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”君が代・奉仕の理想”Song

Attendance

７７名 ８名 ８７．３０％会員 欠席 出席率

篠田正志 会長President Time

本日は （一社）愛知県警備協会、専務理事の田中正和様、

。 、に卓話をお願いしております 様々な事件や事故がある中

私共にとって一番身近な所で安全な環境作りと、安心して

。暮らせる日常生活に貢献して頂いている業界だと思います

又、元警察官として参考になるお話を頂けると思いますの

で、後程よろしくお願いします。

2週間ぶりの例会です。梅雨が明けて増々夏真っ盛り、

毎日暑い夏が続いております。体には十分気を付けたいも

のです。

昨日の大相撲名古屋場所に於いて、日本出身力士の18年

ぶりとなる大関稀勢の里の横綱誕生を心待ちしていました

が、残念なことに継続されました。期待の大きい大関だけ

に来場所に託したいと思います。

さて、今年度行います地区補助金事業についてご紹介を

したいと思います。この事業は、国際奉仕委員会のもと、

モンゴル国フレーRCとの共催で、ウランバートル市西方約

120㎞に位置するアルガラント村に砂漠化拡大阻止対策と

して、植林する一大プロジェクト事業です。植林する面積

は50,000ｍ2で今年度は7,500ｍ2です。600本の苗木

を植えその外周を金属製の柵で囲い、地下85ｍの井戸を設

置する計画です。このことにより、遊牧民の生活の安定、

村民の生活のインフラ整備、そして植林するサジーの木の

。実を元に新たな産業に貢献出来る事が期待されております

また、真木・栗木両年度で教室整備と教育支援を行いまし

た、ウランバートル59学校を訪問し、その後の学習環境と

子供達の笑顔にも接し、人類に奉仕する喜びを皆で共有し

てきたいと思います。一人でも多くの皆様の参加をお願い

します。

８月 １日（第２１６１回）Today

担当 後藤雅光 プログラム委員長

演題 卓話

「愛知県の防災計画と浸水地域の災害拠点病院での

」防災・減災

名古屋掖済会病院

副院長 北川喜己氏

８月 ８日（第２１６２回）Next Week

担当 西川広樹 会員増強委員長

演題 クラブフォーラム

会員増強委員会



黒川元則 幹事Secretary Report

１ 黒野晃太郎さんが第4回マルチプル・ポール・ハリス

・フェロー、第6回米山功労者に寄付されました。

２ 後藤雅光さんが第3回マルチプル・ポール・ハリス・

フェロー、第1回米山功労者に寄付されました。

３ 上田博行さんが第1回米山功労者に寄付されました。

ゴルフ部へ、会長賞授与

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

愛知県警備業協会専務理事の田中正和様、卓話よろし

くお願いします。

プログラム委員会IDM参加の皆様、ご苦労様でした。

ニコボックス委員の皆様、何時もご苦労様です。

横井久雄 副会長

愛知県警備業協会専務理事田中正和様、本日の卓話、

よろしくお願いいたします。

黒川元則 幹事

本日卓話をされます田中正和様、よろしくお願いいた

します。

釣り部会総会参加の皆さん、有り難うございました。

大竹和美君

篠田正志会長、黒川幹事はじめ皆さんにお見舞いいた

だき、有り難う。お陰様で今日無事に退院しました。

大竹敬一君

ニコボックス委員の癖に、さぼってばかりでスミマセ

ン。

家田安啓君

紅谷君、お昼ご馳走になりました。東海君、有り難う

ございます。

木下章吉君

後藤眞君、先日は美味しい海産物をお届けいただき、

有り難うございました。

前田重廣君

ニコボックスの皆様、暑い夏が来ました。頑張りましょう。

中西 巧君

モンゴル砂漠化防止対策支援事業の引渡式の日程が決

まりました。皆様のご参加をお願いいたします。

酒井和雄君

、 ． 、 。伊藤英毅君お薦めの秘湯 １ 甲田山の蔦温泉 蛍も

１．幡平の藤七温泉、ザ・露天風呂。最高でした。有

り難う。

7大学体育大会、東大の安田講堂での開会式に出席。

赤門より入門。入学したような気分を味わいました。

山田幸治君

「 」 。会報に2012年の ロシア紀行 が掲載されています

紙面が空いた時だけです。2014年にも行きました。

。 。ロシアは観光には良い所です ビデオも沢山あります

舩原久尚君

梅雨明けとなりましたので、先日南アルプスの女王、

仙丈岳に登ってきました。素晴らしい眺めでした。

後藤 眞君

田中正和さん、本日卓話、よろしくお願いします。

後藤雅光君

安全・安心、田中正和様をお迎えできまして。今日は

卓話、よろしくお願いします。



伊藤英毅君

土曜日の豊田の舞台を無事務める事が出来ました。多

くの皆様に感謝。

伊藤正征君

渡辺君、夏場所楽しかったです。

加藤 徹君

パンの街蟹江のマップが、蟹江町観光協会より新発行

されました。美味しいパン屋さん揃いです。是非お立

ち寄り下さい。

川口信義君

。 、 。暑い夏が来ました ニコボックスの皆様 ご苦労様です

北島奈穂子君

横井君、先日は有り難うございました。

北野庸夫君

家内の誕生祝いのお花、有り難う！

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

黒野晃太郎君

地区会員増強委員会にて恵比寿RCの司葉子さんにお

会いしました。素晴らしい容姿に納得。

宮下忠克君

「それいけ精香園 、お値打ちで美味しかった。久々」

の焼肉でした。

水谷安紀君

ニコボックスの皆様、暑い中ご苦労様です。

水野 眞君

本日早退します。

田中正博君

今年も梅雨明けしましたが、ここ3～4日、過ごしやす

い感じです。今年の夏はこのぐらいで！！

立松絹久君

釣り部会総会出席の皆様、お疲れ様でした。

東海広光君

渡辺君、大変お世話になりました 「ちゃんこ」美味し。

かったです。

山田尊久君

いよいよ8月6日、須成祭です。近鉄蟹江駅より無料シ

ャトルバスが運行されます。

合 計 ８０，０００円

卓 話

「安全、安心なまちづくり

、 」～警察活動にご理解 ご協力を

（一社）愛知県警備業協会

専務理事 田中 正和氏

１．自己紹介

（一社）愛知県警備業協会の専務理事をしております、

田中でございます。前職は愛知県警察の警察官であり、昭

和44年に採用され、平成23年春、総務部長を最後に約40

年間奉職しました警察官を定年退職いたしました。警察官

としての経歴は、主に生活安全部門と総務・警務という管

理部門の仕事に従事し、警察署長としては蟹江署、北署、

中署を経験し、その後、警察本部の生活安全部長、総務部

長として勤務をいたしました。

退職後、警察の仕事に関連のある業界に身をおいて5年

以上経過しておりますが、私は警察の仕事しかわかりませ

んし、警察組織にお世話になり現在でも警察の応援団であ

ると自覚しておりますので、本日は、警察時代の経験を踏

、 、 「 、 」まえて OBの立場 観点から 安全 安心のまちづくり

について、お話をさせていただきます。

２．警察組織について

警察官時代も、いろいろな会議や大会、またこうしたお

集まりで話をさせていただく機会も多かったのですが、意

外と警察組織についての話をすることはなかったので、今

日は、まず警察のご理解を深めていただくためにも警察組

織について若干申し上げたいと思います。

（１）警察の根拠

警察活動の根拠となります法律は、ご案内のとおり「警



」 、 、 、 、察法 という法律でありまして 警察の責務 任務 組織

階級、武器の所持等の基本的事項が定められ、警察官とし

ての権限の行使については 「警察官職務執行法 （８条だ、 」

けの規定）が根拠となり、職務質問、立入り、保護、武器

の使用等が規定されており、この2つの法律は、警察官と

してのスタート時から叩き込まれ、昇任試験にも必ず出題

されています。

（２）身分

愛知県の警察官は、愛知県知事のもとにある知事部局、

教育部局とならんで警察部局の職員であり、地方公務員法

の適用を受けて、給料等は愛知県の給与条例に基づいて支

給されています。

（３）階級

、 、 、 、警察官の階級は 警察法第62条により 巡査 巡査部長

、 、 、 、 、 （ ）、警部補 警部 警視 警視正 警視長 警視監 本部長級

警視総監（警視庁のみ）が規定され、身分的には警視まで

が地方公務員であり、警視正以上は国家公務員法の適用を

受けます。階級別の定数も警察法で比率が定められ、愛知

県定数条例で具体的に示されていますが、概ね巡査、巡査

部長、警部補が各30％、警部と警視で10％くらいであり

ます。警視までは、すべて昇任試験で昇任・昇格していき

ます。職・ポストは、警部で概ね、警察本部の課長補佐、

警察署の課長くらいで、警視で署長、副署長、警察本部の

課長、次長となり、警視正は本部の部長、大規模署の署長

であります。

（４）警察組織、予算

警察の組織は、警察本部と45の警察署があり、警察本部

は、総務・警務・生活安全・地域・刑事・交通・警備部と

、 、いう部門があり 各部の中に担当業務を分掌する課があり

警察署にも本部の各部門を担当する課があります。現在、

警察官は約13,000人おり、警察予算は、県費として年間

約1,600億円で、このうち約80％は人件費であり、安全

の実現のための役務を提供するという労働集約産業の典型

。 、 、ともいえるものであります 県費のほかに 警察法により

国家的な要素の業務に対しては国費で賄われています。

３．治安指標

（１）刑法犯認知件数

犯罪は社会を写す鏡ともいえるもので、時代々々の社会

情勢を反映して犯罪の質も量も変化しながら推移していま

すが、平成の時代になってからの長いスパンで刑法犯の認

知件数を眺めてみると 愛知県では 平成元年の年間約90,、 、

000件から年々徐々に上昇し、平成15年は225,706件で

ピークを迎え、その後年々減少し、平成27年は76,000件

とピーク時の約3分の1になりました。どうしてこのような

流れになったのか、どんな犯罪が増えて、減ったのかにつ

いては、社会、経済情勢の変化、国際化に伴う不良外国人

による犯罪、少年非行等いろいろな要素がありますが、犯

罪の増加は全国的に同様の傾向で、全国では平成14年に年

間200万件を超えるピークとなりましたが、減少に転じた

理由として確実にいえることは、国が平成15年に犯罪対策

閣僚会議を設置するなど本腰を入れて取り組み、その後、

愛知県でも安全なまちづくり条例を制定し、犯罪を10年間

で半減させるという目標のもと、従来、犯罪防止は警察一

辺倒だったものが、自治体をはじめ関係機関・団体、住民

が、まさに官民一体となった体系的な取り組みをするよう

になったことが契機となっていると思います。

（２）交通事故発生状況

交通事故についても長いスパンで見てみますと、交通死

、 （ ）亡事故は 昭和４４年に912人の死者数 全国16,000人

を記録していますが 平成27年の死者数は213人 全国4,、 （

000人）となっていますが、事故件数は昭和４４年は43,

000件で、昨年も同じくらいの44,000件であり、昭和4

4年当時は、急激な車社会の到来に対策がついていかなか

ったものと考えられ、その後、交通工学の進展、道路環境

の整備、車両の構造面の改善、法令の整備など、膨大な予

算を講じて現在の状況に至っていますが、平成に入ってか

らの死者数は概ね減少傾向で推移しています。交通人身事

故の発生件数の増加は運転免許人口の増加との相関関係は

認められますが、平成17年以降は人身事故件数も減少して

います。ご案内のとおり、愛知県は残念ながら常に交通事

故死者数ワースト上位でありますが、この原因は、自動車

保有台数が500万台で全国１位であるとか、道路延長距離

が北海道に次いで全国２位であるとか、愛知県の車依存度

や自動車交通環境の問題がよくいわれますが、交通事故を

減少させるため、交通管制、規制の高度化や自動車自体の

安全性の向上はもとより、ドライバー対策による安全運転

行動の順守、被害者となりやすい高齢者、子供等の年齢層

に応じた交通安全行動の定着化などの諸対策の効果が出て

きているものと思っております。



４．警察活動あれこれ

（１）警察今昔

私の警察官人生を振り返ってみますと、初めて警察署に

赴任した昭和45年頃は交通死亡事故多発期であり、交番勤

務で1日中（5～6時間）交通立番という交差点等で交通整

理、監視をしていた記憶が強く残っています。また、交番

における警察活動の原点というべき地域の方々との繋がり

が強い巡回連絡に充実感を感じていましたが、現在では、

この巡回連絡という活動が極めて困難になっているのが現

状であります。その当時は、学生運動や極左暴力集団等に

よる反社会・体制的な事件が全国各地で起きており、赤軍

派による浅間山荘事件も新米巡査としてテレビで見ていま

したが、今思えば高度経済成長を遂げる社会の変革期にお

ける強烈なエネルギーの発露であったような感じがいたし

ます。警察内部においても、治安の変化や社会の変遷に応

じて、警察組織や運営のあり方を見直す時期があり、例え

ば捜査活動に対する司法的な抑制に対処するため、数次に

わたる刑事警察刷新要綱等により適正な捜査のあり方を見

直しており、例えば、現在では、捜査の基本である取り調

べの可視化なども検討されております。最も大きな出来事

は、平成11年頃の警察改革といわれるもので、当時、警察

の対応の問題や内部の不祥事もあり、また国家公務員によ

る倫理上の問題もクローズアップされたこともあり、より

民主的な警察運営を図るため大きく舵を切った時期であり

ました。その後現在に至っていますが、私個人の思いとし

、 、 、て 最近では警察に対する見方というか 警察力そのもの

あるいは警察の存在感、プレゼンスといったものが、絶対

的にも相対的にも低下してきているようなことを若干危惧

しております。

（２）これからの治安

これからの治安を考えるに際しては、国際化、グローバル

化の時代にあって世界の情勢や国際的な動向も考慮しなけ

ればならないところで、特にヨーロッパ各地におけるISに

よるテロ事件は決して他人事ではなく、また、アジアの隣

、国の動向や世界の経済情勢の変化が即日本経済にも影響し

これが治安にも反映されることから、ますます「国際化」

という観点が重要になると思いますし、国内に目を向ける

と、従来の治安情勢に加えて 「少子高齢化」に伴う事件事、

故 「インターネット」をツールとする事案、特殊詐欺に代、

表される「詐欺社会」の進展、これまでのパターンにあて

はまらない因果関係が明確でない突発的な犯罪の多発等々

にも注意を払っていく必要があると思います。

（３）治安の良さを財産として次世代に引き継ぎを

まもなくブラジルでオリンピックが開催されますが、最

近の新聞報道では、開催地のリオデジャネイロの治安の問

題を大きく取り上げており、日本も2020年東京オリンピ

ックを控えているところで、治安はその国の信頼性を図る

バロメータとも言えるものでありますが、日本の良好な治

安については、日本の長い歴史の中で国民が培ってきたも

のであり、国内外の誰もが認める日本の誇りであります。

最近では世界遺産の話題も多く、日本が世界に誇る遺産と

して数々のものが世界遺産として登録されるようになって

きましたが、この治安の良さも日本の大切な財産として是

非とも守り、次世代に引き継ぐことも我々の責任であると

。 、 。思います 今後とも よろしくご協力をお願いいたします

親睦活動委員会

８月の誕生日のみなさん

会 員 誕生日 夫 人 誕生日

大竹 和美 T.11.8.28 山田多恵子 8.7

木下 章吉 S.5.8.18 （尊久）

田中 正博 S.23.8.1 岩島 圭子 8.12

栗木 和夫 S.25.8.31 家田 雅恵 8.19

神田 康史 S.26.8.30 中村さとみ 8.8

黒川 元則 S35.8.18 伊藤香屋子 8.14

（正征）

谷川恵美子 8.1

北島 聡 8.20

敬称略

祝えや いざ 君のバースデー

いついつまでも 健やかなれ

例会日 クラブ名 場 所

8/2（火） 名古屋名東 国際ホテル

8/3（水） 名古屋南 名古屋観光ホテル

名古屋名駅 名鉄ニューグランドホテル

8/4（木） 名古屋丸の内 クレストンホテル

名古屋大須 名古屋東急ホテル



委 員 会 報 告

「第1回地区内クラブ危機管理研修会」

日 時 7月21日

場 所 キャッスルプラザ

報告者 会長エレクト 立松絹久君

クラブが奉仕活動をする上で問題が発生したときには危

機管理委員会に連絡してほしいとのことでした。

「会員増強セミナー」

日 時 7月22日

場 所 愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）

報告者 幹事 黒川元則君

7月22日、ウインク愛知で地区会員増強セミナーが行わ

れました。服部良男ガバナーの挨拶に始まり、東京恵比寿

RC2750地区元会員増強委員長の女優司葉子氏が『ロータ

リーと私』というテーマで講演され、その後『女性会員の

多いクラブの魅力、会員増強の成功例』として４分区の方

が発表されました。内容としては、１．RCの例会に参加し

て頂き、雰囲気を感じてもらう。２．全会員での増強意識

を持ち、四面から取り巻き、根気よく勧誘する。３．入会

してからの心遣いや親睦、また役職を与えるという話でし

た。その後、8分区ガバナー補佐が目標を話され、西尾張

分区黒野晃太郎ガバナー補佐は1クラブ1名の増強でという

。 、 。事でした 最後に地区幹事が講評され 閉会となりました

ロ シ ア 紀 行 ２

山田幸治君

ボーイング787はモスクワ路線に就航したばかりの新鋭

機です。機内は最新の設備で窓のブラインドは無くなり、

光学的に室内を暗くすることが出来ます。ビジネス席のト

イレットはシャワートイレで吃驚しました。水を流すと蓋

が自動的に閉まります。座席もほぼフラットになります。

各航空会社は燃料効率の悪いジャンボ機を廃止して、燃料

効率の良い機種に変更しました。


