
平成 29年度 第 1回 松戸市安全・快適まちづくり協議会議事録 

 
１ 開催日時：平成 29年 10月 24日（火）14時から 15時 00分まで 

２ 開催場所：松戸市役所 新館７階 大会議室 

３ 出席委員：会長 恩田 忠治 

     委員 松本 員征 

     委員 田中 駿三 

     委員 松本 秀樹 

     委員 大塚 清一 

     委員 武藤 武久 

     委員 的場 茂 

     委員 秋田 和伸 

     委員 平林 大介 

４ 傍 聴 者：1名 

５ 出席職員：市民安全課長 菊地 治秀 

        参事補 山本 岳志 

       課長補佐 野口 智泰 

         主査 轡田 岳史 

       主任主事 佐々木 史範 

         主事 須藤 拓也 

         主事 倉林 真帆 

    廃棄物対策課長 海老沢 健司 

       課長補佐 伊藤 洋子 

     健康推進課長 田中 勝規 

      主査健康師 角田 陽子 

６ 議事 

 

（事務局） 

只今より「平成 29 年度 第 1 回松戸市安全・快適まちづくり協議会」を開催

いたします。 
まず、協議会を開催するにあたり、松戸市町会・自治会連合会会計でありま

す篠田 章委員、メイク松戸ビューティフル会長であります戸田 栄造委員、 
及び松戸市の環境部長であります戸張 武彦委員につきましては、事前に欠席 
の連絡がありましたので、ご報告させていただきます。 
 また、松戸東警察署の生活安全課長であります佐藤 豪委員につきましては、



遅れている旨の連絡がありましたので、併せてご報告いたします。 
 なお、本協議会開催にあたり、市の関係部署として、廃棄物対策課、健康推

進課の 2 課も協議会に参加させていただきます。 
 
（事務局） 
 それでは、本日配布させていただきました会議資料につきまして、お手元の

関係資料一覧で、ご確認させていただきます。 
１．平成 29 年度 第 1 回 松戸市安全・快適まちづくり協議会 資料 
２．条例関係資料（松戸市安全で快適なまちづくり条例・施行規則・協議会運 

営規則） 
３．松戸市安全・快適まちづくり協議会名簿 
４．安全で快適なまちづくり条例チラシ（カラー刷り両面１枚） 
５．条例啓発物資（ウエットティッシュ及びポケットティッシュ） 
６．客引き・勧誘の啓発用カード 
配布資料については以上でございますが、いかがでしょうか。 

 
（事務局） 
それでは、議事に入りたいと思います。 

 議長につきましては、規則第 4 条第 1 項の規定に基づき、会長にお願いいた

します。 
 
（恩田会長） 
本日の出席者は 9 名ですので、規則第 4 条第 2 項の規定により、本会は成立

いたしますことをご報告いたします。 
 事務局にお尋ねしますが、本日の協議会にあたり、傍聴を希望する方はおら

れますか。 
 
（事務局） 
 傍聴希望者は 1 名でございます。 
 
（恩田会長） 
規則第 5 条の規定に基づき、本日の協議会は、公開となっております。 
傍聴希望者 1 名につきましては、許可いたしますが、ご異議ございませんか。 

 
―異論なし― （傍聴者入室） 
 



（恩田会長） 
 会議を傍聴される方に、ご注意申し上げます。 
傍聴受付の際、ご覧いただきました、傍聴要領に記載されている事項につい

て、注意いただき、会議が円滑に進むよう、ご協力をお願いいたします。 
 それでは、会議次第に基づき、議事にはいります。 
 
次第の 2 番、「協議事項 1 客引き行為等に対する規制の強化」について事務

局の説明を求めます。 
 
（事務局） 
それでは、まず「協議事項 1 客引き行為等に対する規制の強化」について、

ご説明させていただきます。 
お手元にある資料の 1 ページをご覧ください。 
客引き行為等の現状に関しては、これまでの協議会においてもご説明させて

いただきましたが、警察の取締りや市及び地元団体等による客引き行為等防止

パトロールなどを実施しておりますが、いまだに松戸駅周辺などでは風俗関係

の客引きが多く見受けられる状況でございます。 
1 ページの中段の表に記載しておりますが、市で実施している青色回転灯装着

車両、いわゆる青パトによる、市内巡回パトロール委託実施時の客引き状況調

査によると、先月 9 月の松戸駅周辺の客引き人数は、1 日平均で約 20 人が確認

されております。 
 現在の松戸市安全で快適なまちづくり条例では、第 8 条第 1 項第 5 号にて、

拒絶の意思を示している者へ勧誘を続ける行為を禁止しておりますが、さらな

る客引き行為等の防止対策を図るため、現行の条例を改正して、客引き行為等

に対する規制の強化を検討しているところでございます。 
 2 ページをご覧ください。 
 こちらには、条例（案）の概要を記載いたしました。 
 改正にあたっては、まず、客引き行為等の定義を明確にするため、「客引き」

「客待ち」「勧誘」「勧誘待ち」を規制対象の客引き行為とすることを予定して

おります。 
 また、違反行為に対しては、現条例においても、悪質な客引き行為等への指

導、勧告ができるほか、重点推進地区では氏名等の公表に関する規定がござい

ますが、条例改正により、新たに 5 万円以下の過料の罰則を追加する予定でご

ざいます。 
 さらに、両罰規定として、客引き行為等をしている者だけでなく、その客引

き行為等をさせている店舗等についても指導等を実施することとし、必要に応



じて立入調査ができる規定を設けるほか、過料等の罰則が適用された際は、土

地又は建物所有者にその情報を提供することも予定しております。 
 なお、罰則を強化するだけでなく、客引き行為等をしない旨を誓約する規定

も設け、誓約店舗に対しては市が支援することも行いたいと考えております。 
 各々の詳細は、3 ページから 5 ページに記載させていただいておりますが、こ

のように、客引き行為等の防止対策を強化し、客引き行為が問題となっている

駅周辺の環境浄化と安全で安心なまちづくりをさらに促進するため、条例の改

正を行いたいと考えております。 
 客引き行為等に対する規制の強化に関する説明は、以上です。 
 
（恩田会長） 
 説明のあった事項について、ご意見やご質問があればお願いします・・・ 
 
（委員） 
 条例（案）の概要を見ると、同様の条例を制定している柏市よりも進んだ内

容になっていると感じた。ただ、条例を改正するにあたり、規定に沿った効果

的な取り組みが実際になされているかをきちんとチェックすることが重要だと

思う。現段階では、運用面についての具体的な取り組みはまだ決まっていない

ようなので、今後、チェック機能がきちんと働くような体制と効果的な取り組

みをお願いしたい。 
 
（事務局） 
 現在は、条例そのものの方向性や規定について協議をしているが、今後、全

体像が固まれば、具体的な取り組み方や体制について協議を進める予定でござ

います。 
 
（恩田会長） 
続きまして、協議事項２「指定喫煙場所の状況と今後のあり方」について、

事務局の説明を求めます。 
 
（事務局） 
 それでは「協議事項 2 指定喫煙場所の状況と今後のあり方」についてご説明

させていただきます。6 ページをご覧ください。 
 本年度においても、喫煙に関する問合せや要望が本市に寄せられており、9 月

末時点で 48 件となっております。この 48 件の内、松戸駅、新松戸駅について

が 29 件と全体の 60％を超えており、内容も受動喫煙対策と喫煙所撤去の合計



が 27 件で 56％と、指定喫煙場所に起因すると予想される問い合わせが多くな

っております。 
 6～7 ページでは、松戸駅及び新松戸駅周辺の様子を、8 ページでは移設（案）

について掲載しております。 
これまで、松戸駅及び新松戸駅の周辺において、指定喫煙場所の代替地とな

りうる場所を調査してまいりましたが、現段階で移設可能な場所の確保には至

っておりません。 
 本年 2 月に開催した前回の協議会において、指定喫煙場所の今後のあり方に

ついては、代替地を確保してから既存の指定喫煙場所を撤去すべきとのご意見

をいただきました。 
現在、本市では「子育て世代に優しいまち」を打ち出し、待機児童ゼロを２

年連続で達成しており、こうした「共働きがしやすい環境」や「都心からのア

クセスの良さ」などにより、今後は本市に興味を持ち、または転入を検討され

る方も多くなると予想されるところでございます。 
しかし、そうした方々が、実際に本市を訪れた時、現在の駅周辺の喫煙環境

はどう映るのか、特に 6～7 ページに記載しました、松戸駅及び新松戸駅におけ

る夜間の指定喫煙場所の状況を踏まえますと、より子育てがしやすく暮らしや

すいまちにするためには、これまでの方針を見直す必要があるのではないか、

と考えております。 
 また、先日、喫煙者の割合が２割を切ったというニュースもございました。 
 さらに、今後、国では東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、受

動喫煙に関する法整備が加速すると予想され、喫煙所に対する市民の反応や法

規制の内容も変わってくると推測されます。 
 本市といたしましては、喫煙者と非喫煙者双方が共存できるまちを目指す方

針に変わりはありませんが、今、申し上げました様な状況を踏まえますと、ま

ずは行政の責務として、受動喫煙被害の防止対策を優先すべきであると考えて

おります。 
つきましては、松戸駅及び新松戸駅の指定喫煙場所においては、指定喫煙場

所の撤去を先行して実施し、新たな指定喫煙場所については、今後も引き続き

検討していきたいと考えております。 
指定喫煙場所の状況と今後のあり方についての説明は、以上です。 

 
（恩田会長） 
説明のあった事項について、ご質問等はございませんか。 

 
（委員） 



 先々のことを考えると、松戸駅及び新松戸駅の指定喫煙場所は撤去すべきと

考えている。 
 
（委員） 
 以前は、喫煙を全面的に規制することには抵抗があったが、現在は、駅前等

の指定喫煙場所に喫煙者を集めて吸わせることへの市民等の意識も変わってき

ていることから、指定喫煙場所の撤去は仕方ないと考えている。 
 
（委員） 
 半年前の協議会以降、事務局も指定喫煙場所のあり方について協議等を進め

てきたと思うが、代替地の検討等についての取り組み内容を説明していただき

たい。 
 さらに、松戸駅及び新松戸駅の指定喫煙場所が撤去された際のリスクとその

対策についてどのように考えているか、また、喫煙率が減少しているとはいえ、

現在でも約 30 億円はたばこ税が市に入っているはずであり、こうした財源の一

部を使って喫煙場所の整備を行っても良いのではないかとの意見もあると思う

が、そうしたことを踏まえて、今後、市は喫煙に関する方向性をどのように考

えているのか。 
 
（事務局） 
 重点推進地区内に設置している各種条例啓発物の管理及び交換時期の確認た

めに、度々駅周辺などを確認しており、その際に代替地についても確認してい

る。また、重点推進地区の巡回を行っている指導監視員の見解としても、移設

に適した場所はないと聞いております。 
 指定喫煙場所の撤去のリスクとしては、ポイ捨ての増加が考えられるが、こ

うした部分についても、今年度より指導監視員を２名増委員していることから、

当該指導員による巡回強化を図ることや、市の関係各課で連携して喫煙マナー

向上への啓発を実施することなどにより条例違反行為の防止を図りたいと考え

ております。 
 さらに、たばこ税の一部を使用しての喫煙場所の確保・設置については、現

在、受動喫煙に関する法整備が国で進められており、今後、喫煙に関する法規

制や喫煙場所に対する考え方が変わることが予想されるため、現段階では、新

たな喫煙場所の設置についての判断が難しいと考えております。当該問題につ

いては、今後の状況を注視しながら検討していきたいと考えております。 
 
（委員） 



 それでは、国の法整備後に指定喫煙場所を設置するという解釈で良いのか。 
 
（事務局） 
 指定喫煙場所については、ＪＴから寄付等の協力を頂いて設置しているが、

既存の場所へ新たな構造物を設置することは難しい状況です。 
 駅前の空き店舗や空き地を活用することも考えられるが、周辺の住民や建物

管理者等から喫煙場所の設置について賛同が得られない状況です。 
 そもそも、火傷等の事故やポイ捨て防止の観点から灰皿を設置した経緯があ

るが、現在、一般的には、公衆の面前で喫煙させることが難しくなっており、

市が喫煙場所を設置していることに対する厳しい意見も寄せられています。 
県内の各市町村においても、行政が指定喫煙場所を設けているところは少な

く、今後、喫煙場所を設置する場合は一定レベル以上の受動喫煙対策が求めら

れることから、そうした場所や設備については法規制も踏まえながら引き続き

検討していくものの、現状は、指定喫煙場所の撤去はやむを得ないと考えてい

ます。 
なお、以前、八柱駅の指定喫煙場所を撤去した経緯があり、その際にも喫煙

マナーの悪化が懸念されたものの、市や地元の方の啓発等の影響もあり、路上

喫煙やポイ捨てなどのめいわく行為はほとんどありませんでした。 
 
（委員） 
 八柱駅の指定喫煙場所撤去後、比較的喫煙マナーが良かったと判断している

根拠は何か。 
 
（事務局） 
 指定喫煙場所の撤去に際して啓発を実施し、指導監視員等が積極的に声掛け

などを行ったことで、条例や喫煙マナーの周知が図れたと考えている。 
 そのため、松戸駅や新松戸駅においても、指定喫煙場所を撤去した後、すぐ

に過料徴収を行うよりも、一定の周知期間を設け、喫煙マナー向上への理解を

求めていきたいと考えています。 
 
（委員） 
 条例の周知や喫煙マナーの向上の啓発について、効果的に実施していくこと

は非常に難しい。 
指導監視員の人員も限られており、重点推進地区も 7 地区あるため、指定喫

煙場所の撤去に合わせた啓発とその他の地区の取締りとを、バランス良く効率

的に実施してもらいたい。 



 
（委員） 
 八柱駅前の商店会長の立場からすると、八柱駅前の指定喫煙場所については

喫煙者が集まって喫煙して通行人の迷惑となるなど、問題が多かった。 
現在は、地元の方々と定期的に駅周辺の清掃を行っていることもあり、とて

も綺麗であることから、個人の意見としては指定喫煙場所が撤去されて良かっ

たと感じている。 
 
（委員） 
 馬橋駅の東口では、タクシー運転手が民地などで喫煙して側溝内にポイ捨て

している事案が度々発生しているため、市からタクシー協会に喫煙マナーに関

する指導を実施してほしい。 
 
（恩田会長） 
 最後に、次第 3 の「その他」について、事務局から何かありますか。 
 
（事務局） 
 先ほど協議をしていただいた結果を受け、指定喫煙場所の撤去に関する告知

文章は、できるだけ早い段階で掲示したいと考えています。また、その後、一

定の周知を経て、本年の 12 月末前後での撤去を想定しています。 
なお、本日、平成29年度の第１回目の協議会を開催させていただきましたが、

来年の 2 月 15 日をもって委員の任期が満了となることから、その後、委員の改

選を実施した上で、2 回目の協議会を開催する予定でございます。 
 現委員におかれましては、任期は来年 2 月までとなっておりますが、ひとま

ず、2 年間、安全で安心なまちづくりの推進に関する様々な議題についてご協議

いただきましたことにつきまして、この場をお借りしまして、御礼を申し上げ

たいと思います。 
また、今後とも、引き続き、安全安心なまちづくりの推進をはじめとした市

政へのご協力をよろしくお願いいたします。 
 
（恩田会長） 
 以上で、予定していました議事を終了いたします。 
これで議長の役を終わらせていただきます。ご協力ありがとうございました。 
 
（事務局） 
恩田会長ありがとうございました。 



 以上をもちまして、平成 29 年度 第 1 回 松戸市安全・快適まちづくり協 
議会を終了させていただきます。 
傍聴の方は、ここで退席となりますので、お手元のファイルを、職員にお返 

しください。委員の皆様は、このままお待ちください。 
 
・・・・・傍聴者退室 
  
（事務局） 
 委員の皆様もここで退席となりますので、駐車券をお持ちの方は、職員にお 
渡しください。 
本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきありがとうございました。 


