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が発生し、翌年から「犯罪抑止総合対策」を全国
警察で最重要課題として推進した結果、昨年は約
158万件と平成３年当時の治安水準に数値治安は
回復しています。これはひとり警察だけの力では
なく、自分達の地域は、自分達の手で守ろうとい
う自主防犯活動の活性化も治安回復の大きな要因
になっていると思います。
次に、千葉県下の治安情勢については、全国の
皆様方には、平素から警察

傾向と大きくは変わりません。やはり犯罪発生の

活動各般に渡りまして、ご理

ピークは平成14年で約16万８千件発生しました。

解とご協力をいただいており

千葉県警では、翌年の平成15年を「治安回復元年」

ますことに対しまして、感謝

と位置付けて、犯罪抑止対策を推進した結果、平

申し上げる次第です。昨年に

成22年中は、約９万２千件と目標である８年連続

引き続いて松戸ロータリーク

減少、９万５千件以下を達成し、治安水準の改善

ラブで卓話する機会をいただ

を図ったところであります。
情勢の最後に、松戸市の治安情勢ですが、松戸

きまして、厚く御礼を申し上げます。
本題に入る前に３月11日午後２時46分に発生し

市は昭和60年に松戸東警察署が新設され、市内を

た東日本大震災は、三陸沖を震源とする国内観測

２つの警察署で治安維持にあたることとなってか

史上最大のマグニチュード9.0の極めて強いもの

ら、すでに25年が経過しております。松戸市の犯

であり、また、東北から千葉までの太平洋岸に予

罪のピークは、平成11年であり、両警察署の発生

測し難い巨大津波が発生して、1000年に一度と言

事件を併せますと、13,680件であったものが、昨

われる未曾有の災害となりました。

年は約6,500件であり、ピーク時の約52％減少さ

これまでの報道発表によれば、死者約１万３千

せております。松戸警察署だけを見れば、昨年の

人、不明者約１万５千人で、今後不明者の数が大

抑止目標の4,500件以下を達成（4,325件）しまし

幅に増加する可能性もあると思われます。さらに

た。特にひったくり事件は、144件と前年比110件

は、大震災や津波により福島原発の施設が壊滅的

も減少させたところです。しかしながら、144件

な損害を受け、放射線の拡散等、これまでに経験

の発生件数は、県下でも上位であり、今年も検挙

のない二重の被害に、被災地の方々はもとより、

及び抑止対策を強力に推進する必要があります。

全国民が大きな苦悩に直面しています。

なお、昨年千葉県は、ひったくり事件の発生につ

このような状況の中で、震災に対応する警察活

いて、大阪府を抜いてワーストワンになるという、

動を展開していかねばなりません。松戸警察署で

大変不名誉な記録を残してしまいました。今年は、

は、計画停電への対応として、JR松戸駅を中心

県警の総力をあげて、ワーストワンの返上に取り

とした雑踏事故防止及び信号機滅灯対策の推進を

組むこととしております。
続きまして、今年松戸署として力を入れて取り

図る一方で、特に今回の大震災で不安を抱える高
齢者の方々への訪問活動を徹底するとともに、市

組む対策についてであります。

内に避難された方々へのケアを含めた意見・要望

その第一は、犯罪総量抑止対策であります。

を聞くために移動交番車を避難場所に立ち寄らせ

今年の松戸警察署の犯罪抑止目標は、4,000件
以下であります。この目標をクリアするには、少

るなど諸活動を展開しております。
それでは、テーマである「松戸市内における治

しばかりハードルが高いと思っていますが、市民

安の現状と課題」につきましてお話をさせていた

の安全・安心を守っていくには、目標を高くする

だきます。

ことで、これまで以上に抑止活動が活性化される

まず、治安情勢でありますが、全国的には平成
14年のピーク時に約285万件と戦後、最多の犯罪

との思いから、今年はあえて高い抑止目標数値を
設けました。

− ２ −

数は松戸市全体で３人でありました。松戸警察署

重点推進対策は、次の６点であります。

管内だけでは、死亡事故者数は２人でありますが、
１

まつど安全・安心シルバーネットワーク活動

これは昭和46年から統計を取り始めてから、最も

の推進

少ない数であります。今年は、死亡事故者数ゼロ

２

まつど万引き防止ネットワーク活動の推進

を目指して、次の４点を重点に取り組んでまいり

３

ひったくり防止対策の推進

ます。

４

振り込め詐欺対策の推進

５

少年補導活動の推進

１

高齢者対策の推進

６

暴力団排除対策の推進と取締りの徹底

２

ボランティアと連携した交通監視等の推進

３

飲酒運転の撲滅対策の推進

４

交通取締りの強化

これらの対策を重点として取り組んでいくこと
により、犯罪総量の抑止による数値治安及び体感

これらの重点推進対策を交通関係ボランティア

治安の向上を図り、松戸市民の安全・安心の確保

の方々等と粘り強く推進してまいります。

に努めてまいります。

終わりに、松戸ロータリークラブの益々のご発

その第二は、交通事故総量抑止対策であります。
昨年は、人身事故総量及び負傷者数とも前年比で

展と会員の皆様方のご健勝とご多幸を祈念申し上

減少させることが出来ました。特に、死亡事故者

げます。

｢松戸市内における治安の現状と課題｣ということ
で卓話を頂きます。松戸ロータリークラブには
「松戸警察官友の会」の会長に杉浦裕会員。
「松戸
警察署金融機関防犯協会」の会長に鈴木昌広会員
がそれぞれ就任されており、鈴木会員は「松戸職
今回被災した、仙台にある

場警察連絡協議会」の副会長もつとめています。

東北福祉大の松山英樹選手が

私共の会社には昭和21年６月６日の最も古い書類

先週のマスターズ・ゴルフト

が飾ってあります。終戦日から９ヶ月余りです。

ーナメントでロウアマ（ベス

申請人は私の祖父・伊原清三郎・明治26年生ま

ト・アマチュア）として表彰台に乗りました。快

れ。【 昭和21年５月23日附願の工場設置の件許可

挙であります。最終ホールのバーディは被災者の

する。松戸警察署長・地方警視

方々の後押しがあったのかも知れません。中継番

とあります。何でもかんでも警察だったのでしょ

組の合間に流れる、往年のゲーリープレヤー、ア

う。終戦直後の混沌とした世界が垣間見えます。

ーノルドパーマーやタイガーウッズなどの日本へ

ロータリーが誕生した時も悪が栄えていた混沌

の応援メッセージが皆、心がこもっている様に感

とした世界でした。アルカポネが暗躍し、シカゴ

じました。

という町では商売はだます事が当たり前でした。

先週、義捐金の奉加帳を廻させて頂きました。
たくさんのご協力ありがとうございました。そし

石橋誠一

】

そんな時、心のよりどころを求め連帯していった
のです。
今、この巨大震災後で、価値観が混沌とする世

て理事会で、台湾・台北天和ロータリークラブか
らの213万7000円の全額を松戸市に寄贈すること

界がやってくるのでしょう。水、空気、電気、生

になりました。

活、行政など、ほんの１ヶ月前まで当たり前なこ

本日は、松戸警察署長・警視正・熱田貢一様に

とが当たり前でなくなるのです。経営も大変にな

− ３ −

ることでしょう。ロータリークラブの例会に心の
オアシスを見出す場面もあろうと思います。友人
として素晴らしい仲間。良い間柄でいたいと心よ
り思います。私は巨大津波で何もなくなった町を
復興し始める時、町長を決めたら、次は警察署長
だと思っています。悪を憎む心。正義の心が大切
です。不遜にも「自衛隊のような暴力装置うんぬ
ん」とまで言った現政権。予備自衛官を招集する

【入会】柳澤 正敏君
平成7年4月1日（16年）
【誕生】 16日

緊急事態であります。原発もチェルノブイリ並み

中澤会員

の「レベル７」になったとのこと。どう思われま
すか。

伊原会長と松戸警察署長 熱田様

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
特にございません。

会員52名

義務会員43名

免除会員 9名

出席39名

義務会員33名

免除会員 6名

仮欠13名

義務会員10名

免除会員 3名

２．外部からの会議・連絡事項等の案内
特にございません。
３．他クラブ会報・その他
特にございません。
４

例会変更の連絡

田中

忠行君

島村

善行君

大川

吉美君

小川

一君

小林

登君

橋口

和幸君

田原

晨暁君

浅井

利明君

本日出席率

中田智次郎君

土、肥伸一郎君

79.60％

・柏ＲＣ
４月20日

の例会は４月22日

に第10分区合

同夜間例会及びゴルフ大会に変更

熱田

貢一様

松戸警察署長

・柏西ＲＣ
４月22日

の例会は第10分区合同ゴルフ及び

例会に変更
５月６日 の例会は夜間例会に変更

柳澤正敏君／入会祝いと誕生祝いを頂き、ありが

点鐘

19：00

とうございました。今後共宜しくお願い致します。

場所

クレストホテル・柏

５．その他報告
東日本大震災の義損金のお礼

ニコニコBOX

当日￥ 10,000

累計￥1,061,000

財

当日￥ 3,749

累計￥ 136,888

団BOX

文責／加瀬
− ４ −

