それから、家の近所のことですが、街灯が繁った植木に隠れて暗い



ので、どこに連絡して対処してもらえば良いのか解らないという意見

もありますので、そのような場合も防犯課で対応をお願いします。 
 

委 員： 現在、パーク中でも万引きや置引き、スリなどが発生しています。

特に万引きに関しては、未成年者が多いということで、浦安警察署と

の協議の結果、前年から通報することになっています。 
最近の取り組みとしては、特に教育関係者の方たちとの話し合いの

中で、捕まえるという行為だけではなく、犯罪を起こさせない環境づ

くりをして欲しいという要望を受けまして、店舗内のお客さまには進

んでカゴを渡したり、レジへの誘導等の声かけ進んで行っています。 
防犯カメラにつきましては、かなり敷地が広いことから、拠点拠点

に設置しています。また、自転車盗難対策としては、お客さまの自転

車駐輪区画の部分については人を立たせて警備をしています。 
 

会 長： 夢の国であるディズニーランド内での防犯カメラの設置に際しては

どのような工夫をしていますか？ 
 

委 員： 本来、防犯という意味では剥き出しでカメラを設置したかったので

すが、本社との話し合いの結果、やはり夢の国というイメージを壊さ

ないため、少し隠したドーム型のカメラを設置しています。 
 
   委 員： 私は今回、浦安市自治会連合会から来ました。私の考え方としては、

広く色々な人たちに防犯活動に参加してもらい、防犯意識を持っても

らうために、防犯委員のような形で、分散して広く人を多く育ててい

くことが大切だと思い、今は人を育てることを中心として様々な人た

ちに関りながら、防犯活動をしています。 
それと、この防犯カメラの運用基準(案)は、浦安市の公共空間へ設

置する防犯カメラに関しての運用基準であり、マンション等に設置さ

れる防犯カメラとは違うということを我々は認識しておく必要があ

ると思います。 
そこで、この運用基準(案)の中で気になった点としては、罰則に関

しての記述が無いので、この運用基準を破って、画像等を外部に流出

させたような場合の対処が解らないという問題があると思います。 
他に気になった点としては開示請求で、具体的には、本人から開示

請求があった場合の基準が少し曖昧ではないかと思います。例えば公

共機関あるいは裁判所等のような第三者的機関が適当だと認める場

合にのみ開示するという形にした方が良いと思います。 
そして、このような運用基準は常に見直さなければいけないという



ことから、基準内に「本基準に定めのない事項については、管理責任

者及び市防犯課長が協議して定める。」とありますが、何らかの第三

者的機関を置き、その都度見直していく方が皆さんには納得がいくの

ではないかと思います。 
 

委 員： 私などは昔の浦安を知っていますが、昔の浦安はそんなに犯罪は多

くなかったです。そして、昔に比べて現在の浦安は確かに人口もかな

り増えておりますが、街灯等が整備されて、かなり街中は明るくなっ

ていると思います。しかし、それでもまだまだ犯罪者が出没するので

街灯を設置して欲しいという声が後を絶たないという現状には正直

驚いています。 
 

委 員： 私は皆さんのように特に防犯に関しての活動をしてはいませんが、

普段、「防犯」という言葉を考えると、いかにして自分の身を守るか

という考えになります。 
私は現在大学生で、月曜日から土曜日まで大学に通うために朝は８

時や９時位に浦安を出て、帰りは夜の 10 時位になってしまいます。

そして家から駅までは自転車で通っており、街灯もあってかなり道は

明るいのですが、両親からは帰りが遅くなった場合には、危険なので

自転車ではなくバスで帰宅するように言われていますので、やはり防

犯カメラの設置はとても必要なことだと思います。 
それから、私はこれまで自転車を３回盗まれていますので、自転車

盗難や放置自転車などが私にとっては一番身近な問題だと思ってい

ますし、私自身は自転車を駐輪する時には必ず通常の鍵に更にチェー

ンロックをかけて２重ロックをしています。 
また、このような苦い経験から、市内に放置自転車が多いのは、市

民が所有する自転車に対して、特に駅周辺の駐輪場が足りていないか

らではないかと考えています。 
そこで、駐輪場が足りていないのでしたら、例えば、市で貸自転車

制度を実施してもらえないだろうかと最近母とよく話しており、この

協議会に選ばれてからは、なんとか市内の自転車を減らすことができ

ないかということを考えています。 
運用基準(案)に関しては、先程●●委員の発言のとおり、私もこの

基準には罰則も必要なのではないかと思います。また、一市民として

は防犯カメラの犯罪抑制力に期待をしていますので、より広く市民等

に防犯カメラの存在をアピールできるような基準を作成していただ

きたいと思います。 
 



委 員： 私は家で飲食店を経営しており、店には目を配れますが、裏の家に

は業者等が出入するからなのか、今までに４回家に泥棒に入られたり、

バイクも盗まれたりした経験をしています。 
しかし、現在は家の周りが駐車場になり、周囲からの見通しが良く

なってからは被害には遭っていません。そのようなことから、今では、

見通しの確保も防犯にとっては重要な事項ではないのかと考えてい

ます。 
また、私には年頃の娘がおり、会社員だったり学生だったりすると、

帰宅が遅くなることが必ずありますから、市からの犯罪情報の中で、

変質者の出没情報などを見ると、とても心配になります。ですから、

今回のスーパー防犯灯の設置はとても必要なことだと思っています。 
運用基準(案)に関しては、画像等の保存期間は１年間位が良いので

はないかと思います。 
    
  ≪質 問 １≫ 

会 長： これまで運用基準(案)について、委員の皆様から、 
①「モニターや記録機材等の保管場所には十分な配慮が必要ではない

か」 
②「開示請求の基準が少し明確でなく、開示に関しては当事者だけで

判断できるものなのか、第三者的な機関の判断も必要ではないか」 
③「この運用基準を守らなかった場合の罰則規定をこの基準の中に組

み込むべくなのかどうか」 
④「基本的にこの運用基準は市が公共の空間に設置した防犯カメラを

対象とし、民間で設置した防犯カメラは対象外となっている基準だ

が、民間で設置する防犯カメラへの補助等があっても良いのではな

いか」 
という意見がありました。 

       事務局側ではこの第三者的機関についてはどのように考えていま

すか？ 
   

 （回 答） 事務局としてはこれまで第三者機関についての議論はしていま

せん。ただし、市が撮影した画像等は公文書となることから、罰

則や開示請求に関しては、第９条で「市が設置した防犯カメラに

係る画像の取扱いについては、浦安市個人情報保護条例に定める

ところによる。」と規定しており、この浦安市個人情報保護条例

の中に罰則規定や本人に対する開示義務等を設けています。 
 
 



  ≪質 問 ２≫ 
委 員： 録画したテープ等の記録媒体は誰が取り扱うのですか？ 
 

    （回 答） 市の職員が取り扱います。 
 
 
  ≪質 問 ３≫ 
   委 員： 防犯カメラの設置場所について、事務局では具体的な場所は考えて

いるのですか？ 
 
    （回 答） 現在、市ではスーパー防犯灯の設置を予定しています。このス

ーパー防犯灯には防犯カメラも設置されていることから、この運

用基準の対象となります。そして、このスーパー防犯灯の設置場

所としては、 
・ある程度の生活道路である。 
・ある程度の人通りがある。 
・周囲からの見通しが悪く、犯人等が隠れ易い場所が有る。 
・もし被害に遭ったり、遭いそうになった場合に周囲に逃げ込め

る家や商店等の逃げ場が無い。 
このような道路に設置を予定しています。なお、この設置場所に

ついては、現在警察との十分な協議を行っており、クローバーイ

ンターに２ヶ所、湾岸道路に懸かる歩道橋の両側に２ヶ所の計４

箇所を予定しており、翌年度以降は湾岸道路沿いに増設していく

予定です。 
   また、その他の場所についても、わいせつ行為や不審者等が多

発し、皆さんの防犯活動ではカバーしきれない場所があった場合

には、設置を検討していきたいと考えています。 
 
 
  ≪質 問 ４≫ 

委 員： 今、事務局から説明のあった、スーパー防犯灯の設置場所について

は、市民の声を受けて、防犯課と警察で協議を行い、順次、設置を決

定していくということですか？ 
 
（回 答） スーパー防犯灯の設置については、予算の都合もありますが、

警察の犯罪情報や、これは内規的なものですが、防犯課での設置

基準に基づいて決定していきます。 
 



  ≪質 問 ⑤≫ 
会 長： この運用基準はとても重要であり、他の地域では防犯カメラの設置

に対して、プライバシーの問題等により設置を反対する声が実際に出

ている地域も有ります。そして、防犯カメラの設置に関しては様々な

意見が有り、例えば公共の場所における個人ならば、防犯カメラによ

る撮影はプライバシーの侵害には当たらないという意見もあれば、や

はり公共の場所であっても一個人であるので撮影は許可できないと

いう意見も有ります。 
また、イギリス等の最先端の国では防犯カメラの設置は有無を言わ

せず設置していますが、その点、日本ではナーバスになっている部分

もあります。 
このようなことから、防犯カメラの運用については相当議論してお

かないと、後々市民の不利益に繋がる場合も生じる可能性があると考

えられます。 
事務局に聞きますが、防犯カメラの管理責任者というのは第３条で

は犯罪を予防しようとする公共の場所の区域ごとに防犯カメラ管理

責任者を置くと規定していますが、実際にはどのような人が管理責任

者となるのでしょうか？ 
 

（回 答） この運用基準(案)で規定している管理責任者は、防犯カメラを

設置する公共の場所や公共施設等の管理者等を想定しており、今

回のスーパー防犯灯は公共の国道上に設置することから、防犯課

長を想定しています。 
 
 
  ≪質 問 ６≫ 

委 員： では、基本的には公共空間であることから、その設置場所となる公

共の場所等の管理者が管理責任者となるわけですね。 
 
    （回 答） そのように想定しています。ただし、施設等の管理目的で設置

したカメラにつきましては、この運用基準(案)で定めるところの

防犯カメラではありません。 
 
  ≪質 問 ７≫ 

委 員： では、実際にカメラや録画機器等を操作できない人でも管理責任者

になる場合があるのですか？ 
 

（回 答） 管理責任者は第５条に規定されているように、防犯カメラを運



用基準に沿って総括的に管理する責任者であり、実際に機器を操

作する取扱者を定めるという立場にあります。 
 
 
  ≪質 問 ８≫ 
   委 員： このような防犯カメラの運用基準等については、近隣他市で先進事

例はあるのでしょうか？ 
 

（回 答） 防犯カメラの運用については、近隣市では市川市や杉並区が条

例を定めています。他の市町村でも様々な形態を取っており、先

例となるような自治体はありませんが、そのほとんどが条例では

策定せずに運用基準等で定めています。 
 
 

【ま と め】 
会 長： 昨今話題となっている、威嚇効果のみを狙ったダミーの防犯カメラ

は、浦安市の場合は、実際に撮影もできず、録画装置等の関連機器で

構成されていないことから、この運用基準で定める防犯カメラでは無

いということです。 
それでは、本日は初回ということもあり、尚且つ情報も多かったの

で、一度各自で持ち帰っていただき、次回の会議まで再度考慮してい

ただきたいと思います。 
最後に、私の研究について軽く触れたいと思います。私自身は、防

犯カメラのように所謂ハードを使って地域の犯罪を抑制するという

ことは研究領域ではなく、どちらかというと防犯カメラのようなハー

ドがあっても、地域住民の意識が伴わないと効果を発しないという観

点から、この地域住民の意識が研究対象となっています。例えば昔の

城はまず敵が攻めてきた時に、直ぐに発見することができる天守閣が

あり、更に直角に曲がる階段等の色々な仕掛けが施してあり、堅固な

守りに重点を置いた構造となっています。つまり、ハード面での要素

が解りやすく施されたのが城です。 
しかし、実際に敵からの攻撃を退けるには、そのようなハード的な

要素だけを整えていれば良いのかというと、そうではなく、城を守る

という意識がしっかり家来にない限り、どのような立派な城でも攻め

落とされてしまいます。 
このような例えからも、やはり地域住民の方々が当事者意識と縄張

り意識、つまり自分たちの地域は自分たちで守るという意識をしっか

りと持つことが非常に大切であるということが言えるのですが、ただ



し、あまりにもこのような意識が強すぎると、今度は逆に良くない結

果を生み出してしまう可能性が有り、では、どの程度の意識の度合い

が最適なのか等を研究してます。 
つまり、これが社会関係資本とかソーシャルキャピタルという呼び

方をしている分野であり、人と人との信頼関係や、ネットワークが強

ければ強い程、犯罪発生率の減少等様々なプラスの効果が表れること

がこの研究では解っています。ただし、このネットワーク等があまり

に強すぎると、この防犯に関して言えば、お互いに監視し合う監視社

会を生み出す結果（これを内部結束型のソーシャルキャピタルといい

ます。）となり、本来ならばもっとオープンで適度な度合いの信頼感

をもって地域に監視の目が行き届くということがベストな状態だと

いうことを、３年位前から研究しています。そのような意味から防犯

の問題ということはソーシャルキャピタルと密接な関係があるとい

えると思うとともに、その関係から今回、協議会の委員として私が選

ばれたのだと思います。今後も研究成果を紹介しながら、この協議会

を進めていきたいと思います。 
それでは、今日の議論を踏まえて事務局で運用基準(案)の追加・修

正等をしていただき、それを次回の会議で再度議論して、そして答申

の作成に移るという段取りで進めたいと思います。 
 

  【そ の 他】 
事務局： 次第の(3)その他になりますが、次回の会議日程は、11 月の中旬頃

を予定したいと思いますので、詳しくは通知をもって委員の皆様には

お知らせします。 
  

会 長： それでは、これで浦安市安全で安心なまちづくり推進協議会第１回

会議を終了します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


