
平成 24年度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 24 年 10 月 24 日(水) 午後 3時 30 分～5 時 00 分

２．開催場所

文化会館 3階第 2 練習室

３．出 席 者

（会 長）東会長

（委 員）村瀬委員、武林委員、越川委員、上野委員、塩谷委員、木村委員、

（事務局）菊地部長、仲谷次長、大塚課長、庄村主幹、槇課長補佐、熊川係長

４．会議次第

１．人事異動に伴う職員紹介

２．委嘱状交付

３．市民経済部長あいさつ

４．議題（１）報告事項 ①平成 24年中の浦安の犯罪発生状況について

②平成 24年度浦安市の防犯施策について

（２）その他

５．会議の概要及び経過

１．人事異動に伴う職員紹介

●概 要

人事異動により、当協議会事務局となる防犯課職員並びに市民経済部次長の紹介を行っ

た。

２．委嘱状交付

●概 要

市民経済市長より、途中で交代となった市民団体代表委員 1 名、事業者代表委員 1 名に

委嘱状の交付を行った。任期は前任者の残任期間として平成 24 年 10 月１日から平成 25

年９月 30日まで。（市民団体代表委員は欠席）

３．市民経済部長あいさつ

昨年までの本市の犯罪発生件数は、７年連続で減少しておりましたが、本年は一転、

本日現在で前年比＋189 件の増となっています。

このあと事務局より報告をいたしますので、委員には皆様の忌憚の無いご意見をいただ

き、本市の安全とは何か、安心とは何かを突き詰めていければと思いますので、よろしく

お願いします。



４．議題

（１）報告事項

①平成 24 年中の浦安市犯罪発生状況について

②平成 24 年度浦安市の防犯施策について

●概 要

①平成 24 年中の浦安市犯罪発生状況について

事）昨年の千葉県全体の刑法犯認知数が 83,012 件で、9 年連続での減少となっています。

本市では、昨年が 2,541 件（浦安署公表）で前年比マイナス 72件、7 年連続の減少とな

りました。平成 24年 9月末までの浦安市内の刑法犯認知件数は、1,980 件で昨年同月比

プラス 148 件と増加傾向にあります。

では、本年増加している犯罪、減少している犯罪でみますと、増加している犯罪とし

ましては、空き巣等の侵入犯罪（空き巣、忍び込み、居空き、事務所荒らし、店舗荒ら

し、出店荒らし）で、134 件、前年同月比プラス 22件、その中でもっとも多いのが空き

巣で、いわゆる家人が不在中に家に入り込むものです。

どういったところが多いかというと、集合住宅の１階の居室、あるいは一般住宅にな

ります。

原因として侵入先のほとんど、無施錠箇所からの侵入で集合住宅ならばベランダから

で、一般住宅なら掃出し窓となっていますが、まれにガラスを破り侵入する手口も見受

けられます。市としては、カギをかけることをお願いしています。

プラス、防犯フィルムの貼付や補助錠の設置などについてもお願いしています。

次にひったくりが 22件で、前年比プラス 2 件となっています。

主な状況としましては、東西線浦安駅周辺の薄暮時で、被害者は自転車に乗った女性、

バイクで後方から近づき、自転車の前かごからバッグなどをひったくる手口になってい

ます。

地区によって、早朝の犯行や歩行者を専門に狙うケースもありますが、浦安市では、

自転車に乗った女性を狙う犯行がほとんどです。

これについても市では、「前かごには防犯ネットの装着」、「手持ちのバッグは車道と反

対側に持ち帰る」、「後方のバイクの音に注意する」などの対応をお願いしています。

次に部品ねらいで、50件で前年比プラス 3 件となっています。

車のタイヤホイールやナンバープレート、自転車のサドルなど、部品だけ盗っていく

犯行で、市では指定されは場所への車両の駐車の奨励や、駐車場や駐輪場の環境整備を

お願いしています。

最後に自転車盗です。

浦安市で最も多い犯罪が自転車盗で 685 件、前年比プラス 53 件、本市の犯罪件数

1,980 件のうちの 685 件が自転車盗です。

発生の多い場所が、駅前周辺の路上や駐輪場に加え、集合住宅の駐輪場などでも

発生しており、そのほとんどが無施錠の状態ですので、市ではカギをかけること、

自宅に置いてあっても施錠をすること、

加えてダブルロック（二重錠）を推進しています。

次に減少している犯罪ですが、オートバイ盗 47件マイナス 12 件、自動車盗 12件、

マイナス 14 件となっています。

②平成 24 年度浦安市の防犯施策について

事）これらの犯罪対策として大きく２つ、パトロール活動の推進と、広報啓発活動です。



パトロール活動については、車両でのパトロールのほかに、状況に応じ徒歩でパ

トロールを行ったり、散歩や通勤時、買い物などと合わせておこなう「ながらパト

ロール」を奨励しています。

私も、駅から庁舎までの間で、パトロールを兼ねて、徒歩で通勤しています。

また、広報活動としては、様々なキャンペーンを行っています、夏と冬に行う犯

罪全般の抑止キャンペーンと、自転車盗難やひったくり防止などの罪種を特定した

キャンペーンに取り組んでいます。

個々の罪種での対策を説明します。

まず、自転車盗です。

１点目、「ショッパーズプラザ新浦安に対するアドバイス」です。

なぜ、ショッパーズかと言いますと、昨年、県警本部が自転車盗難の多い場所を

（ホームページで）公表しており、同所は県下ワースト３に名前があげられました

ことから、防犯指導に伺い、自転車の整理整頓と館内放送の実施をお願いしました。

2 点目、「市内、自転車店への協力依頼」です。

市内の自転車店をすべて回り、事業者からお客様へ、自転車盗が多い現状や二重

錠の推進を呼びかけてもらうことをお願いし、了解いただきました。

3 点目、「大型店舗などに対する広報（館内放送）依頼」です。

全ての店舗ではないですが、大型商業店やスーパーマーケットなどへ館内放送

の協力を要請し、お客様への啓発をお願いしました。

4 点目、「小中学校児童生徒への警戒チラシの配布」です。

夏休み前に、市内（市立）の小中学生約 15,000 人対し、「自転車盗防止チラシ」を配

布し、生徒児童を通じ、保護者に対し注意喚起を行ったものです。

5 点目、「浦安駅での構内放送」です。

なぜ、浦安駅かといいますと、自転車盗、ひったくり、空き巣など総合して、浦安

駅周辺での発生が多いことから、駅利用者に対し構内放送での犯罪全般の注意喚起

を呼びかけを依頼しました。

6点目、「市営自転車等駐車場への情報提供」

市営自転車等駐車場からの情報や市の情報を共有し、犯罪抑止を図ることお願いし

ました。

次に、ひったくり対策です。

「ひったくり発生場所での警戒幕の設置」です。

ひったくりの発生した現場付近に「注意！ひったくり発生場所」と表記した警戒用幕

を約 1か月間掲示し、通行者への注意を図っています。

また、浦安駅では構内放送で、ひったくりについても放送していただいています。

また、増加した犯罪ではないですが、振り込め詐欺対策について説明します。

本市では、本年に入り（現在までに）10件発生しております。

（高齢者支援課が）高齢者ガイドブックの戸別配付を行う際に、（振り込め詐欺注意の）

啓発チラシを同封したもので、約 1 万 5 千部、また、昼食の宅配サービス時に同様のチ

ラシを配っていただくなど、高齢者支援課と連携を図り（啓発を）実施したところです。

また、5月 15 日号広報うらやすで、振り込め詐欺の特集記事を掲載しております。

全体的な抑止対策としては、「浦安市からのお知らせメールサービス」での情報配信、

派遣型防犯講話での啓発、犯罪発生地区の防犯支部長への犯罪情報の提供、児童を対象

とした「連れ去り防止教室」などに取り組んでいます。



犯罪（抑止）は、予防と検挙の両輪といわれています。

検挙は、犯罪が起こってから犯人を捕まえて事件を解決するもので、警察、検察しか

できないことですが、予防（抑止）は犯罪が発生する前に活動することで、誰にでもで

きることです。

また、発生した事件の解決より、事件が起きないことを市民は望んでいますので、

市としては、今後もパトロールと啓発を中心に取り組んでいきたいと考えています。

５．報告事項に関する質疑応答

長）添付資料「犯罪情報 2012」についての説明をいただきたい。

事）「犯罪情報 2012」は毎日警察署から提供されるもので、本日の午前 0 時までに受理

した事件の内訳や統計が載っています。

先ほどの補足になりますが、増加した犯罪の中に、これまで市民等に対し「市民の

身近に起こる犯罪」として、注意喚起を行ってきた、空き巣やひったくり、自転車盗

以外に、本年は４月末に発生した殺人事件をはじめ、けんかなどの傷害事件、また、

鉄鋼団地（工業団地）地域での自動販売機荒らしなど、これまでの犯罪（公表してい

ない）にない罪種での増加が目立っており、啓発活動で注意喚起しにくいところがあ

ります。

長）「犯罪情報 2012」では空き巣等がプラマイ（±）0 件となっていますが、先ほどは増

加していると説明されたがこの違いは。

事）「犯罪情報 2012」に載っている空き巣等は、空き巣、忍び込み、居空きの３種類の

件数ですが、先ほどの説明でいう空き巣等には、事務所荒らし、店舗荒らしなどの侵

入盗も含めた件数で報告させていただいております。

長）いずれにせよ、今年は増加していて、年末に向けて増える傾向にあるという見方が

できるということですか。

事）一昨年（22 年）の犯罪件数が 2,611 件で、それと比較しても、同月同日比で本年が

若干上回っている状況になっていますので、場合によっては一昨年の件数を超えるこ

とも懸念されますことから、10 月 15 日号広報うらやすでも、特集記事を掲載したと

ころです。

また、先ほど増加の要因で震災が関わっているのであれば、ということをおっしゃ

っていましたが、実際、昨年の震災以降、警察からの犯罪統計などを見ているなかで

は、明らかに被災地を狙った空き巣（犯罪）などが増えていると、判断には至りませ

ん。説明にもありましたが、震災の被害を受けていない、元町地区で、空き巣で犯罪

が多く見受けられる。

ひったくりにしても、元々発生の多い地区であることから、震災の影響があると

は、言い切れないと捉えています。

確かな検証は行っておりませんが、手口や発生場所などからみますと、そう見受

けられる。

長）要員の特定は難しい、被害に遭う人、犯罪を起こす人の心理などもある。

これまでの、報告などを受けで、委員のみなさん市内の方が多いと思われますが、

最近、思ったことや変わったと感じたことなどあればお願いします。

委）私も震災後の状況がすごく心配だったのですが、毎日送られてくる情報をみている

と、空き巣などをみても、無施錠が非常に多く、しかも被災に見舞われた地区でない

元町地区での発生や、自転車盗でも無施錠の状態など、浦安ブランドというところで

いうと（浦安市は）、非常に安全で安心なまちなのかなと思います。



というのは平和ボケしている、だから、カギをかけないで寝てしまうとか、自転車

も施錠せずに止めておく、ほかに犯罪もないから、そういった意味では良いまちだと

も感じている。

今後の対策としては、やはり啓発活動により学習をすることだが大事だと考えてい

る、何度も何度も啓発し、自分も含め学習していくということです。

長）割れ窓理論的にいうと、管理意識の程度が下がってきているということか、そうい

うとこに付け入られるということが言える。

委）医療関係に携わる立場から、昨年から感じているのですが、新浦安は呼び寄せ老人

（別居の親を引き取り同居する。）が多く、震災以降、息子さんたちの仕事が減ったこ

とから、ますます外出しなくなり、認知症に発展するケースや、また収入の減った息

子から虐待を受けるケースもあり、心の病気や医療費が払えないなどの相談を受けて

いる。そういった状況、そういった心の隙間に、振り込め詐欺などの犯罪が入り込ん

でくるのではないかと危惧している。

先ほど、市の対策で、高齢者支援課と連携してという話があったが、非常に良いこ

とで、もう一歩踏み込むとしたならば、事業者のほうが、高齢者と接触する機会が多

く、そういった方々を経由して、情報を発信していくことを提案したい。

事）警察沙汰には、直接ならないのか。

委）24 時間保護はするが、帰さなければならない。そのような中で、放火事案につなが

るケースがあり、警察から連絡を受け、連携をはかりながらうまく対応できた事例も

あります。

長）実際、オリエンタルランド社さんでは、４月以降どうですか、万引きなどは多いの

ではないかと思われますが

委）重点的な取り組みは行っており、見つけた件数は増えていますが、それはうちの取

り組みの結果であって、万引きが増えているという判断はできない。

長）市の説明を受けて、抜け漏れているような視点や取り組みなどの提案があれば伺い

ます。

委）11 月、12 月にはどのような犯罪が増加するのか、また自転車盗の対策があれば伺い

たい。

事）自転車盗や空き巣など、地域のみなさんが力を合わせてというより、元々の根本に

ある「自ら守る。」というところで残念な結果になっており、そこをなんとかすれば好

転することで、目に見えて件数を減らせる状況にあると思っています。

そのようななかで、10月 15 日号の広報でも。そこのところを強調した内容にして

います。

また、防犯講話など随所で発信していき、口コミでより多くの方に伝えてもらうよ

うなお願いもしています。

上野委員が会長をしておられる防犯協会では、10 月１日に防犯支部長緊急会議を

開催していただき、警察署も出席し地域の防犯パトロールの強化などをお願いし

たところです。

関係機関との連携ということで、高齢者支援課とは体制ができましたが、これまで

にない取り組みとして、教育委員会などと連携し、子どもたちの安全安心の確保と地

域の皆さんへの子どもの見守りや声かけをお願いするため、日没が早くなる 11 月（1

日）から 2 月末までの毎日、午後４時 30 分に防災行政用無線を使用し「子どもたちの

帰宅を促す放送」を実施するところです。何かひとつ意識を高めることで、他の防



犯意識の高揚にもつながっていければと思っています。

長）基本的には、やはり当事者意識をいかに高めるかということになるが、ここが

難しいところで、意識のある方は啓発しなくてもやっています。となるが、意識

のない方は、どう啓発してもダメで、実はこの構造は、様々なところでいえるこ

と、どれだけ啓発してもダメなら次に向かうのは、何がしかの罰則やインセンテ

ィブを付けるかのどちらかになる。

罰則では、例えば放置自転車に対し罰金を取るなどがあるが、これをチェックする

ために、莫大なコストがかかるのでできない。インセンティブになると、（自転車を）

購入して 5 年使い続けたら、次の買い替え時に割引券が貰えるなど、当事者意識を上

げるための策を考えることも必要。

この自転車当盗難の問題は、この協議会ができた当初からずっと議論している問題

で、「二重ロックしましょう」や、「放置自転車やめましょう」という啓発では、どう

やら効かないということが何となくわかってきて、じゃあ次をどうするかという部分

を建設的に議論しないと、また来年、同じ議論になってしまう。

制度をつくると業界を巻き込まないといけない、自転車業界からの反発や既得権な

ど調整など、大変なことが多いが、本当に自転車盗難を減らしたいなら、真剣に議論

する必要がある。

事）啓発とういことで、これまでキャンペーンなどで、ワイヤー錠などを配っていたが、

配ったほど身になっているか疑問が残ります。

昨年の震災で予算の見直しが図られ、一律 20％削減ということで、配布する物資類

が揃えられない状況になって、どれだけ有効に配布できるかということで、自転車一

台一台に（ワイヤー錠を）付けてしまうとうか、本当に自転車を利用している方に渡

すという考えになってきます。

事）自転車一台の高かった頃に比べ今、自転車は非常に安く買える時代、カギのかけ忘

れなど（盗難に遭う）状況もあるが、高価なものには気を使うように物価が安いとい

う 先入観なども盗難の要因になっているのではないか。

先ほど委員からお話があった医療関係でいうと、認知症の方なども非常に難しい。

現在、（市では）65 歳以上が 2万人以上います、今後もっともっと増えていきます、

そうなると（先の事例が）も目に見えて増加する状況にあります。

ヘルパーさんなど（介護従事者に啓発活動などの一端を）にお願いするのは常とう

手段でしょうが、どこまでできるのかということで大きな課題といえます。

委）認知症患者の対応にしても（防犯対策にしても）、きちっとアドバイスができる方を

周りにつくっていかなければいけないと感じている。

各立場で顔が見えて、現状がわかっていてお互いの領分がわかっていれば、良い成

果につながる。今セーフコミュニティーに関心があり、自殺とか認知症とか全部とら

えて安全 振り込め詐欺被害に遭われた（被害者だけでなく）その家族も不幸になっ

ている現状など伺っているので、知っている人（知識のある方）をつくっていって（被

害に遭わないような）ネットワークを広げていく。

事）啓発活動は（防犯課）でもかなりやっています。ただ結果がこのような状況でもあ

ります、じゃあ次の一手をどうとるかは非常にむずかしいところ。

自治会のお祭りは頻繁に行われています、地域コミュニティの促進、顔を見る、あ

いさつを交わすイコール犯罪が減るという理論につながる一方で、安全理論が働き

ちょっと鍵をかけ忘れたという部分もあるのかなと感じたりもしている。（そうは思い



たくないですが）

アイデアを出して次の一手を取る、非常に難しいですし、（個人的には）罰則などは

設けたくはない。

委）豊島区は自転車にナンバープレートを導入した、タイヤ（車幅）から飛び出してい

てかっこ悪い、でもその一手をしないと池袋駅周辺がすごい状況らしい。

事）罰則は難しいところですが、足立区では駐輪場の無施錠自転車に対し係員がワイヤ

ー錠を装着する取り組みを行っている。

そんなに遅い時間まではおこなっていないようですが、持ち主が取りに来た際、ワ

イヤー錠を外し施錠をしていない理由などを聞き、施錠を呼びかけているというよう

な内容です、今後、(足立区に)詳細を伺い研究してみたいと思っています。

委）ショッパーズプラザ新浦安の駐輪場に、防犯カメラは付けてないのですか。

事）市の防犯カメラは公共空間の市営駐輪場付近に何か所がありますが、駐輪場を監視

しているものではありません。

委）ショッパーズプラザ新浦安の駐輪場に、事業者にお願いして「暗視カメラ設置」と

ダミーでもいいので表示してもらえば、効果はあるのではないか。

事）浦安署と連携しながら、対応を考えてみます。

委）舞浜駅前に防犯カメラがついて、駐輪場が整備されてから、盗難台数が減った経緯

もあり、駐輪場所のエリア整備も大事なのではないか

委）誤解を生むといけないんですが、自転車盗の話が出ていますが、今自転車は安いも

ので、自己管理の問題である、自転車盗のような小さいことはほっといて、もっと大

きな問題に取り組むべきではないか、例えばひったくり、80 代の女性が被害に遭って

怪我をしたと伺ったが、今、全財産を持ち歩いていると高齢者は多いのにひったくり

や事件が少ない、こういうことに先手を打って守ってあげる。

道でバラバラ、錠を配るのではなく、盗まれるのは自分のせい、痛い目にあって不

便な思いをすれば自己管理をする。ワイヤー錠が必要ならば市役所に取りに来い。こ

のぐらいでいいと思う。でなければ、何もかもやっていられないでしょう。

また、ひったくり発生エリアや自転車盗の多い地区は大体決まっているので、重点

エリアを決める。サイバー犯罪やいじめ問題など目を向けるなど、大事なところに重

点的に時間とお金（予算）をかけて、大きな重い犯罪の抑止に努めたほうがいいので

は、思い切って切り替えてみてはどうですか、重点思考です。

自転車盗はもう捨てる。ここだけの話ですが。

事）割れ窓理論ではないですが、小さな犯罪を埋めていくことで、大きな犯罪の抑止

につながります。

委）防犯課が出来た時に、オリエンタルランド社さんが万引きの件数を公表した、その

時点で市の犯罪件数がぐっと増えた。それで浦安市は危険な町となってしまった。件

数だけですよ、実際、私は浦安が危険な町とは感じていませんし、殺人事件が 1件あ

りましたが、軽微な犯罪ばかりで、浦安は本当に安全で安心なまちなんだけれど、そ

ういうことが公表されると不安な町になってしまう、レッテルを張られてしまう、そ

れが怖いんですよ。

だから、この（会議の）場で、会長がおっしゃったように、5 年乗った自転車には

割引（買い替え時）などアイデアをいろいろ出していくべきです。

（市で）ワイヤー錠を配っていますが、私自体はカギを持つことに抵抗を感じてい

ます。私は自転車を買ったら、まずカギを外してナンバー式のワイヤー錠に取り換え



ます。

これで 20年間盗まれたことはありません。うちの家族もみんなそうしている。カギ

はあるから盗まれる、または無くす。自治会のお祭りでも落し物のナンバー１は自転

車のカギです。自宅も暗証番号式のカギなのでカギを持たない訓練も必要だと思うし、

自転車メーカーやハウスメーカーにいって、ナンバー式にするなどの方向にもってい

けたらいいなと思います。

長）そうですね、そのうえコストがかからないということ。

委）自転車屋さんに最初から前後輪にカギ２つつけることや、販売時にもう一つカギ

を渡すことについて聞いたことがあるが、コストの問題があるということでした。

委）そもそも、カギを持つから無くすわけだし、カギがあるから壊される、カギを持

つこと自体、阻害している。

委）自転車を盗む人の年齢構成はどうなっているのか。

事）盗難件数と検挙件数に大きな違いがあるので、年齢構成はつかめない。

委）例えば学生なら、学校へ行って教育すればいい

委）うちの自治会集会所の前は、自転車が溜まっていくんですが、駅から簡単に乗っ

て来て、乗り捨てる人が多いんでしょう。

長）（自転車盗は捨てる）斬新な考えで面白いんですが、（犯罪の）件数が独り歩きし

て、浦安には住みたくないと言い出す人もいるかもしれない。

犯罪件数の中に自転車盗が位置づいてしまっていることが大きな問題で、施策的

な対策を考えるうえで予算のない中、少ない投資で大きな効果を得るために、先ほ

ど言われていた重点エリアを定めるなど、戦略的な議論をする必要がある。

委）（犯罪件数は）前年比でいつも比べるんですが、この時期までガッと増えたりする

んですが、昨年か一昨年、県からお金（緊急雇用創出事業補助金）を貰って、パト

ロールを開始したら、グッと減少したことがありましたが、残念ながらお金を投資

して、警備員を増やすと、件数が下がる。今年もやっているのですか。

事）23 年度で補助事業が終了しました、しかし、16年度から市費で行っている委託パ

トロールのシフト時間を、契約の切り替え時期でもありましたことから、これまで、

朝から夜間までだった時間を、夕方から翌朝までのシフトに変更しています。

委）（パトロール委託の）予算はいくらぐらいか

事）委託費が 1,700 万円程ですが、市の人口で換算してみますと、（市民）一人当たり

年間 110 円位の負担で、体感治安という部分で安心感が得られているのではないかと

捉えています。

委）効果的なところでいうと、今（警察などとの）情報共有がなされていて、ポイント

になる場所などには夜間帯など、警察官やパトカーが警邏している。

（そういう場所を）昼間などは、私たちがパトロールするなど、昼夜スライドで、

ポイント（重点地区）の警戒活動を継続的に行えば効果はでると思いまので、ポイン

トをどう絞り込んでいくかということになると思います。

ひったくりでは、その場所に「ひったくり発生」の掲示をしていますが、目に見え

て訴えることは大事で、自転車盗でも、ちょっとグロテスクな表現でも何か訴えてい

くことは大事だと思う。

長）そういう意味では、「ショッパーズプラザ新浦安」（自転車盗多発）と名前を公表し

たことは、ピンポイントで何かが出来るという環境をつくったことになると思います。

ひったくりにしても、浦安駅周辺が多いとい状況から、ピンポイントで対策を打つ



ことは出来るんだろうと思う。

事）先ほど、駅での構内放送を行っていると説明しましたが、実は（実施には）勇気が

いりました。というのは逆効果、委員からもありましたが、浦安はそんなに危ないの

という印象を与えかねないんです。

一旦は待ったをかけ、再度検証し言葉をうまく変えながら実施した経緯があります。

長）いろいろご意見ありがとうございました。続いて議題２、その他について事務局か

ら説明をお願います。

事）議題２その他ですが、前回（2 月）の会議の継続案件でとなっていました、「浦安市

防犯計画における目標値の設定について」と、「防犯活動における市民団体の活性化」

という 2 点ですが、申し訳ありませんが、時間の関係上、次回の会議に持ち越させて

いだだき、今回の会議は、これで終了とさせていただきます。

本日は、お疲れさまでした。

＜事務局から＞

次回会議は2月末から3月上旬ころ、25年度予算について報告ができる時期に開催を予定。



附属機関等の概要

（平成 24年 10 月１日現在）

附属機関等の名称 浦安市安全で安心なまちづくり推進協議会

設置根拠 浦安市安全で安心なまちづくりの推進に関する条例

設置の趣旨、必要性等
浦安市の防犯に関する施策について意見を伺うとともに、必要

事項を検討する。

設置年月日 平成 17 年 10 月１日

所 管 事 項 犯罪被害を防止するための対策等

公開、非公開の別 原則公開・原則非公開・非公開

非公開とする理由

非公開の根拠

委員の人数・任期 ９名 平成 25年９月 30日まで

委員の報償 会長 9,500 円／日額 委員 9,000 円／日額

所管部署
市民経済部防犯課 担当 槇

電話０４７－３５１－１１１１（内線）１５９８
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越 川 利 子 浦安市婦人の会連合会 女 委 員

上 野 菊 良 浦安市自治会連合会 男 委 員

成 田 夢 実 浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 男 委 員

塩 谷 祐 司 浦安市青少年健全育成連絡会 男 委 員

鈴 木 康 充 千葉県自転車軽自動車商協同組合 男 委 員

木 村 茂 株式会社オリエンタルランド 男 委 員


