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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 ２ 回 会 議 議 事 録 （ 議 事 要 旨 ）

１．開催日時

平成 25 年 3 月 22 日(月) 午後 1時 30 分～3 時 00 分

２．開催場所

市民プラザウェーブ１０１ 市民サロン６

３．出 席 者

（委 員）東会長、村瀬委員、武林委員、上野委員、塩谷委員、

（事務局）大塚課長、庄村主幹、槇課長補佐、熊川係長

４．会議次第

１. 会長あいさつ

２. 議題

（1）浦安市防犯計画について

（2）平成 25 年度の防犯事業について

（3）その他

５．会議の概要及び経過

１．会長あいさつ

●概 要

今日は、市の防犯計画の議論があると聞いてございます。早速議題に沿いまして進

めて参りたいと思っています。まず、議題の１番が浦安市防犯計画について、事務局

の方からまずこちらの方の説明をお願いします。

２. 議題

（1）浦安市防犯計画について

事）昨年の浦安市の犯罪の発生件数について、お話しさせて頂きます。総数が 2,688

件、前年比＋150 件、増加した犯罪は空き巣が 90 件、前年比＋11 件、自転車盗が

926 件、前年比＋75 件になります。自転車盗 926 件というのが全体の刑法犯が 2,688

件ですので、1/3 が自転車盗という浦安市の特徴となっています。ひったくりが総

数 29 件、前年比＋８件です。詐欺が 108 件、前年比＋53 件になります。また、減

少した犯罪は、自動車盗 17 件、前年比-14 件、オートバイ盗 66 件、前年比-13 件、

車上狙い 85 件、前年比-18 件となっております。

今社会的に問題になっています振り込め詐欺ですが、浦安市を見ますと昨年振り

込め詐欺の件数は 14 件、被害額が約 4,500 万円、平成 23 年が 18件ですので４件ほ

ど減りました。また、平成 23年の被害額は約 5,000 万円でしたが、１回の被害額は
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増えたということになります。

昨年千葉県は、県全体で 10 年連続刑法犯が減少しました。今年を見て見ますと若

干増加傾向にあり、千葉県全体で増えている犯罪が、自動車盗、自販機荒らし等の

街頭犯罪、また、空き巣、忍び込み等の侵入犯罪が増えています。

浦安市の犯罪は全体的には減っていますが、空き巣、自動車盗、自転車盗につい

ては減少していると言っても数は非常に多いです。これは、無施錠状態が非常に多

いためです。そういった点を踏まえ、市では警察や関係機関と連携して広報活動を

強力に推進しているところです。

事）昨年の浦安市の犯罪件数、傾向、今年に入ってからの現在までの状況を説明させ

て頂きました。浦安市の防犯計画について、前回一年位前にこの会議で防犯計画の

数値目標の見直しとか、防犯計画自体そのものの市の考えと言うことをお示しさせ

て頂きました。

この会議で、ご意見を頂きたいのは防犯計画の目標について、前回は数値目標

2,500 件が一つの目安で、これ以上目標を下げても頭打ちではないかとご意見があり

ました。また、数値目標がないとなかなか皆がそれに向かって動かないじゃないか

というご意見もありまして、最終的に次回へ持ち越しと言う事で会議が終わってい

ます。これについて皆さんのご意見を頂きたく議題とさせて頂きました。

長）まず、認知件数は昨年については増加してしまった。今年の推移を見ていると若

干減っていると言うような状況だったと思います。今日の話としては 2,500 件とい

う数値目標をどのようにしていくのかという事ですが、2,500 件は結果としてはクリ

アできていなかった訳なんですけれども、今後、この防犯計画の見直しにおいて、

この 2,500 件以下まで減少させるんだと言う所と、そう言った数値を設定するのか

どうか踏まえて、皆さんのご意見を頂戴できればと思います。

事）例えば数字目標というのが１つあります。逆に、パーセンテージというような全

体的に何年先までに何年の数字から何パーセント程度減らすとか、その中で、罪種

犯罪に特化してそこは重点的に全体で 10％なんだけど、15％に減らすとか、そうい

う設定の仕方というのもあるのではないかと考えています。例えばパーセンテージ

で今後の目標を示していく、前年の犯罪件数のこういう部分についてはそこから２

年先までに何パーセント減を目指すというような設定の方法もあるのかなというの

もあります。

長）大事なのはマネジメントなんです。目標に対して、目標に達する為に何をするか、

目標が達成出来なさそうな状況でどうするのかの議論が大事で、マネジメントして

行くことと目標達成を日々どの様にチェックしていくのかチェックシステム見たい

な部分をセットで目標を持たないといけない。

委）平成 13 年に 5,000 件といって、読売ウイークリーに載った時に浦安市と厚木市が

同じような状態で、初めて数字に目が触れて自分たちの街って体感治安として安心

な街なのか安心でないかと数字だけが一人先行しちゃうんです。

浦安市は意外と 16万人都市で犯罪が人口に対して多いんだよ、こういう数字を見

ると初めて分かります。自転車盗難が多いという事を防げればもっと体感治安も減

るし、もう少し住みやすい街浦安だよと言うことが言える。
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事）読売ウイークリーで、浦安が一番危ない街みたいなことでクローズアップしたこ

ろに、防犯課が平成 16年に設置されました。また、全市的に自治会、事業者の皆さ

んが一体になって警察と連携も絡めて啓発をしてきた結果平成 13年の半分以下に減

少し、このところ、2,500 の目標に近い所にもなってきた。そういう中で、無施錠が

あって防げるのにあえて犯罪になってしまう意識の問題が非常に大きくて、そこを

きちんとすれば間違いなく犯罪件数が減少出来るという状況がありますので、そう

いう特性を踏まえて、啓発活動を行っています。

委）浦安は若い街、学生の街でもあるのでダイエーの前とか通ると無施錠があったり

して、規範意識をどういう風に市民レベルで伝えていくか大きな課題になるのかな

と感じています。

事）自らの安全は自ら守ると市の条例の中でも一番最初に出てくるんですが、地域の

安全は地域でという事で市民団体の皆さんが連携を組んでやっていますが、自己防

衛がまだまだ確立されてないという見方が出来ます。

委）読売ウイークリーに出る前は市民も行政も防犯認識に対して頭になかったところ、

数字を見てビックリして防犯課が出来るきっかけになったと、防犯課が出来てから

様々な施策をやって、一般市民の目にも犯罪情報は今まで目に触れなかったものが、

回覧板で回ってくる掲示板でも貼られる。市民意識も浸透して来て、数字の目標は

絶対必要だと思うんです。

自転車盗の数字が下がれば件数が減ってくるので、条例を設けて自転車の鍵はツ

ーロックにするとかあればいいかなと思っているんです。

長）自転車盗の推移を何年か見ていて一番少なかったのが、23 年の 801 件、800 件位

はどんな事をしても今のままでは減らないということです。マクロに見た時に、23

年の 2,538 件というのは 38 件目標数に達成していないですが、一つの浦安市として

達成しうる具体的な目標数値、2,500 というのは、まだ達成はしてないけれども平成

23 年の数字を見ると、いい数字かなと片一方で思ったりする。

事）高齢者の関係で振り込め詐欺の対策で、高齢者の担当課と連携しながら啓発を進

めていまして、老人クラブ連合会の集まりがあるときに振り込め詐欺のチラシの配

布や啓発を行っています。

事）まさしく社会問題になっている振り込め詐欺の実態が分かっているんだけど、引

っかかってしまう結果が沢山ありますので、県警や千葉県がひったくり対策、振り

込め対策に力を入れて引き続きやっていくんだと受けていますので、それらに積極

的に関わってＰＲ等の対策に取り組んで行きたいと思っています。

長）振り込め詐欺みたいに被害者が大きな損失で、精神的ショックを受けるような犯

罪もあるし、自転車盗難の場合全然ショックを受けてませんし、また、買えばいい。

そういうものを同列で関わる難しさがあって、高齢者が一番被害に遭いやすい存在

だとすれば、そういう高齢者をターゲットにしたような犯罪をいかに寄せ付けない

のか、と言うようなところに重点を絞るとか、そこは規範戦略的な所です。

委）犯罪を減らす方向よりも今は、犯罪を多くさせない動きになっている。原因を突

き詰めて行って、抑止なのか犯罪を減らす方向に行くのかという方向があって、我々

市民の体感的には犯罪が 13 年の時もそうですけど多いとは感じてないわけですよ。
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自転車盗難はあたり前で、世間には悪い奴がいっぱいいるみたいな事で、新しく

買えればいいなということがあったんだけど、意識は変わったんですよ。防犯課が

出来てから市民の中に浸透していったから市民の意識は変わった。ここまできて頭

打ちになっているのは、マンネリ化している訳ですね。３年位前はパトロールのや

り方もいろんな事をやったわけですよ。地区地区を回ってタスキを渡したりとか市

民活動を啓発していたわけですよ。今は、我々市民を動かしていないんですよね。

この先を何処にするかを考えなくてはいけない、新たな防犯計画ではなくて新たな

抑止にするのか、減らす方向に行くのかと、方向性を強く考えていかないと行けな

いんじゃないかと思います。

長）結局自転車だという話になって、本題は何処に原因があってそこをどうすれば効

果が出るのか出さないといけないのかブレイクダウンした議論が、今回は、きちん

と成されてそこに対処が加わる。2,500 と言っても多いか少ないかは、市民には分か

らない。自分が受けた１件はわかるけど、市全体で 2,500 件ですと言われたところ

で、それがどういう意味なの、それが市民の感覚だと思う。

パトロール 10回せなあかんとか、自転車５回盗まれたら罰金 100 万とか、うたえ

るものあれば市民は分かるんですけど、2,500 件と言われてもそこは良く分からない。

今までのやり方では、ほぼ現時点でやれる所の限界まできている。という状況に

なっているので、次は全然違うアプローチで対応していく時期に本来きているのか

も知れない。

委）犯罪も今は予防の方に向きつつあって、事件があって解決するんじゃなくて、予

防することによって暮らしやすさを求めたりとか、安全という体感を感じるという

のが最近凄く感じるようになりました。去年車で浦安の一部を回った時に 20 何年住

んでいて、意外にこんな細い道があったりとかする事を初めて知ることが多かった

ですね。

今の自治会のいろんな方が頑張ってもらったからこそ、犯罪件数が 2,500 件まで

下げられたと思います。また、いろいろ街を見ていくと、自分達の街を知らなすぎ

ると自分自身も反省したところで、意外にこういう所に街灯をつけたらもう少し安

全な場所とか、こういとこに客観的に防犯カメラをつけたらいいだろうとか、街歩

きをして感じました。

長）実は、街づくりの市民参加見たいなものとほぼ同時になって、街づくりというの

は安全安心もありますけど、景観の問題であるとか、福祉的な教育的な話もあるだ

ろうし、自分達の街をいかに自分達で作るか大きな課題と市民を巻き込むには面白

くないと市民は出てこないでしょう。イベント活動というか楽しい中で結果として

それが安全安心に繋がるみたいな、そういう仕組み仕掛けを入れて、何か楽しさと

いうメリットをどうできるのかという事だと思うんです。

委）市民が考えるシステムを言えるような場づくりを浦安市アカデミーみたいなもの

を作って、意見を言う場がないといい案も出てこないと思う。

人の人格を高めていくようなことをやって、防犯になるというものを作ってもい

いと思う。勉強会的なアカデミーを皆で勉強する場、発言する場、意見を出し合う

場を作って市民力を高めていくという事を考えた方が良いと思うんです。



5

長）税金を使って対策をするという、その期間は一定の価値・効果も出ました。2,500

件近くもなりましたと、次のステップは市民自らアクションを起こす。その起こし

たアクションに対して、税金である程度は支援しましよう見たいな、主体を変えて

行く様な時期に差し掛かっているのかも知れない。

委）今までの行政は防犯課を作って非常に良くやってきた、市民のレベルアップを上

から来たなら下から突き上げていくような、そういうウェーブを作っていかないと

いけない。

長）こうやるから役所もこれだけ出してくれと、その代りこっちはこっちで資料を出

してくれと、本来街づくりとはそういうものです。

委）千葉県全体の中で、人口当たりの犯罪率が高いと言われている。少なくとも千葉

県全体の中で防犯率が真ん中よりも少しいいよと、その位までの数値目標を持って

行った方が良いと思うんです。

委）自転車も新しい方法でいろいろ取り組んで頂いていますから、それも拡張して、

ＮＰＯ法人でも立ち上げて、それだけを任せてそこで専門にやってもらう手もある

し、犯罪数の多いやつを潰して行って、特に大事なのは詐欺ですね。詐欺の 53件増

えているのはとんでもない話で、これをどう抑えこむかという事です。

委）防犯カメラ大作戦見たいな、1,000 台の数値目標で道路全体に防犯カメラを置くと

か、そうすると犯罪があった所を調べられるという状況で、例えば万引きしたとか

自転車持って行ったとか後で調べれば出てくる人物は分かるわけですよ。今もテレ

ビでニュースがあると例えばコンビニの防犯カメラを調べて、凄く解析もいいしそ

ういう事で浦安市は防犯カメラ体制 1,000 台を数値目標として、監視する都市にな

っていくとか、そういう大きな事をやってもいいんじゃないかと思います。

事）防犯カメラについては、昔はプライバシーと言うのが先にきていまして、平成 19

年 20 年ごろに５台付けるのがやっとでした。今は防犯カメラの映像が犯人検挙の決

め手になっているので、むしろ欲しいと言う声が多く聞かれます。

長）ここで大事なのは、1,000 台防犯カメラをつける事じゃないと思うんですよ。

そういう事を発信して、それで議論をする場ができることです。たぶん、反対す

る人がわんさかいる。それがいいんじゃないかという意見も、そこできちんと議論

したらいいじゃないかと、結果として、それが 500 台になるか 100 台になるか別と

して、真剣に自分達の生活と言うのを自分達が意見を言うことで良くしていくよう

な機会が、ある意味突飛かも知れませんが、そう言う意見・方針を発信することで

逆に議論を高めるつもりということだったと思います。

委）やって見ようじゃないかと、まず、1,000 台大作戦をどういう所に付けようかとか、

そういう風にやれば皆が関心を持つし、困るという人も絶対言ってくる。

長）カメラを推進する代わりに、我々自治会でもっとパトロールするから見たいな建

設的意見が出てくればいいんですが、ショック療法じゃないんですけど。

委）女性の中からも防犯カメラは意外に助かると良く聞くんです。痴漢とかそういっ

たところで、敢えてそういうカメラのある所を歩いて帰ると聞くので自分の安全を

守る道具になっている。小岩は凄いひたっくりが多いんですよ。そこで何を考えた

かというと、ワンコイン寄付作戦と言って、一人 500 円集めて防犯カメラを設置し
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て犯罪がかなり減ったという話を聞いて、ワンコインで自分の安全を確保できるな

ら安いもんですと話を聞いて、物に頼るのは良くないかも知れませんけど、防犯カ

メラは今や特効薬なのかなと。道具に頼るのは良くないですけど一つのツールとし

て非常に大きなきっかけと起爆剤になるのかなと思います。

長）市民が自らの問題だと思って、アクションをするきっかけみたいなものがいるの

なら面白い話があるんですよ。コカコーラで 90 年代にペプシコーラの売り上げが凄

くて、シェアがペプシコーラに抜かれて、その時にコカコーラが何をしたかという

と、真義は定かではないですがコカコーラを辞めますと言う宣言をしたんですよ。

その時に何が起こったかと言うとコカコーラファンが辞めるなと、ペプシでなくて

コカコーラ飲むからみたいな市民運動が起こって、一挙にペプシからシェアを奪い

取ったみたいな、何かをやるということで反対意見で盛り上がるというやり方もあ

るし、もう辞めますみたいなので盛り上げるみたいに、防犯対策を市はやりません、

みたいなそういうアプローチもあるんです。具体的なことを言うんじゃなくて、や

っぱり市民が考えるきっかけを何か与えると言う事が大事なんだと思います。

事）この４月１日に自転車盗難の特集を広報に載せる予定ですが、こちらの意図とし

て過激に浦安は自転車泥棒天国とか、自転車泥棒銀座とか題名を載せたいのですが、

広報になると過激みたいで少し落ち着いた題名になったり中々難しいところもあり

ます。

事）今回は、もう少し具体的に方向性を出すために皆さんの意見を伺って、こちらで

その事について精査をしたいと考えています。

長）具体的目標というのは目的だと思うし、2,500 という数字だけにはあまり内向きに

は意味がなくて、外向きには発信の意味があるんでしょうけど、内向きにはもっと

ブレイクダウンして、自分がやるべき事が具体的に分かるような別の目標みたいな

もんと、この 2,500 という数字が本当はリンクする。報告書に書くときは有機的に

連携するみたいなものとして、その一番上に 2,500 件みたいなものがある、そうし

ないと意味がないと思います。

委）振り込め詐欺のことで、周辺の人に聞いていると皆２回とか３回かかってきてる

んです。でも、皆仕返しが怖いから警察に電話をする人は殆どいないんです。

事）振り込め詐欺でこういう電話があったと市にも警察にもかかってきていますが、

そういう電話がありましたら、確実に警察や防犯課に連絡を頂きたいです。

被疑者も何回か電話をするんです。１回目の電話で警察とか市に電話を頂ければ、

振り込め詐欺だから絶対に取次がないで下さいと伝えると２回目３回目とかかって

こなくなります。

長）今日の議題の二つ目が来年度の事業という事で、事務局から資料の説明をお願い

します。

（2）平成 25 年度の防犯事業について

事）平成 25 年度の防犯に関する予算（案）は 4,436 万円です。その前の年から 400 万

円減っております。自主防犯活動経費の方で 2,11７千円、自治会とか団体の防犯パ

トロールを支援するための経費です。防犯活動経費 1,752 千円は、キャンペーン・

防犯講演会を開催するための経費です。市内巡回パトロール経費の 16,296 千円は警



7

備業者へ委託するパトロールの経費です。午後３時から翌朝９時まで二班体制で行

っています。これも継続という事になっています。街頭緊急通報装置経費は、国道

357 号沿いに設置してありますスーパー防犯灯 12 基分の運用経費です。公共空間犯

罪対策費 2,625 千円は、市内３駅中心に防犯カメラ 24 台設置してある運用経費です。

移動防犯事業 1,338 万円は、防犯指導員（警察ＯＢ）を雇いまして、地域に出向い

てもらい防犯教室・防犯啓発をやっていただく経費と高洲移動防犯ステーション管

理費も少し含まれています。

主な課題としましては、自主防犯見守り活動の中では自治会等の自主防犯団体の

効率化をもう少しやっていきたいと、地域によっては自治会の役員さんがずっと何

十年もやっていて高齢化していると、今まで３回やっていたパトロールが２回にな

り１回になり、１時間やっていたパトロールが 30 分になるという事がありますので、

防犯活動団体間の連携で、広範囲でやれるような活動を拡げていきたいと考えてい

ます。

防犯パトロールの車両の貸し出し件数が減っている傾向にあるのでＰＲをしてい

きます。個人ボランティアも高齢化していまして、新しく入る方よりもやめる方の

方が増えていますので洗い直しをしていくことが出ています。啓発活動については、

効果的な啓発に力を入れてやっていきたいと思います。また、防犯カメラ・スーパ

ー防犯灯の運用につきましては、新規整備について将来的に考えていく事が十分あ

ると思います。先ほどあったように防犯カメラ 1,000 台というような所までの話に

なるかわかりませんが、増設については震災の方が落ち着いた時点で議論していく

事になろうかと考えています。移動防犯事業につきましては、新たな取り組みを考

え防犯指導員の方にはバラエティーに拡げてやって頂きたいと、何かここでご意見

を頂いたものを転換していきたいと考えております。

説明を終わらせていただきます。

事）この予算の中身を簡単に説明させて頂きました。一昨年の震災後防犯課に限らず

20％復興予算のために各課工夫して削減しました。25 年度については中身を精査し

まして、昨年付いていなかった啓発や活動のための予算を要求しまして、先般の予

算委員会で採択を受けまして、来週の 25日の月曜日に本会議の最終日で各委員長さ

んから報告をして頂いて採択を頂ければ、この予算が防犯課として頂けるとなって

います。

長）事業評価を導入していますよね。自主防犯見守り隊活動支援経費は事業評価の対

象になっているんですか。

事）細かい数字の報告を上げるものはないんですが、全事業が対象になっています。

長）今日のペーパーで言うと事業というのはどのくくりになるんですか。

事）ここにある事業別という形で６つの事業がありますけど、従来事務事業評価と言

うものがありまして、費用対効果があってどれだけ成果があったかと経年で比較し

たものを提出してきました。

事）行政の守備範囲と言うことで、市がやる事業なのかと言う所で、全部この辺は議

論される事業として対象となっています。

長）そこが、一番マネージメントに直結するところで、進捗管理を含めて事業として
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きちんと機能しているのかどうか、どうだったのか、だから来年度どうするという

所で、ホームページを見ると過去のものはあるんですか。

事）過去の事務事業評価は出しています。

長）皆さん浦安市のホームページに行くと、事務事業評価というものがどの様にやら

れているのか出ています。

事）予算的なもの、費用対効果、歳入分歳出分の差、目標数値の設定、課題、今後の

事業の進め方そういうものが、事務事業評価表という表を載せて出しています。

長）何か事業に関して、質問等で結構ですので何かありますか。

委）スーパー防犯灯とか公共空間対策のカメラは、風が強くて砂埃の時カメラにかか

ると思うんですけど大丈夫ですか。

事）まず、心配はないです。台風の後にカメラの画像確認をして向きが変わっている

とか映ってないとかチェックをします。元々表に設置・整備をするものなので、そ

ういう所での不具合は発生した事がないです。

事）通常の防犯カメラの話は沢山出たんですけど、スーパー防犯灯はむしろ浦安市の

場合は積極的に私費を投入して湾岸道路に 12 基設置してありますけど、そんな取組

をしてきて監視社会というより犯罪抑止が強化される点で、スーパー防犯灯という

より通常の公共空間、犯罪対策という事で 24 基防犯カメラを設置していますので、

計画的な方針の基にどうしていくかということが今後の大きな検討課題と思ってい

ます。

長）自治会の役員の高齢化の問題は構造的な問題で、若い人がやってくれない。

事）逆に、若い人だと平日の夜の７時８時にパトロールがなかなかできないという事

がありますし、どっちがいい悪いといかないんですが、少し長くやっているとモチ

ベーションが下がってくるようなところがありますし、率先してやられた方が退い

てくると頻度が下がる見たいなこともあります。

事）見守り支援の活動費は、自主防犯見守り隊が新町地区の方で明海、日の出、高洲

で自治会とかＰＴＡとかおやじの会だとか連携が生まれてきている中で、今の高齢

化の部分を考えますと役割分担して長く防犯活動に一緒に関わる仕組みづくりを新

町地区の事例を参考にしていきたいと考えています。全域にも中学校単位で広がり

を構築していく必要があるのかなと、そういう取り組みも次年度以降継続していき

たいと思っています。楽しくあるというところに参加しやすさもありますし、一方

でそれだけになってしまって本来の基本的な活動に弊害になってもいけないので、

上手く見極めて皆様にご意見を頂きながら、十分に検討してやっていかないといけ

ないと思っています。

長）楽しいのは裾野の拡大でしかなくて、実は楽しくなくてもやる人はやるんで、楽

しい裾野広がりで集めたうちの何人かが楽しくなくても残る人が何人いるか。

事）気楽に気長に危険なくというキャッチフレーズで、個人ボランティアの方も多く

登録していただいた経緯がありますので、その辺をバランス良くやっていかないと

いけないと思っています。

長）防犯に限った事ではないんですけど、市民の街づくりへの参加は今まで自治会の

会長とか、特定の人達からすると名誉職見たいなもんですけど、一般の人達から見
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たら良く分からないで、ずっとあの人だな見たいな。

イギリスの制度を調べた時に、コミュニティヒーロー制度見たいのがあって、そ

の人はそのコミュニティーの中のヒーローなんだと言う打ち出しをする。今は、自

治会長は別にヒーローでもなんでもなくて、あんまりやりたくないけどやらされて

いう感があるような位置づけになってしまっているような、それを言い方を変えな

がら周りの人から尊敬されるコミュニティヒーローバッジじゃないけど、それを付

けているとか、モチベーションがいるのかなと思います。

議題その３というのがあるんですが。

（3）その他

事）その３については、浦安市防犯講演会をご案内させていただきます。

今回、初めて犯罪被害者の遺族の方に来ていただきます。この意図は、今までは

大学の先生に来て頂いてコミュニティという所のお話から防犯活動をしましょうと

いう所で、防犯意識の高まりを続けていたところだったんですが、今回は視点を変

えて本当に犯罪に遭われた方の声を辛さとか、その後の大変な苦労を話して頂いて、

そういう観点から防犯意識をもっていただくきっかけにならないかということで、

全国犯罪被害者の会に所属しています成田市在住の沢田美恵子さんにお願いしまし

た。沢田さんは、４年ぐらい前に香取市の方で息子さんが会社帰りに 19歳の少年が

運転するトラックに故意にはねられました。はねた動機というのは父親に怒られて

刑務所に入れば楽になるとか、そんな動機でたまたま通りかかった息子さんがはね

られたということで、その後、加害者の方は 19歳ということで名前も出ず保護され

て被害者側はないがしろにされていると、そういう所で実際に声を聞いてもらおう

と、被害者の立場というものを伝えている活動をしていると伺ったものですから、

今回初めてそういう方に来て頂くことで、今までとは違った切り口で防犯意識を踏

まえて啓発できたらということで、来週の火曜日の午後７時から行います。議題そ

の他は講演会のＰＲをさせて頂きました。

長）本日の議題は以上で終わりますが、何かご意見がありましたらお受けします。

いいですか。ありがとうございます。
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附属機関等の概要

（平成 23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

備 考

委員名簿

氏 名 職 等 男女 備 考

東 一 洋 ㈱日本総合研究所主任研究員 男 会 長

村 瀬 恵 子 公 募 市 民 女 副会長

武 林 信 男 公 募 市 民 男 委 員

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

大 塚 千 佳 浦安市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会 女 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

西 尾 健 一 株式会社オリエンタルランド 男 委 員


