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出席状況

	 会員数	 出席数	 出席免除	 出席率	 全員出席卓	 3 名以上欠席卓	 メークアップ	 出席訂正率
	 名	 名	 名	 %	 卓	 卓	 名	 %
	 	 	 	 	 		 85	 63	 5	 75.00	 1・2・10・12	 なし	 5	 80.95	 	 	 	 	 	

2021年 11月 16日　 9号
2021年 11月 9日　第 2 例会報告

本日のプログラム
香取秀総会員，鈴木恵一会員によります新会員
卓話でございます。

次週のプログラム
11 月 23 日（祝），30日（火）の例会は休会，12 月
7 日の例会は，年次総会に引き続きガバナー公式
訪問事前説明です。

₁．点　　鐘	 福田昭一会長

2．国歌及びロータリーソング斉唱（黙唱）

奉仕の理想

3．幹事報告	 髙野竜也幹事

4．今月の結婚記念日の紹介

親睦活動委員会

5．委員会報告

6．ニコニコボックスの発表	 藤田憲之副ＳＡＡ

7．来賓卓話

茨城県土浦警察署長　警視　木村光義様

8．出席報告	 出席委員会

11．点　　鐘	 福田昭一会長

（司会進行　説田賢哉ＳＡＡ）

地区HP 地区行事予定



【委員会報告】

ロータリー情報委員会	 江 ヶ 崎 實 委員長

新しい会員の方を対象にした研修会を 16 日の例会前に開催いたします。対象となる方々に

はご案内を差し上げております。出席できない方は事務局にご連絡願います。

家庭集会のご案内	 伊 東 和 幸 会員組織委員長

本日 18：00 よりうまい家さんのほうで第 1回目の家庭集会を行います。雨も上がる予報で

すので，振るってのご参加を願います。

米山記念奨学委員会	 阿 部 　 彰 委員長

先月の米山月間で特別寄付の目標¥1,700,000 のところ，皆様のご協力のもと¥1,800,000 の

寄付額となり目標達成いたしました。ありがとうございました。

【来賓卓話】

	 茨城県土浦警察署長 警視　木 村 光 義 様

今年の 3月 29 日付けで土浦所長に着任しました，木村光義と申します。

はじめに，管内情勢として

1．刑法犯認知件数

茨城県内は 11,902 件　去年と比べて（－ 1,825 件減）

土浦署管内は 918 件　去年と比べて（－ 102 件減）

2．交通事故発生状況

茨城県内は 11 月 8 日現在で人身事故 4,872 件　去年と比べて－ 219 件減

死亡事故は 64 件（＋ 1）ところがケガの伴なわない物件事故は 55,128 件（＋ 1,159 件増）

です。

土浦署管内は人身事故 387 件（－ 49 件減）　死亡事故 3件（－ 5件減）　物件事故 4,275

件（＋ 68 増）です。

一見事故は減っているように見えますが，総計的に見ると事故は増えています。

原因は何かと考えると，このコロナ禍で，みなさん公共交通機関を避けるのでペーパード

ライバーが車を始動しています。ですので道路交通上にペーパードライバーが多くいるいう

認識のもと交通安全には十分気を付けて頂きたいと思います。

3．県民の意識調査（県・広聴課　 9月実施）

（1）「犯罪や交通事故に対する不安がある」と感じる県民の割合は，66.5％です（前年比＋ 3.5％

増）

（2）「県内の治安が悪くなっている」と感じる県民の割合は，過去最低の 20.9％



「県警察に力を入れて取り組んでほしいことは」下記の 3点です。

①「空き巣，自動車盗などの窃盗犯罪の取締り」

②「地域のパトロール強化」

③「交通事故の防止」

これが，今の情勢とみていただいて結構なのかなと思います。

4．情報発信・共有ですが

20 年前になりますが茨城大学で県警初客員教授になりまして，これから社会に出る学生

なので 4年生を担当させてもらいました。テーマとして，「治安情勢と警察の課題」という

事で，犯罪情勢，交通情勢，20 年ほど前から犯罪被害者対策が大きく叫ばれて，その 2，3

年後に犯罪被害者等基本法が成立した経緯もあります。他に少年の非行問題，災害対策等の

講和をさせて頂きました。

学生さんは警察官から直接話を聞く場がないので，90 分の講和を興味津々で受講してい

ただきました。中には警察官になりたいという方もいてよかったです。

5．子供の安全対策

筑西市（下館）で生活安全課長をしまして，子供の安全対策として不審者対応訓練として幼

稚園から高校に至るまで幅広く要請が来まして全部行いましたが，幼稚園とか保育園とかは保

育士さんはほとんど女性の方ばかりでそういうところで犯人と対峙できると思われますか？出

来ないですよね。

近くにはお店等が多く，やはり近くの店の人たちと連携をたもってもらって何かあれば約束

動作で連絡を取りあってすぐ近くの人に来ていただくのがポイントなのかなと思います。

小学校の高学年，中学生になれば先生のいう事を聞いてくれるので，通常通りの避難訓練を

して頂ければ，怪我人が最小で済むのかと思います。

下館の安全生活課長のとき子供の安全対策費として文部科学省から予算がついたので，

通学路安全マップをクリアーファイルに危険個所を明記して作成いたしました。

そのほかに「声かけ事案」を二つ折りのQ&Aとして作りまして地域の高齢者の人たちと一

緒に子供たちを守ろうという事で午後の 3時から 4時半は，下館市内は高齢者だらけで，まず，

「声かけ事案」は 0件で，高齢者の事故も 0件を達成いたしました。

そのあと，水戸市に 2年間出向しまして，平成 15 年が茨城県の刑法犯の認知件数が 67,672

件という事で過去最大の件数をカウントしまして，県のほうでは安全安心まちつくり条例の基

本計画を具体的事例に取り入れて作りました。

そのころ水戸では台風や災害が多く水戸市も災害対策本部を立ち上げました。

市役所や，県のほうに災害被害の進行が来ることもありますし，直接警察に来る場合もあり

情報が錯綜してしまい，どれがどれだかわからなくなってしまいます。

水戸警察署の警備課の係長に市役所に来てもらい，各情報を収集し一覧表にして何を要請し

ているのかを把握して情報共有し消防他各所に協力を得て災害防止に努めました。



6．重点犯罪の抑止

（1）住宅侵入窃盗　 11 月 8 日現在

県内　 952 件

土浦　 44 件（－ 2件）

（2）自動車盗

県内　 564 件

土浦　 58 件（－ 5件）

（3）ニセ電話詐欺

土浦　 13 件（－ 1件）

という事でいろいろ考えると，知恵を絞るといろいろと出てくるなと思っています。

私の基本的な部分というのは，「一つの行動を起こすことによって，二つも，三つも複眼的，

副知的に効果が出るような仕事をしましょう」と今の署員に促しているところでございます。

本日はご清聴ありがとうございました。

家庭集会　　　〜11/9（火）　　於：うまい家	〜
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