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＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「我等の生業」 「覇気あれ我クラブ」
◇会長挨拶

◇幹事報告

◇委員会報告 職業奉仕 他

◇卓話 「茅ヶ崎警察署の挑戦」 福島敬三様 （ゲストスピーカー・茅ヶ崎警察署長）
◎ゲスト・ビジター紹介

◎スマイル報告

福島敬三様 （ゲストスピーカー・茅ヶ崎警察署長）

大森久巳男君＆横山貢君

◎会長挨拶

敬三様、宜しくお願い致します。

◎幹事報告

杉本剛昭君

◇国際ロータリーより

にしております。1/7 に予定より一か月ほど早く二男が産まれ

＊Ｒｏｔａｒｙ Ｌｅａｄｅｒ ２０１６年１月号 <クラブと地区を成功に導く

ました。パパ業もさらに頑張らねばと思っております。

ために>

下里洋一君

＊下半期ＲＩ人頭分担金請求書

１人：２７．５＄×４６名

本日の卓話、茅ヶ崎警察署長・福島

福島様ようこそお越し下さいました。卓話楽しみ

ようこそ福島署長。卓話を宜しくお願いします。

今年はじめての例会出席です。本年もよろしく。加瀬さんには
年末大変お世話になり、ありがとうございました。

◇ガバナー事務所より

伊藤留治君

＊インターアクト一泊研修会 参加依頼

ゲストスピーカー福島警察署長ようこそお越し

下さいました。卓話を楽しみにしております。

・３/２６（土）～２７（日） ・厚木市立七沢自然ふれあいセンタ

程島利通君

ー ・ロータリアン：６，０００円（宿泊）

ございます。

◇米山記念奨学会より

山口利通君

ハイライトよねやま １９０

茅ヶ崎警察署長・福島敬三様、本日の卓話有難う
福島署長様、本日はご苦労様です。いつも商工会

議所での活動ではお世話になっております。スピーチ期待して

◇綾瀬ＲＣより
＊神奈川県産鮎の稚魚放流事業実施要綱

＊鮎の稚魚放流

事業実行委員会（第３回）議事録
＊『神奈川県産の鮎を相模川に放流しよう』 パンフレット
◇茅ヶ崎青年会議所より

西山国男君

新年式典ご来臨への礼状

◇タウンニュース

おります。
斎藤信夫君

福島署長様、本日は卓話ありがとうございます。

吉田恵子君

ゲストの福島様、いらっしゃいませ。卓話楽しみ

にしております。
水嶋

聡君

本年もよろしくお願い致します。皆様に幸あれ！

富田桂司君

ゲストスピーカー福島様いらっしゃいませ！2/6

小比類巻選手をお呼びしての親子参加型イベントも実施して
のイベントも実施いたしますので、皆さまお子様連れでご参加
宜しくお願い致します。木村さん、女の子も大丈夫ですよ～
岩本好正君

福島様ようこそお越し下さいました。本日の卓話

を楽しみにしております。
木村信一君
左から北村ソングリーダー
職業奉仕・加瀬会員、会計の杉
田会員（会費引落しの確認）

茅ヶ崎警察署長・福島様、ようこそいらっしゃい

ました。お話楽しみにしています。
西山国男君

福島署長、卓話よろしくお願いします。

［本日 14 件 22,000 円です］
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卓話「茅ヶ崎警察署の挑戦」
福島敬三様 （茅ヶ崎警察署長）
一昨年９月に警察署長を拝命して１年３か月ほどにな
ります。横浜の自宅に妻と息子・娘の３人を残して、矢
畑の官舎に一人暮らしをしております。田舎から出てき
て、あまり社会性のない生活をしておりまして、犬の散
歩をしていても「さくらちゃん」と犬の名前を呼ぶ人は
いても、私の名前を呼ぶ人はいないといった感じです。
茅ヶ崎に来て、いろいろな人たちから声を掛けて頂いて、
やっと少し社会性が出てきたなぁと思っております。
本日は「茅ヶ崎警察署の挑戦」ということで、地域に
溶け込む警察活動の展開のお話をさせて頂こうと思いま
す。この１年３か月、地域の皆さんと一緒に活動しない
と治安は保てないと痛感しているところです。
まず、刑法犯の発生件数ですが、神奈川県全域では平
成 14 年の一番多い時で年間 19 万件ありました。昨年は
62,000 件ということで、3 分の 1 にまで減らすことが出
来たので、実質的に治安は向上しているのかと思います。
茅ヶ崎警察署に於ける件数は、一昨年が 2,040 件、昨年
が 1965 件ということで、比較的平穏に推移しているかと
感じています。ただ、オレオレ詐欺などの特殊詐欺は 29
件から 46 件に増えています。強姦・強制わいせつなどの
凶悪事件は少なく平穏であります。
引ったくりはマイナス 48 件となっています。引ったく
りは言葉の印象よりも危険で、高齢者の方が鞄を引っ張
られると、へたをすれば転倒して死亡ということもあり
得ます。一昨年着任した時は非常に増えていて、この対
策をして４組４名の被疑者を捕まえました。すると、昨
年は激減しました。また、茅ヶ崎は自転車の町でして、
自転車盗が非常に多いんですね。ほぼ７割が無施錠です。
駅の周辺にある公営の駐輪場でも同じです。そこで、自
治会の方や町の方と協力して「まず鍵を掛けよう」とい
う運動をして、100 件ほどの減少を見ております。
特殊詐欺の話になりますが、神奈川県内では被害額が
一昨年に較べて 10 億円ほど少なくなっています。前年比
マイナス 399 件で 993 件、被害額はマイナス 9.5 億円の
32.7 億円でした。但し、茅ヶ崎署管内では逆に増えてし
まって、警察署長としては忸怩たる思いがあります。1
月 18 日には 10 件も 20 件も変な電話が掛かってきてい
るという情報が寄せられたので、刑事はもちろんですが、
交通係も少年係も全員外に出しまして、金融機関の警戒
に当たりました。幸い今のところ発生はないようです。
茅ヶ崎署管内での特殊詐欺発生件数は昨年 46 件でし
た。未然に捕まえたものも件数に入りますので、検挙す
ればそれだけ数も上がってしまいます。オレオレ詐欺は
発生件数 37 件、被害額は 1 億 2,500 万円、平均被害額は
330 万円です。被害者の性別ではやはり女性が多いです
ね。昨年は 8 人の被疑者を逮捕しているのですが、彼ら
は 40 年ほど前の高校の卒業名簿を持っているんですね。

昨年は 8 人の被疑者を逮捕しているのですが、彼らは 40
年ほど前の高校の卒業名簿を持っているんですね。茅ヶ
崎には昔からずっと同じ所に住んでいる人が多く、40 年
前の電話番号がまだ使用されているということになりま
す。それが茅ヶ崎でオレオレ詐欺が多い理由の一つであ
ると考えられます。
茅ヶ崎管内には 28 の金融機関がありますが、すべて
にご協力頂いて、全件通報して頂いております。200 万
～300 万円の預金引き出しは通常の社会生活をしていて
もあり得る金額なので、判断が難しいところもあるので
すが、被害額が 200 万円が多いので、200 万円以上は全
件通報してくれと頼んでいて、その状況になると署員が
駆け付けることになっています。最後は現金を入れる封
筒に「最後のお願いシール」というのを貼らせて頂いて、
本当に息子さんかどうか最後にもう一度確認してもらう
ようにしています。実際に阻止して頂いた額は 24 件で 7
千万円ほどになります。
こうしたことのほかに、高齢者と自転車の問題をどう
にかしようということで、昨年「三位一体の活動」とい
うものをやってまいりました。これは茅ヶ崎警察署と自
治会の皆さん、そして行政機関という三者が協力して対
策をするもので、交通安全対策・振り込め詐欺対策・高
齢者対策などがあります。これまでは交通安全対策は交
通課が、振り込め詐欺対策は刑事課がやってきたわけで
すが、町の方たちからすれば、
どの課に属しているのかは関係
ないんですね。ですから、交通
課であっても振り込め詐欺対策
をやってもいいという発想です
ね。役所や自治会の皆さんと合
同パトロールをやったり、戸別
訪問をしたり、三位一体の活動
をしてきました。また、高齢者
の見守りをやったりということ
です。これからも管内に於ける公助・共助・自助を促進
し、地域にとけ込む警察活動を展開していきたいと考え
ています。

