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柏警察署をもう一署、早急に整備するべき！
柏市の刑法犯認知件数は増加の一途をたどっています。
いて
また特殊詐欺の被害も、その手段が増え、大きな社会問題
となっています。 月定例県議会 閉会
以前柏市では、世間を震憾させた連続通り魔事件、また川への突
き落とし溺死事件などが起こりました。もともと柏警察署管内は刑法犯認知件数が千葉県内
でも大変多く、また、柏警察署の警察官が、市民１人当たりに負担しなければならない負担率
も、県下で最も負担が高いとされています。さらに刑法犯認知件数や、交通事故件数なども
ワーストが多い状況で、今後中核市となった柏市への警鐘がなっていると考えます。
新たに特殊詐欺や盗難事件など、悪質な犯罪も多発している状況です。柏市はこのような
犯罪が後を絶たないため、今後も治安力強化は喫緊の課題です。また私は、これまで後援会
の皆様とともに、継続して活動を続けてきた、「柏市にもう１カ所警察署をつくろう」を
キャッチフレーズとした署名活動等も行ってきました。
総務省と警察庁が、都道府県警の警察官を増員するよう働きかけてはくれていますが、治
安力の強化が急務である柏警察署に対して、私は是非、柏市内にもう１つの警察署を新設す
ることが必要不可欠だと考えます。

○柏警察署について
①署員数（平成 30 年 4 月 1 日現在）
警察官 355 人（県下 1 位）
一般職員 13 人（県下 5 位）
合計 368 人（県下 2 位）

②刑法犯認知件数（平成 30 年 10 月現在）
2,649 件（前年比－456 件）県下ワースト 1
※県総数 38,968 件（前年比－5,292 件）

③交通事故件数（平成 30 年 10 月現在）
932 件（県下ワースト 1）
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③交通事故件数
（平成 30 年 10 月現在）
閉会
932 件 （県下ワースト 1）
④交通死亡事故件数（平成 30 年 10 月現在）
932 件 （県下ワースト 1）
⑤警察官一人当たりの負担率
・人口 1175.26（県下 3 位）
・刑法犯 10.28（県下 1 位）
・交通事故 3.58（県下第 3 位）
・110 番受理件数 87.189（県下 2 位）
※人口は平成 30 年 3 月 31 日現在
※刑法犯認知件数、交通事故件数及び 110 番受理
件数は平成 29 年中の件数
県の立場で考える、柏市の人口問題
団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となる 2025
いて
年、柏市の人口は 3.6 人に 1 人が 65 歳以上、5.9 人
に 1 人が 75 歳以上と言われています。また高齢者と生
月定例県議会
産年齢人口の比率は、約
1 対 閉会
2 になっていくと言われ
ています。
つまり、2 人から 3 人の若い方が 1 人の 65 歳以上の
高齢者を支えていく社会になるということになります。
とくに出産や子育て中心となる若い女性も減少傾向
にあり、今後さらに充実した子育て施策や少子化対策
に取り組む必要があります。
今後はまず住民生活に与える影響として、年少人口
の減少によって、小中学校施設の見直しが必要です。
また地域経済に与える影響として、生産年齢人口の
減少が予想される中、地域経済の活力を維持するた
め、女性や高齢者の雇用を進めることも重要です。
さらに行財政に与える影響として、担税力の高い生
産年齢人口の減少に伴う市税収入の減少と、後期高齢
者の増加による民生費の増大により、市財政の逼迫を
クリアしなければなりません。
いずれにしても課題の多い人口問題。国と県と市が
一丸となって取り組んでいく必要があります。
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