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外部卓話 SPEECH
～防犯カメラの重要性とその効果～
いわき中央警察署

生活安全課課長
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いわき平ＲＣが 60 周年を迎える
ことができましたこと、誠におめ
でとうございます。
またその記念事業として防犯カ
メラの設置をしていただき、警察
署としても感謝しております。
初めに、県内の犯罪の現状をまずお話ししたいと
思います。平成 14 年から犯罪は減少傾向にありま
す。中央警察署管内においても犯罪は減っている。
極端な話、半分以下になっている。平成 15 年に中
央警察署管内では刑法犯は 4053 件の発生があった
が、平成 24 年では 1582 件となり 10 年で半分以下
にまで減っている。ただ 10 年前と比較して極端に
変わったような実感がわかないのは、窃盗犯や万引
きなどの犯罪が減った代わりに、強盗や殺人などの
凶悪犯的が増えていることがある。
今年１月から３月までの刑法犯の件数は去年より
さらに減っている。去年 391 件に対し今年は 358 件。
減少している要因として、平成 13 年頃に刑法犯が
増えてしまったことで、ボランティア活動が活発化
したこと。もうひとつは、やはり防犯カメラの設置
であろう。もし犯罪が発生した場合、犯人の検挙に
役立つこと、そして犯罪の抑止の効果がある。全国
的にも設置台数が増えている。
ただ、犯罪の関係で気になる点として万引きがあ
る。年少者が行うイメージがあるが、最近では高齢
者の万引きが増えている。今年１月から３月までで、
万引きの発生は 39 件、犯人検挙は 24 名。このう
ち 60 歳以上の方が検挙された人数は 12 名で、半数
2012～2013年度
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が高齢者という現実がある。ちょっとした軽い気持
ちで万引きをしてしまうケースが見受けられる。今
年から万引き防止アドバイザーを導入し活動してい
る。
防犯カメラについてですが、最近の防犯カメラは
性能がよい。画素数（メガピクセル）がよくなり画
質がよくなってきている。人物、映像が鮮明に映る
ようになった。テレビの映像をみると、防犯カメラ
の映像がよくでてくるが、今まではテレビに情報と
して出していなかったと思うが、最近ではよく映像
が流れている。幅広く情報を集めるためには、テレ
ビ視聴者の情報などが必要となってきており、多く
の人に公開している。防犯カメラの映像をテレビで
流すことで、出頭するなり、自首するなりしてもら
う効果を狙っている。そのためにも、画質がいいも
のでないといけない。
馴染みがあるところで、防犯カメラが効果的に利
用されたケースとして、2012 年２月 10 日に東京都
目黒区在住の老夫婦が襲われ、87 歳の男性会社員が
亡くなり、奥様が重傷を負った事件があった。その
犯人がいわき市出身であった。その時防犯カメラの
映像が効果を発揮している。行くところどころの防
犯カメラに犯人の映像が映っていた。動かぬ証拠と
して使えるし、被疑者の足取りが分かる。今から 2
～ 30 年前は犯人の自供が最大の証拠。今は供述だけ
では有罪に持っていくことができない。物的証拠が
必要。動かぬ証拠（現場に行くまでを「前足」
、犯行
現場から後を「後足」と業界でいう）として、足取
りが分かれば重要な証拠になる。現在は裁判員裁判
制度で、一般の方が裁判員になる。映像で裁判員が
実際にみることによって印象づけることができる。
今回ご寄附いただいた防犯カメラを捜査に有効に
活用させていただきます。また、平地区の安全安心
のために活用させていただきたいと思います。
本日は貴重な時間を頂きお招きいただきましたこ
とありがとうございました。

「奉仕を通じて平和を」
Peace Through Service

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆司会：阿部幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我らの生
業）
・四つのテスト（新妻純男会員）〕

⃝い わき分区合同ゴルフコンペの案内が来ていま
す。６月 15 日（土）クレストヒルズＧＣ。

新妻純男会員

委 員 会 報 告

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
○いわき中央警察署 生活安全課課長本多文彦様
○米山記念奨学生 ソータイくん
★ 結婚祝

◆ 出席委員会（志賀弘昌委員長）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

５月９日

52 名

29 名

―

◆ 雑誌委員会（吉田義尚副委員長）

坂本佳友さん
（５月 11 日）

奈良宏一さん
（５月 13 日）

◆会長挨拶ならびに報告
ＧＷも終わり、桜前線も北海道に
移ったようです。全国的には例年よ
りちょっと早く開花しましたが、福
島県は例年どおりだったようです。
角館、弘前は今が見ごろだそうです。
平クラブの観桜例会では幸いにも会
津の満開の桜を見ることができた。桜の旅行を計画
するのは難しい。
先週、田中作次ＩＲ会長が作成した「ロータリー
クラブ強化への 100 のヒント」を配布しましたが、
チェックされましたでしょうか。私なりにチェック
してみましたが、まだまだ精進が必要だと感じた。
先々週の 26 日に福島高専の専攻科復興人材育成
特別コースの開講式の前に開催された設備機器類の
視察および見学会へ出席してきました。スマートグ
リッド実演規模実験装置（風力、太陽光、蓄電池、
ガスエンジン等の再生可能エネルギー発電技術の開
発）
、放射線計測測定器、機械化実習教室、超電導
実験、実践的原子力基礎技術者育成プロジェクトな
どを視察してきました。すばらしい施設の中で学べ
る高専の学生はしあわせだと感じた。
専攻科の廊下に、各生徒の研究発表のパネルがあ
った。興味を引いたのは、ゴルフの飛距離とクラブ
との関係を研究したものがあった。担当教官の先生
が実際にクラブを作って、ゴルフ練習場で打つロボ
ットを使って実験したようです。もうひとつは、コ
ンピューターを使って株の売買をさせるものがあっ
た。職場訪問として福島高専にお願いするのもいい
のかもしれません。
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以前に「アンケートのお願い」を配布しておりま
したが、その集計結果をご報告いたします。
Ａ 大変良く読む（90 ポイント） ８名
Ｂ やや良く読む（70 ポイント） 15 名
Ｃ どちらとも言えない（50 ポイント） ９名
Ｄ あまり読まない（30 ポイント） ６名
合計 38 名 2400 ポイント
平均 63 ポイント
ご協力ありがとうございました。

◆スマイルボックス委員会（大久保健蔵副委員長）
♥山野辺倉平さん（本多文彦様本日の卓話よろしく
お願いいたします）♥阿部弘行さん（本多様卓話よ
ろしくお願いします）♥森雄治さん（３カ月皆勤賞
ありがとうございます）♥奈良宏一さん（結婚祝あ
りがとうございます）♥坂本佳友さん（本日もよろ
しくお願いいたします。結婚祝ありがとうございま
す。ちなみに車のナンバーが結婚記念日になってお
ります）♥関口武司さん（本多様、卓話宜しくお願
いします）♥飯野光世さん（本多課長卓話楽しみに
してます）♥佐々木芳弘さん（本多様卓話よろしく）
♥越智正典さん（本多文彦様卓話よろしくお願いい
たします）♥新田俊彦さん（本多課長さん卓話よろ
しくお願いします）♥新妻純男さん（本多様本日は
卓話にお出でいただきありがとうございます。よろ
しくお願い致します）以上、11 件
★本日の例会案内 ５月16日（木）PM12：30～
新入会員卓話
水戸証券いわき支店長 薄井親一郎会員
お食事メニュー＝冷やし茶そば
★次回の例会案内 ５月23日（木）PM12：30～
新入会員卓話
福島民報社 いわき支社長 安田信二会員
お食事メニュー＝サーロインと生ハムのソテー

安田信二

鈴木弘康

