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2020 年 9 月 3 日　第 2811 回

◇ 国際ロータリー会長
　　　 ホルガー・クナーク
              (Herzogtum LauenburgMölln RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　久保田　英男（鎌倉 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　田邉　一三（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓土田　成明
　　　副 会 長︓奥山　浩司
　　　幹　　事︓加藤　隆史
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓秋本　清道
　　　副委員長︓鈴木　正孝
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
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　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
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2020 年 9 月 3 日　第 2811 回 例会

◇　点　　鍾　12時 30分
◇　ロータリーソング　『奉仕の理想』
◇　四つのテスト唱和
◇　ゲスト・ビジター紹介
　　　　三崎警察署長　藤田　和久　様　　
　　　　生活安全課長　笠倉　英司　様 
　　　　交 通  課  長　佐々木　剛　様

　

 会長報告　　　　　　　　　会長　土田　成明
皆さんこんにちは。
まだまだ暑い日が続いておりますが、
皆様、体調の方はいかがですか？
今年は新型コロナウイルスの影響で、
暑い日でもマスクが手放せませんが、
熱中症などにかからないよう、お気を
付けください。
本日は、三崎警察署長 藤田様、交通課
長 佐々木様にお越し頂きました。
皆様のお話を大変楽しみにしておりますので、宜しくお
願い致します。

 　幹事報告
＊ロータリーレート　1＄＝106 円　　　　　　　　
＊横須賀南西 RC　9月例会のお知らせ
＊横須賀西 RC　9月例会のお知らせ　　　　　　　
 ＊三浦市立病院よりお礼
＊青少年交換プログラム募集内容の変更について　
＊第 3回三役会　議事録　　　　　　　　　　　　  
＊ロータリー 100 周年特殊切手の発行
＊青少年交換派遣学生　帰国報告会のご案内　　　  
＊ハイライトよねやま　
＊ロータリーの友事務所　対応の件　　　　　　　  
＊ロータリー研究会オープンフォーラム開催について ＊誕生月お祝　　　小林　浩　会員（S.43.9.25）

 出席報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・会員総数：30名　　本日出席：17名　　本日欠席：13名　　出席率 56.6％
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 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・土田成明　藤田署長、よろしくお願いします。
・奥山浩司　藤田署長様、笠倉課長様、佐々木課長様、
　本日はようこそ RCへお越し頂きました。
　卓話よろしくお願い致します。
・高木　巌　財団委員会です、ご寄付をよろしく。
・鈴木康仁　三崎警察署 藤田署長、本日はよろしくお願
　い致します。　
・笠倉正弘　藤田署長様はじめ、笠倉、佐々木課長様よ
　うこそ。本日はよろしくお願いします。

・藤喜代司　藤田署長様、笠倉課長、佐々木課長様、本日はお忙しい中ありがとうございます。
　　　　　  卓話楽しみにしております。
・長瀬六朗　藤田三崎警察署調査様、ようこそお出で下さいました。
・鈴木明徳　久しぶりです。11月の誕生月祝いも欠席していました。今後も皆さん仲良くしてください。
・岩野　明　三崎警察署長藤田様、ようこそ。本日はよろしくお願い致します。
・秋本清道　藤田署長様、本日よろしくお願いします。
・長島満理子　本日もよろしくお願いします。
・石崎勇吾　三崎警察署長 藤田様、本日のお話楽しみにしています。宜しくお願い致します。
・岡本一朗　藤田署長、宜しくお願いします。
・小林　浩　本日も宜しくお願い致します。

ニコニコ BOX 集計報告

ニコニコ

財 団

ポ リ オ

米 山

周 年

計

14,000

11,000

8,000

11,000

3,000

47,000

68,000

58,000

47,000

62,000

12,000

247,000

54,000

47,000

39,000

51,000

9,000

200,000

本　日　 前回まで　 累　計

　卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三崎警察署長　藤田　和久　様

皆さん、こんにちは。本日は、ロータリークラブの会合に、
私以下お招き預かり
ありがとうございます。
3月 26日付けで、三崎警察署長として着任した、藤田でご
ざいます。
前任所属は、二俣川にある、運転免許の行政処分や講習関
係の業務を行っていました。
三崎警察署は 3回目の勤務となります。過去二回勤務した
時より、三浦市の治安が悪くならないよう
三浦の地にしっかりと足を付け、三浦市の安全で安心して
暮らせる環境づくりに署員一丸となり
取り組んで参りますので、警察行政に関しましてご理解ご
協力のほどお願いします。
また、警察では先月 31日人事異動が行われ、警務課長と刑事課長が変わりましたので、この場をお借りして報
告させていただきます。
三浦市の治安情勢について
8月末までは三浦市民の身体に危害が及ぶ凶悪事件等の発生はありません。
振込詐欺等の特殊詐欺事件は今年 5件発生し、被害額は 642 万円に上っています。
これは、前年比で申し上げますと、発生件数は同数で、被害金額は 69万の減少で推移していますが、依然とし
て被害に遭われている高齢者がおりますので、必要な対策を講じて参りたいと考えています
次は、コロナ情勢下の警察活動について
コロナ禍の中、一般企業ではテレワークを実施したり、飲食店を休業したりと、また観光地である三浦市にあっ
ても、経済に大きな打撃を受けている実態の中、経済活動維持への感染防止対策を模索しつつ、企業運営をし
ていると認識しております。
110 番通報した方や事件事故の関係者にコロナ感染者がいるかもしれません。
留置場に入る被疑者の中にもコロナ感染の疑いがある者もいます。
そうは言っても、常に市民から適切な対応が求められる、警察としては、署員の感染リスクを必要最小限に抑
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える対応しかできないというのが実態であります。
署員の感染リスクを必要最小限に抑えるために・・
街頭活動時の注意喚起とリスクを必要最小限に抑えるという対策です。
まず、注意喚起についてですが、
・街頭活動に行く際のマスク、手袋の着装
・感染の疑いのある者、または濃厚接触者を取り扱う可能性が高い、現場へ向かう際の防護服の着用。
・帰署後の手洗い、うがいの徹底。
・また、家族や職員で高熱が出た場合は、その職員を自宅待機させ、当該職員の濃厚接触者を調査し、PCR 検
査結果が判明するまで自宅待機としています。
必要最小限対策ですが、
まず、行ったのが部屋の分散化です。各部門の課を会議室等利用して分散化し、万が一、一つの部屋で感染者
が出ても、もう一つの部屋の職員で対応できるようにしました。
次に、コロナ禍における警察情勢の変化についてです。
4月に緊急事態宣言が発令され、経済情勢の低下と共に警察活動にも大きな変化が生じております。
まず、他県からの観光客に対する苦情の増加です。緊急事態宣言発令からコロナ感染に敏感になったせいか、
県外、特に東京から来た岸壁での釣り客に対しての通報が増加しております。
警察としては、三浦市経済の低下を招かぬよう、県と市を巻き込み、違法駐車させないための
交通規制や釣り人への協力の働きかけなど、ソフトな対策を実施しております。

　卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三崎警察署長　藤田　和久　様

3 月 19 日付で、三崎警察署交通課長として着任した佐々木と申します。
私からは、現在の交通情勢などについてお話しさせていただきます。
まず、全国の交通死亡事故件数について
全国の交通死亡事故ですが、約 10年前の平成 21年は 4,914 人でした。
その後、減少を続け、一昨年の平成 30年は 3,532 人、昨年の令和元年は
3,215 人でした。
昨年と 10年間を単純比較すると、10年間で約 1,699 人減少したことにな
ります。
全国的には交通死亡事故は減っています。
交通指導取り締まり効果、交通安全教育の浸透、交通安全施設の整備、道路
交通環境の整備、
サポカーの普及、救命救急体制の充実など関係機関の連携の結果と認識して
おります。
三浦市内の交通事故の特徴
三浦市内の物件交通事故（怪我のない事故）ですが、平成 30年は、1,167 件、
令和元年は 1,040 件、
令和 2年は 8月末現在で 638 件、前年同期比－23件の減少となっており、事故自体は減少傾向で推移してお
ります。
次に三浦市内の人身交通事故発生件数
（怪我のある事故）ですが、約 10年前を単純比較すると人身交通事故の件数は年間 134 件減少したことになり
ます
令和元年中の三浦市の人身交通事故の特徴について触れますと、人身交通事故 87件 36件、約 41％が
65歳以上の高齢者が関係する事故となっており、そのうち 65歳以上の方が第一原因者となる
人身交通事故が 25件となっています。
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