
□点 鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□ゲスト：広島県竹原警察署長

広島県警視 井上 裕基 様

□食 事：１００万ドルの食事

□会員数：３０名（免除者：４名）

□出席者：２４名 □欠席者： ５名

□メイク： １名 □出席率：８６．２１％

□会員誕生日 大成 義彦

□結婚記念日 荒谷 隆文 板場 英行

山根 積

□配偶者誕生日 吉岡 一眞 吉本きよ子

川崎 俊和 尾野 剛章

吉岡 亨

□事業所創立 佐渡 文武 吉岡 亨

□会員誕生日 …田中

□配偶者誕生日…田中

□結婚記念日 …野田

□年賀状 …佐藤、堀越、田中

□特別スマイル

・還暦（田中幸俊）

・年男御祝御礼（田中幸俊）

会長 板場 英行

会員の皆さん、こんにちは。早いもので、２月も最

終日となりました。ここ数日は例年を上回る気温に

恵まれ、春の到来が近いことを予感させる現今です。

会員の皆様には、ますますのご健勝ご精励のことと

思います。この時期は、入学、就職、資格試験のハ

イシーズンであり、会員の身内にも関係の受験結果

に気をもまれているケースもあるかと思います。多

くの朗報が届くことを切望します。

本日は、広島県竹原警察署長井上裕基氏のご来駕を

得まして、広島県、竹原市の安全安心に関する実態

報告をお聞きします。（竹原警察署管内の刑法犯認

知件数は、平成13年ピーク時の86％に減少。多くの

市民が安全安心を実感！）

2019～20年度に向けた動きが活発化しています。本

クラブにおいても、新年度の組織構成、事業計画に

意見を重ねておられる旨、嬉しい限りです。

国際ロータリーの情報です。米国カリフォルニア州

サンディエゴで開催された次期ガバナーエレクトへ

の研修・国際協議会で、マーク・ダニエル・マロー

ニー国際ロータリー会長エレクトは、2019～20年度

の会長テーマ、「ロータリーは世界をつなぐ Build

a viable path to rotary leadership」を発表さ

れました。ロータリーの中核は「つながり」。ロー

タリーは、個人、地域、国、団体など互いの違いを

超え、深く、意義ある形で互いにつながり、ロータ

リーの有する共通の目的に向かって協力、支援する

必要性を強調されている。また、「ロータリーは、

ロータリーがなければ出会うことがなかった人びと、

職業上の機会、私たちの支援を必要とする人たちと

のつながりをもたらしてくれます」と追説。数ヵ月

後からは、マローニーＲＩ会長テーマ「ロータリー

は世界をつなぐ」のもと全世界でのロータリー活動

が展開されます。詳細は3月のPETS（会長エレクト

研修セミナー）報告を。
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ３月７日 次週のプログラム ３月１４日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

社会奉仕委員会担当例会

【 ２０１９年 ２月２８日 第２６４７回 例会記録 】

会 長 板場 英行
会長エレクト 宮本 和彦
副 会 長 久藤 孝仁
幹 事 尾野 剛章
副 幹 事 吉本きよ子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 三好 静子

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか

副 Ｓ Ａ Ａ 板本 司
直 前 会 長 鴨宮 弘宜
管 理 運 営 山根 積
会 員 組 織 荒谷 隆文
奉 仕 西岡 一道
Ｒ財団米山 小坂 啓子

発行日 ２０１９年３月７日 NO.２３

『警察も 人間だった あの事件』

『お婆ちゃん 電話掛かれば 留守と言え』

『桜前線 手の鳴る方へ 急ぎ寄る』

金澤 節生



□青少年奉仕委員会 委員長 西岡 一道

竹原ロードレース大会でのおもてなしの奉仕活動に

かかった費用について報告します。

□次年度幹事 山根 積

例会終了後、次年度理事役員会を開催致します。

広島県竹原警察署長

広島県警視 井上 裕基 様

皆様こんにちは。ご紹介いただきました竹原警察署

の井上でございます。本日は竹原のロータリーアン

の皆様の前でお話をする機会を頂戴しました。本日

は防犯関係のお話しをということで私なりに考えて

参りましたので宜しくお願いします。不明な点がご

ざいましたら遠慮なく質問して頂ければと思います。

防犯関係資料をお配りしておりますけれども、防犯

という言葉自体は古くから言われ、犯罪を防ぐとい

う意味合いですけれども、今は一歩進んで、実際に

犯罪が起きていなくても起きる心配のない安心感を

含めて確保するということで行政とも一緒になって

活動を勧めている状況です。

刑法犯認知件数、刑法という刑罰法令の基本がござ

います。例えば刑法235条ですと、人の財物を盗ん

だものは懲役何年に処する、このような古来の犯罪

累計があって、それで定められた刑法という法律が

ありますけれども、その認知というのは警察へ届け

られた件数という意味合いです。ですから実際に刑

法の犯罪が起きていても警察へ届けていない数は入っ

ていません。その他に、昔は刑法で網羅していたも

のが、新たな薬物犯罪で例えば覚せい剤の刑罰は、

刑法ではなく、別の法律、覚せい剤取締り法 等と

いう別の法律が出来て刑罰が決まるものについては、

刑法犯の認知数には入っていません。

広島県内の刑法犯認知件数推移をみますと、ピーク

が三回ほどあります。先ずは戦後の混乱期、昭和２

０年代中盤です。犯罪の件数が多かったと聞いてお

ります。それが落ち着きまして、昭和４０年から５

０年代、世間は高度経済成長期を迎え、物質的には

非常に豊かになるのですけれども、犯罪も多くなっ

たそうです。それが第二期です。そして2013年が第

三のピークです。少年非行の問題、外国人犯罪の増

加、組織犯罪、新たな犯罪、これによる被害が多かっ

たという統計です。平成１３年県内の刑法犯認知件

数は約６万件です。その当時を振り返りますと、県

内どこに行っても暴走族が走り回ったり、ひったく

り、自転車盗難など、犯罪被害が非常に多い時期で

した。そこで何とか犯罪被害を減らさなければ、全

国から広島はどうなっているんだ、いわゆる任侠映

画の影響で広島は恐ろしいところだと全国の方から

言われている時期でした。そこからそれまでには取

り組んだことのなった数値目標を決めて犯罪を減ら

そうと、当時の警察トップの本部長がおっしゃいま

した。それまでは日々起こる犯罪の取り調べをする

ことで手いっぱいでしたが、犯罪を県民運動として

減らそうと、『減らそう 犯罪』という広島安全条

例を策定しました。３年間で３割、刑法犯を減らそ

うと数値目標をたてました。犯罪の件数を私らがコ

ントロールできるとは当時思っていませんでした、

一般企業の方は売り上げの目標があって数値の達成

は通常のことだろうと思いますが、犯罪が起きたこ

とを処理する立場の我々が数値目標を立てるのはど

うかという意見もありましたが、明確に目標を示さ

ないと皆が頑張れないのではないか、県民の皆さん

の力を借りるためにもしっかりと数値目標をたてよ

うと、強いリーダーシップで始まりました。そして、

３年で３割減らしました。次は５年でピーク時の半

分にしようと目標をたてました。明確に数値を示し

て県民の皆さんに協力を仰ぎ、地域のボランティア

の方、青少年健全育成の関係の方、皆さん一生懸命

して頂きました。暴走族が集まっていても、夜回り

の地域の方が声かけられ、どんどん減っていきまし

た。ピークが減ってくるとまた何かの要因で増える

という繰り返しでしたが、お陰様で平成１３年から

どんどん減り、昨年一年間でみますと４分の一以下

になりました。

竹原警察署管内では刑法犯認知件数は平成１３年が

６１０件、昨年は８５件です。

竹原警察署管内住居者に対する治安状況アンケート

で、お住まいの地域は安全安心して暮らせる地域で

すか？との問いに、そう思う、どちらかと言えばそ

う思うの回答ばかりで、そう思わないという方がお

られなかったということです。安心感の上でも住民

の皆様に思っていただいているのだなという状況で

す。

特殊詐欺の新手口が発生!!
キャッシュカードをだまし取ろうとする

詐欺封書にご注意

全国銀行協会を装い、書類と返信用封筒を同封した

封書を送りつけ、申込書に口座番号、暗証番号を記

載させ、キャッシュカードを郵送させる手口が関東

地方で発生しています。

広島県内でも発生する可能性があるので注意しましょ

う!!

犯罪、交通事故のない安心な暮らしを引き続き皆様

と手を携えて勧めて参りたいと思います。

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか


