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「岐阜県下及び関警察署管内の犯罪情勢について」
関警察署 生活安全課 兼松美智夫様
◆開会点鐘
◆「君が代」「奉仕の理想」斉唱
◆会長挨拶
皆さんこんにちは。本日の
お客様を紹介させて頂きます。
関警察署、生活安全課、課長
兼松美智夫様と中農地区防犯
協会、事務局員、輪方有香様
です。今日は「犯罪情勢につ
いて」お話をして頂きます。
のち程宜しくお願いします。
もう一方、東海北陸道グルー
プ、ガバナー補佐、伊佐地金嗣様と次期ガバナー補佐、
可児昌則様に、おいでを、頂いています、のち程ご挨
拶を宜しくお願いします。
さて、一昨日の関ロータリークラブゴルフ会では当
日優勝が堀部哲夫さんで、年間優勝が大澤竜一さん、
実力通りの方が優勝をされました。だいえいさんで、
美味しい料理をいただきながら楽しい時間を過ごさ
せて頂きました。今年は東海北陸道グループの対抗戦
でも、壮年の部、青年の部と団体の部と完全優勝とい
う初の快挙を達成できました。最近のゴルフ会も新入
会員の方が増え非常に活気が有りますので、来年の東
海北陸道グループゴルフ会も完全優勝できると思い
ます。
さて、今日はブラック企業の定義について話をした
いと思います。ブラック企業の定義とはなんでしょう
か。非常に曖昧な言葉であると思います。企業に対す
る考えかたは、人それぞれですから、ブラック企業の
定義も人それぞれだと思います。これは確実にブラッ

ク企業だなと言われる定義をまとめてみました。
・人
間関係が悪い・給料が安い・拘束時間が長い（残業が
多く、休日が少ない）こんなところが一般的だと思い
ます。まず、人間関係が悪い所は、確実にブラック企
業と言えるでしょう。例えば、上司が部下に対してパ
ワハラとかセクハラ等、社長が好き勝手に採用、解雇
を繰り返すワンマン体制。社長がしっかりしていない
企業は、管理職もちゃんとしていないので、社内の人
間関係はおのずと悪くなります。給料が安い所もブラ
ック企業と言えるでしょう。今はどの業界も人材不足
といわれており、外国人などを不法就労させている企
業もあるようです。外国人を安く使っている会社など
は特に要注意です。一度入社してしまったら、安い給
料でずっと働かされる可能性があります。そして、ブ
ラック企業と言えば「残業」このイメージが強いです。
毎日夜遅くの残業、休日返上、などで、家族とのすれ
違いで夫婦仲にも亀裂が出来る話もよく聞きます。し
かし、世の中にはこのような会社がたくさんあるとい
う事も理解しておくべきだと思います。今の若者は特
に残業が嫌なので、入社する予定の会社を観察してい
ます。具体的に言うと、夜９時ごろまで電気が点いて
いる会社は要注意です。これが一週間続くと、確実に
残業が多い会社と言われます。大まかにこのような、
企業がブラック企業と言われますが、我々の世代では、
人間関係は、自分の修行が足りない、とか給料が安け
れば早く出世をしろとか、残業、休日出勤が多いのは、
まにあわないから遅くなると言われ、頑張りましたが、
今はまるで違います。そもそも、ブラック企業という
言葉は、ゆとり世代が言いはじめたとも言われていま
す。そして、最近は企業だけではなく、日本大学のア
メリカンフットボール事件では大学の体質まで波及
して来て、ブラック大学に成るのでしょうか？セクハ
ラ事件、文書改算の財務省はブラック省庁に成るの

か？非常に疑問に思い注目しています。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員 奥村敏教
会員 50 名中
33 名出席
出席率 67.35％
◎ニコボックス委員会
委員 山谷庸二
会長・副会長・幹事の皆さん・・・伊佐地金嗣ガバナ
ー補佐様、次期ガバナー補佐様 関ロータリークラブ
にお越しくださりありがとうございます。関警察署
生活安全課の兼松課長様、本日はお忙しい中ありがと
うございます。卓話よろしくお願いします。
ガバナー補佐伊佐地金嗣様・次期ガバナー補佐 可
児昌則様・・・本日は、お世話になります。
長尾、山谷、西本、清水（公）
、林（昇）
、加藤（照）
岩本の皆さん・・・関警察署。生活安全課の兼松課長
様、本日はお忙しい中ありがとうございます。卓話よ
ろしくお願いします。
堀部哲夫さん・・・6/3 のゴルフ会で優勝しました。
ありがとうございます。
大澤竜一さん・・・6 月 3 日晴天の中、今年度最後
のゴルフ会が開催されました。参加できませんでした
が、運よく年間の賞をいただきました。次年度はゴル
フ会の会長をさせていただきます。
微力ながら頑張り
ますので、皆様の参加をお待ちしております。（5P）
酒向德享さん・・・妻にバースデーカードをいただ
きありがとうございました。
◆IGM の報告 報告者 山田一成
5 月 28 日、中華料理しょうりゅうにてホスト今峰
徹さん、リーダー亀井髙利さん、R 情報 酒井泉さん、
その他、後藤信介さん、加藤浩二さん、そして私、山
田の合計 6 名で IGM 行いました。今回「会長挨拶の考
え方」がテーマでした。酒井さんがレジュメを準備し
ていただき出席者全員に配布してくださいました。そ
のレジュメの一部をご紹介します。テーマ「挨拶の考
え方」1.その時に来訪された卓話講師のテーマに関係
した話 2.例会当日に近い話題性のある時候に関連し
た話 3.ロータリー活動の信義に悖る話 4、自分の職業
に関連した得意分野の情報提供 5.読んだ本の紹介や
その内容に関する話 6、社会情勢の中で興味を持った
事、またみんなが関心のありそうな事を取り上げて話
す 7.ロータリーアンのボランティアに関した話。
元々は英語の Volunteer で言語は志願兵のことであ
る徴集兵を意味する doraft とは対語の関係にある。
つまり強制されて参加するのではなく自発的に行動
を起こすことにその意味があるのである。
基本行動に
対しては無償性が原則であるが最近は無償の範囲を
柔軟に考えて実費の弁済や一定の謝礼をうける「有償
ボランティア」が出現し一般的に受け入れられて来て
いる。
無償ボランティアとは 1 自主性自発性 、2 社会性
3.無償性 4.独創性.開拓性.先駆性

以上のようにロータリークラブの社会奉仕はその精
神が無償ボランティアでなければならないと思うし、
さらにロータリーアンは各地域の中で様々な組織の
役職についていると思うが、それらもある意味では無
償のボランティアであり、名誉欲なしで、その役職を
その組織のために、自分たちが生かされ社会に恩を返
す。つまり報恩の心で誠心誠意努力することが職業奉
仕としてその人にかえってくると思います。酒井さん
ご自身が会長の時の会長挨拶の考え方が書かれたも
のです。話題はいろいろ変わりました。少し紹介しま
す。ロータリーは異業種交流会。違う仕事の事を聞く
のが面白い。現在やや固定化している例会の席も毎回
違う席で食事をとる方法があればいいな。また IGM
は先輩ロータリーアンからロータリーに関する歴史
や様々な話を聞くことができます。今回都合が悪く欠
席された方が見えました。そういった欠席の場合は次
回義務出席予定者がスライドして出席されてもいい
なあ。の話題がありました。今峰先生美味しい料理と
楽しいお酒をご馳走さまでした。本当にありがとうご
ざいました。
◆「岐阜県下及び関警察署管内の犯罪情勢について」
関警察署 生活安全課 兼松美智夫様
平素は、警察活動全
般にわたり深いご理
解とご協力を賜り、誠
にありがとうござい
ます。本日は関ロータ
リークラブ例会の場
にお招きをいただき
ましてありがとうご
ざいます。はじめに、
私から、岐阜県内及び
関警察署管内の犯罪
情勢等について、お話しをさせていただきます。全国
的には、刑法犯認知件数は平成１４年をピークに減少
を始め、岐阜県下においても平成１４年に、刑法犯認
知件数 約５２，０００件を記録して以降、右肩下が
りで減少し平成２９年には、１４，８９７件まで減少
しています。平成２９年の関警察署管内の刑法犯認知
件数は、６７８件と減少していましたが、平成３０年
４月末時点で、２３６件 ＋８件と増加に転じました。
これは一般家庭を狙った空き巣事件、住居侵入事件の
増加が、その要因と思われます。他に、身近では車上
狙い等の街頭犯罪も発生しており、被害を未然に防止
するためにパトロール活動や、犯人の検挙に取り組ん
でいます。次に少年犯罪の状況は、昨年１年間の刑法
犯検挙人員が、岐阜県下２，７７５人・少年が３３６
人と、全刑法犯の約１２パーセントを占めていました。
平成３０年４月末時点で岐阜県下では、刑法犯検挙人
員８５０人・うち少年が７６人、このうち、窃盗が

５０人で全体の約６５．
８パーセントを占め、
次いで、
住居侵入が１０人。ほかに、初発型非行の万引き、自
転車盗、占有離脱物横領が高い割合を占めているとい
う特徴があります。
関警察署管内は、本年４月末時点では、刑法犯検挙
人員４１人・少年が７人・やはり、万引きでの検挙が
最多です。しかし、一つ間違えば凶悪事件に発展しか
ねない、男子中学生の民家への侵入事案、有職少年が
ニセ電話詐欺の現金回収役に加担するなどした事案
も起きており、少年犯罪は悪質化、低年齢化し、
更に、
本年４月２３日には、関市内のショッピングセンター
で２人組の少年による強盗事件も発生しています。警
察としては、少年犯罪の未然防止、立ち直り支援活動
などを強力に行ってまいる所存であります。皆様は、
地域の実業家、専門職業人の方々であり、各企業等の
情報処理はパソコンで行われていると思います。情報
には漏えいすれば企業が大きな打撃や損害を受ける
重要な情報も数多く含まれているはずです。しかし、
「企業のサイバー攻撃の実態やセキュリティーに関
する調査結果」では、サイバー攻撃の経験が「ある」
と回答した割合が最も低かったのが日本であり、更に、
「被害にあったかどうか把握していない。
」と回答し
た割合が高かったということですから、日本は「被害
が少ないのではなく、サイバー攻撃に気づいていない
可能性がある」ということになります。第三者のパソ
コンを踏み台としたネットバンク口座への不正アク
セスや、ニセメールを取引企業からのものと誤信し、
国外の金融機関に送金したため、多額の現金を騙し取
られたという事案も発生しております。皆様にはサイ
バー空間の脅威、情報セキュリティーについて高い関
心を持っていただき、サイバー攻撃を受けた、不審メ
ールを受信したという想定のもと対処方法等の訓練
を行っていただくことをお願いいたします。続いて、
ニセ電話詐欺の現状と手口についてお話しいたしま
す。平成２９年中に県下で発生したニセ電話詐欺被害
は、２２９件、被害総額 約３億３，０００万円と、
莫大な被害が発生しております。関署管内は、昨年１
２月末で、１５件被害額 約１，７００万円と、やは
り多額の被害が発生しております。
平成３０年４月末
時点では、２件被害額 約２５０万円と僅かな被害と
感じられるかもしれませんが、ニセ電話詐欺は根絶さ
せなければなりません。このほか、法務省管轄支局
民間訴訟センター告知と記載され訴訟を提起するか
のような内容のハガキが家庭に郵送される事案が発
生しており、相談は毎日のように寄せられている現実
があります。最近、岐阜県下では「息子を名乗る」、
「還付金がある」というニセ電話が、増加している現
状があります。犯人は息子を装い被害者を巧みな話術
と言葉で信用させ銀行までおびき出し、受け子と呼ば
れる現金回収役を使い多額の現金を騙し取るという

悪質な手口で犯行を行っています。このため、警察に
早い相談をして頂く事が最も重要ですが、ご家庭、ご
近所、職場において、こんな手口が発生しているなど
の話題によって防犯意識を高めていただきたいと思
います。終わりに、関ロータリークラブの益々の発展
と皆様方のご健勝を祈念いたしまして、私の話とさせ
ていただきます。
◆幹事報告
◎今月の「理事、役員会」は現・次期合同で、今夜
丸吉寿司にて開催
◆ゴルフ会
日時：6 月 3 日（日） 12：36 スタート
場所：岐阜関カントリー倶楽部 東コース

6 月ゴルフ会優勝 堀部哲夫さん

年間優勝 大澤竜一さん
次例会のご案内
6 月 19 日（火）
「岐阜県から見た関市」
岐阜県 副知事 神門純一様
担当：会長・幹事

12：30
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例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐 阜 県 関 市 本 町 6-20 大 垣 共 立 銀 行 関 支 店2F
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア

