17

※1

Proﬁle

愛知県刈谷市 防犯カメラ設置数と犯罪件数の比較

▲犯罪被害者支援条例への浦
安市の見解について
まず犯罪被害者支援条例
を簡単に説明します︒
犯罪被
害者支援条例は︑犯罪等の被
害にあい︑様々な問題に直面
する市民とその御家族︑御遺
族等の相談日常生活支援︑精
神面への支援︑住居支援︑経済
的負担の軽減︑
法律相談︑
雇用
の安定化のための支援など
を行うため条例です

14

17

〜本市クリーンセンターの
改修が必要です〜

クリーンセンターの長寿
命化について

結果︑ 年度には約半分の１２０
現在でも関係機関の努力に
０件台前半にまで減少しました︒ よって被害者支援を行ってい
ピークだった 年度の４５００件
るところですが︑さらに被害
と比べると 分の 程度の水準と
者のことを社会全体で支え
なっております︒
るという機運を浦安市といっ
た基礎自治体でも高めていく
必要があると考え︑取り上げ
ました︒
また犯罪被害者支援
条例を策定する基礎自治体
も徐々に増えており︑各地で
条例が制定されている現状が
あります︒
そういった中︑犯罪
被害者支援条例についての本
市の考え方を伺いました︒
市長より
﹃本市におきまして
は︑平成 年に
﹁浦安市安全で
安心なまちづくりの推進に関
する条例﹂
を制定し︑︵当条例第
条において︑
︶犯罪被害者等
への支援を規定しているところ
です︒
なお︑現時点では本条例
犯 罪 被 害 者 支 援 条 例に の見直しについては考えており
ついて
ませんが︑今後︑必要に応じて
改 正したいと考えておりま
〜犯罪被害者へ
す︒
﹄
との答弁を得ました︒
の長期にわたる
条例制定は一朝一夕に出来
サポートを〜
るものではないので︑
﹃必要に
応じて改正したい﹄といった答
弁は︑前向きなものと自身は
受け取りました︒
是非とも本
件について継続的な調査・検
討を行い︑より犯罪被害者に
寄り添った形での改正を願っ
てやみません︒

0

14

106

0
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（件）

刑法犯認知件数（右軸）

累計設置台数（左軸）

（台）

2239

1000

防犯カメラについて

11

6

〜防犯カメラを活用し︑犯
罪抑止及び犯人の早期検
挙を〜

※1

令和元年 月議会では︑
市民をいかに犯罪から守る
かをテーマに︑防犯カメラの
設置の考え方と犯罪被害者
支援への取り組みについて
見解を問いました︒
そして︑今後老朽化によ
り︑長寿命化事業が必要な
クリーンセンターの今後に
ついても︑質問を行いまし
た︒
その他︑柳の視点として
キャッシュレス決済について
記しました︒
一部抜粋とはな
りますが︑皆様へのご報告と
させ ていただきます︒
どう
ぞよろしくお願いします︒

浦安市民を犯罪から守る！
防犯カメラの設置件数が
多くなると︑刑法犯認知件数
が減少するという︑明確な相
関関係があります︒
何より事
件の早期解決にも寄与しま
す︒
そこで︑
他の先進的な自治

自治体の参考事例として︑愛知
県刈谷市の例が顕著です︒刈谷市
では︑２００３年度に刑法犯認知
件数が４５００件を記録し治安の
改善が課題となっていました︒そ
こで︑ 年度から街頭に防犯カメ
ラを積極的に設置し︑ 年度には
９００台を超えるまでに増やした

体では︑地域環境を向上させ これらの課題を整理したうえ
るため︑
町会︑
自治会や商店街 で︑慎重に判断して行く必要
などに防犯カメラを設置す があると考えております︒
﹄と
る際に補助金を交付していま の課題認識を示しました︒
すがその点について市はどの
その上で︑防犯カメラ設置
ように考えているか︑また現 補助金実施への今後の方向性
在の庁内の検討状況について について伺ったところ﹃今年
質問をいたしました︒
度におきましては︑各公共施
担当の市民経済部長より 設に設置された防犯カメラの
﹃自治会などが設置する防犯 設置状況を踏まえながら︑今
カメラに対し︑他の自治体に 後の防犯カメラの計画的な整
おいて補助金を交付している 備に向け︑防犯カメラ整備方
ことは︑市としましても認識 針の策定を予定しており︑こ
しているところです︒
現在︑こ の中で︑今後の整備の手法等
れらの自治体の取り組み状況 についても整理をしていきた
や運用面での課題等について︑ いと考えております︒
﹄との答
調査研究を行っているところ 弁でした︒
です︒
﹄との現況説明がありま
防犯カメラ設置補助金につ
した︒
いては︑防犯カメラ整備方針
次に防犯カメラ設置補助 を策定する中でも議論の俎
金実施への課題点はどのよう 上には乗ると思いますが︑是
なものと考えているのか質問 非とも本市の実情とともに
したところ︑﹃自治会などの地 引き続き他市事例を調査し
域防犯団体が独自で防犯カメ ながら前向きに検討してほ
ラを設置する場合︑プライバ しいと思います︒
そして︑防犯
シー保護や画像データの管理 カメラ整備方針の策定につい
方法等︑その運用に関して︑厳 ては︑住民の意見を積極的に
格なルールを定める必要があ 聴取してほしいと要望いたし
り︑
補助金の制度については︑ ました︒
是非とも︑
住民の方が
地域を安心・安全にしたいと
いう素朴な気持ちを汲んでい
ただければと思います︒
柳 きいちろう
（本名：柳 毅一郎）
1984年
（昭和59年）東京都文京区生まれ
2002年
（平成14年）明治学院高校卒業
2008年
（平成20年）早稲田大学商学部卒業
2008年
（平成20年）株式会社商工組合中央
金庫入庫
2011年
（平成23年）浦安市議会議員初当選
2012年
（平成24年）慶應義塾大学大学院
経営管理研究科中退
2015年(平成27年) 浦安市議会議員再当選
(二期目)
2019年(平成31年) 浦安市議会議員再当選
(三期目)
現在、浦安市議会総務常任委員会委員長
議会運営委員会副委員長
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よる延命化を図る方針を立
てています︒
この事業につきましては︑
多額の費用が必要となるこ
とから︑
様々な財源を活用し︑
市の財政負担の縮減を図る
必要があります︒
そこで︑
整備計画にあたり︑
予算規模はどの程度か︒
また︑
国・県からの補助金について
はどのようなものか質問し
たところ︑担当の環境部長
より﹃ごみ処理施設の延命化
工事につきましては︑現在の
ところ︑概算で約 億円と見
込んでいます︒なお︑この工
事や計画にあたり︑国の二酸
化炭素排出抑制対策事業費
交付金を活用して進めていく
予定です︒
﹄との目安となる
予算規模の数字を示しまし
た︒
自身とし ても︑２００億
円〜３００億円程度かかる
と言われる立替えではなく︑
長寿命化における整備といっ
た方向性で異論はありませ
ん︒是 非 と も︑市 民 生 活に
直結するゴミ処理問題に担当
者を中心に是非とも︑工夫を
凝らし多様な財源確保を行
い︑最小の費用で最大の効果
を生み出すべく業務を進めて
ほしいと思います︒なお施設
の延命化につきましては︑令
和４年度からの工事着工を予
定し︑仮に全ての炉を更新
し た 場 合 は︑平 成 ７︵１ ９
９５年︶年の竣工から 年
50

20

戦歿者
出席。 を慰霊す
懸ぼん るみた
ぼりを ま祭り
奉納し に
ました
。

68.7%

＋30.8%

オーストラリア

49.2%

59.1%

＋9.9%

シンガポール

43.5%

58.8%

＋15.3%

カナダ

49.0%

56.4%

＋7.4%

スウェーデン

41.9%

51.5%

＋9.6%

アメリカ

33.7%

46.0%

＋12.3%

フランス

29.1%

40.0%

＋10.9%

インド

18.3%

35.1%

＋16.8%

日本

13.6%

19.8%

＋6.2%

ドイツ

10.4%

15.6%

＋5.2%

（図１）
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37.9%

経済産業省が２０１８年 いう数字も遅れていると言わ
月 日に﹁キャッシュレス・ ざるを得ません︒
ビジョン﹂を公表しました︒ 本市の観光客が多いといっ
今︑日本は国を挙げてキャッ た地域特性を鑑みインバウン
シュレス︵現金以外での支払 ド 部 門 で 稼 ぐ 手 段 と し て
い︶を導入する動きが加速 キャッシュレス決済を上手く運
しています︒先進的な自治体 用出来れば良いと思います︒
では公民連携事業として民
間企業を活用してキャッシュ
て
レス化に取り組んでいます︒
防 本 部に
消
外
︵自動体
ＡＥＤ
受
一例では︑神奈川県や鎌倉市︑
︶講習を
器
式除細動
機器
︒どこに
けました
るこ
近隣の市川市などではＬＩ
知ってい
があるか
一度︑
で︑
重要なの
とも︑
置場
ＮＥ Ｐａｙな ど が 導 入 さ
ＡＥＤ設
﹃浦 安 市
で検
とネット
所一覧﹄
れています︒
て下
索し てみ
さい！
さ ら に︑直 近 で は 今 年
月 日には消費税が引き上げ
られることに伴い︑政府は

活動
フォト

していこうと思った次第
です︒新人議員の皆様か
ら様々な論点が提示され︑
自分が知らない点につい
て勉強しなければならな
いと思いました︒
現在︑浦安市が行って
いる事業は︑約１８００
あります︒年々︑多様化・
高度化する業務について
理解を深め︑幅広い分野
に対応できる識見を持つ
議員になれるよう精進し
て参ります︒

イギリス

今回は改選後初めての定
例 会 と な る た め︑新 人 議
員の皆様の一般質問 市
(政
全般について︑市に対して
見解などを問う機会 を
)は
じめて聞かせていただきま
し た︒約 ８ 年 前︑自 身 も
緊張しながら一般質問をし
たことを思い出しました︒
そして︑そのことを思い
返すにつけ︑初心を忘れず
しっかりとした議員活動を
＋34.6%

60

20

間の稼働が可能になるものと
のことです︒
1

○●○●○●○●○●○●○●

96.4%

キャッシュレス比較

40

20

96
.
4

焼却炉 トン当たりの新規建設
費は 千万円〜 億円が相場︒浦
安市のクリーンセンターの焼却炉
は２７０トンなので︑新規建設し
た場合︑概ねこの位の金額がかか
ると推定︒

キャッシュレス・消費者還元
事業として︑店舗のキャッシュ
レス決済を支援するととも
に︑キャッシュレスでの支払
いに対しポイント還元などを
予定しています︒
また︑世界各国のキャッシュ
レ ス 決 済比率 の比較︵図 １
を参照︶をすると︑キャッシュ
レス化が進展している 国で
は ％〜 ％台であるのに対
し︑
日本は約 ％にとどまっ
ています︒ちなみに隣国の韓
国では︑上限はあるものの
年間のクレジットカード利用
額 ％を所得控除できるよ
うにした結果２０１６年時
点で
％がキャッシュレス
だそうです︒さすがに ％と
いう数字は災害などで停電が
起きた場合は大丈夫かなと
思いますが︑日本の約 ％と
▲クリーンセンターを視察

10

（参考）
約40%(2010年) → 約60%(2015年)

中国

1

柳の視点
〜キャッシュレス
決済について〜

61.8%

受講

7

11

86

※1

▲浦安市クリーンセンター

浦安市のゴミ処理施設で
あるクリーンセンターの主要
な設備の老朽化が進行して
おります︒一般的に鉄筋コン
クリートの建物の寿命は約
年︑また︑焼却炉等の機械部
分では約 年といわれていま
す︒本市のクリーンセンター
は長期包括責任業務委託に
より︑適切にメンテナンスを
行っており︑現在も問題なく
稼動しておりますが︑平成
７ 年︵１ ９ ９ ５ 年︶の 竣工
から既に 年が経過している
状 況 で す︒他 方︑国 か ら は
建物の耐用年数が 年となっ
ているにもかかわらず︑プラ
ントの性能劣化を理由に︑ま
だ利用可能な建物も含め
年程度で︑施設全体を廃止
し ていることは︑経済的観
念から改善の余地が大きいと
の見解が示されております︒
本市とし ても︑国の方針
を踏まえて︑将来にわたり
安定したごみ処理を行うた
めの方策として︑施設の建
替えではなく︑設備改修に

韓国

柳きいちろうへの連絡はこちらから
お願いいたします。
住所 279-0013 浦安市日の出
1-3-3-1203
TEL 050-3630-8791
E-mail kiichiro.yanagi@gmail.com

07 年→16 年

お手伝い！

2016

献血活動を

2007

AED 講習を

96

20

※1
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1

20
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