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○盗難自転車がリサイクルされた件

※平成２０年１１月１２日午前１１時頃､逗子警察署生活安全課宮田氏から'ＩＥＬがあり、

次のリサイクル自転車の防犯登録を島村自転車店が申請してきたが、盗難車のようなの

で、経緯を調べて欲しいとのこと。

対象自転

防犯番号

車体番号
！

ブルーの普通自転車

盗難されたと思われるのは、日時平成２０年４月２２日あるいは２３日、桜山２丁目地

内である。なお、リサイクル自転車は島村自転車店から市民が既に購入している。

、
、
Ｉ
Ｉ
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※調査結果

明らかに該当すると思われる自転車を平成２０年４月

分の間逗子駅近く４Ｂから移動している｡そして平成２０

に警察照会しているが、照会した当該自娠車の防犯番号

と誤っていたため該当なしで回答されている。９月１日

２３日午前９時から１０時３０

のため

！
と誤っていたため該当なしで回答されている。９月１日のリサイクルのため８月中にも

再度、盗難届の照会をしているが、同様であった。

調査結果を響察に伝えたところ、瞥察は被害品の手続きをすることになるが、今回の

件では、リサイクル自転車として既に購入している人と島村自転車店が被害者なので、

両方に連絡してみるとのことであった。.多分市をいれて３者で話し合うことになると恩，

うので、再度市民課に連絡をしますとのこと。

※今回の原因は委託先である神中運輸が荷札から台帳に記入する際に誤った防犯番号を

記入したため、警察照会でも盗難品であることが分からなかったことから起こったもの

です⑥

Ｙ
〃

※警察（宮田氏）から連絡があり、警察は今後盗品解除の手続きを進めるが、購入者と
◆

連絡が取れないため、ストップしている。警察は盗品を被害者に返すのが原則である。グー￣■ザ”ｊ、”、~nＪ￣￣〆●夕Ｏ

被害者の囑｝
てくると思うので、

Ｉ
_市はこれから島村目i伝車店、 蒼入者の'１

■■￣￣ 話し合 う必要があると思うが、金の問題が出てく

まず島村さんに連絡してみてくださいとのことであった。

※市民課から保管場所の神中松島さんに今回の件は誤って台帳記入したことに原因があ

るので、もし話し合いで金銭負担が出たときのことを考え本社にも連絡して鮨いてくだ
さいと電話で伝えた。

この情報は､逗子市

情報公開条例に基づき
交付したものです。’

※購入者’｜への連絡文書・・・別紙のとおり
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平成２０年１１月１４日

■様
自転車について．(お願い）

日頃から、市政全般にご協力をいただき、有難うございます。

昨日、お伺いいたしましたが、お留守でございましたので、昼間の電話連絡も難しいと思

いましたので、書面でのご連絡お許し下さい。

まず、このたびの件につきましてご迷惑をおかけしておりますことを、お詫び申しあげ

ます。放置自転車を管理しております委託業者さんが、防犯登録番号を転記しまちがえた

:纏鰯期;鰯雲艤騨鱒蝋膳
なりかねません。

私ども市民課では、盗難被害者の方、島村自転車店、逗子警察署とお話をさせて頂き、

様々な解決方法を模索しております。

）
￣

一例としてl鱸１１臘が善意の第三者として所有された今回の圖転車につき議して､島村
自転車店さんにお返し願い、同等以上に整備されている別の自転車と交換して頂くお話が

ございます。島村自転車店さんに現在ございます自転車につきましては、防犯上問題がな

いことを、今朝、逗子響察署で確認しております。

もしよろしかったら、明日又は明後日の土・日で、島村自転車店さんにご持参いただけ

ますでしょうか｡お店のご主人には、このお話につきましてご了解をいただいております。

ご検討を頂き、ご理解のほど宜しくお願いいたします。

ノ

逗子市役所市民課

副主幹大久保力

873-1111内線２９８

この情報は､逗子市

情報公開条例に基づき

交付したものです。

逗子市



盗難自転車がリサイクルされた件についての記録

盗難車である事実判明平成20年11月１２日(水）

午前

田巡査部長）から連絡１６時ごろ

百
逗子警察生活安全課長が■電話連絡仔細洲と今後②
手続きについて伝達。

１８時３０分過ぎ

島村自転車店に出向き事情説明する。平成20年11月１３日(木）

当該盗難車は７５００円で販売した。（登録５００円含む）１０時

タイヤ、ベル､鍵、カゴを交換してある
ノ

大久保・穐元で被害者宅訪問・経緯の説明。原則は原形での１０時３０分

返却であるが、既にリサイクルしてしまっている。権利放棄す

るとの一言があっ

瀞
１１時すぎに逗子警察・生活安全課

にて、事情説明中 が来て、現物を見てから、’1轡|｣放棄

するか、しないか判断するとの訂正があり、地域課・鹿野田係

長を含め協議した。

再度島村自転車店を訪問。追加説明を行う。１１時３０分

灘Ｉ
１１時４５分 を訪問するも留輝
１６時３０分 を訪問、名刺をを訪問、名刺を｜｜に渡し、連絡する旨伝達した。に渡し、連絡する旨伝達した。

平成２０年11月１４日(金） 福田逗子警察・地域課にて代替自転車の防犯記録を確認。大

[〕W霧iii蕊il氏久保別紙のお願い文書を作成８時半 及び島村-自転車店に

届ける。
￣

平成20年１１月１６日（日）Ⅱ

臘緬
） 氏が島村自転車店に来店し、当該盗難車と他の自転車を交

た。（１７日、自転車店にて確認）

平成２０年11月１７日(月） 大久保・穐元にて島村自転車店から当該盗難車を借り受け逗子

１０時４５分 警察に提出。交換部品代で４５００円

１１時００分 地域課・鹿野田係長に引き渡す。

Alf宅地域課。鹿野田係長が本日夜間１ に出向き、必要書類

に記名押印してもらう手はずになった。

;i､鐸|露璽戻逗子警察署にて僧転車の現認.修理部品代乢
ての４５００円了解のうえ、当該自転車を引き取る。

１９時３０分頃

島村自転車店に上記経緯を説明平成２０年11月１８日(火）

１０時００分

この情報は諺逗子市

情報公開条例に基づき

交付したものです。
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平成20年11月１２日（水）

午前

盗難車である事実判明

１６時ごろ

１８時３０分過ぎ 逗子警察生活安全課長が

手続きについて伝達。
■電話連絡仔細説明と今後の

平成20年11月１３日(木）

１０時

島村自転車店に出向き事情説明する。

当該盗難車は７５００円で販売した。（登録５００円含む）

タイヤ、ベル､鍵、カゴを交換してある

１０時３０分 大久保・穐元で被害者宅訪問・経緯の説明。原則は原形での

返却であるが、既にリサイクルしてしまっている。権利放棄す

るとの一言があっ

にて、事情説明中瀞
１１時すぎに逗子瞥察・生活安全課

が来て、現物を見てから、イ簿|｣放棄

するか、しないか判断するとの訂正があり、地域課・鹿野田係

長を含め協議した。

１１時３０分

１１時４５分

１６時３０分

平成20年11月１４日(金）

８時半

再度島村自転車店を訪問。追加説明を行う。

鱸:菫:灘i蕊匡塑二連絡す楯伝達比
福田逗子警察・地域課にて代替自転車の防犯記録を確認。大

久保別紙のお願い文書を作成

届ける。
噂_i'氏及び島村-自転車店に

平成20年１１月１６日（日）

騨二
が島村自転車店に来店し、当該盗難車と他の自転車を交

。（１７日、自転車店にて確認）

平成20年11月１７日(月）

１０時４５分

大久保・穐元にて島村自転車店から当該盗難車を借り受け逗子

警察に提出。交換部品代で４５００円

11時００分 地域課・鹿野田係長に引き渡す。

地域課。鹿野田係長が本日夜間１ﾋﾞI鰯庵
に記名押印してもらう手はずになった。

に出向き、必要書類

１９時３０分頃 被害笥麹氏逗子警察署にて､自転車の現認､修理部品代とし
ての４５００円了解のうえ、当該自転車を引き取る。

平成20年11月１８日(火）

１０時００分

島村自転車店に上記経緯を説明



来庁、盗品引渡書に大久保が記名・押印す地域課・鹿

轍
１４時１５分

る。同時刻 に電話するも留守だったので、留守電に４

５００円を島村自転車店にお支払いいただくよう伝達した。

話あり。支払いしないと翻意してきた。その１７時１５分

からも電話があり、委託業者にも責任がある

|●

大久･保が、神中運輸本社に電話、同社川島社長に善処方要請し１７時５０分

た

平成２０年11月１９日(水） 神中運輸の沼間保管所の松島主任が来庁した。４５００円と防

犯登録代５００円の計５０００円を島村自転車店に神中運i耐か９時

ら支払うことになった。島村自転車店は水曜日定休日なので、

明日連絡する予定。、

簾
話連絡仔細をつたえ了解していただく１４時１０分

平成２０年11月２０日(木） 市民課長から、島村自転車店に今後の対応について依頼した

１０時

平成２０年11月２０日(木） 逗子警察署生活安全課宮田氏から防犯登録についての照会電話

１５時、分 があった。

１５時２５分大久保から宮田部長に電話連絡をする。

1鰯iの防犯登録ﾃﾞｰﾀ迩綴蕊$Pﾃﾞｰﾀに置換することが可
能（宮田部長）とのことなので、大久保からもデータにつき置

(

換を依頼。

宮田部長から、島村自転車店に連絡してもらえる段取りになっ

た。

）

この情報は､逗子市
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交付したものです。
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