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◆会長／平田 徳久 ◆副会長／須賀 定吉 ◆幹事／若海 宗承 ◆ｸﾗﾌﾞ広報委員長／横家 豪
◆ 会長挨拶
平田徳久会長
皆さんこんにちは。
先ずは 2019~20 年度
地区幹事の宮崎敏博
様ようこそ越谷 RC
へ。年度スタートに
向けましての準備も
佳境かと思いますが
どうぞ頑張って下さ
い。後程ご挨拶を頂きたいと思います。
昨日、大宮パレスホテルでローターアクト第 30 回
地区年次大会があり、当クラブより鮫島青少年奉仕委
員長と坂巻会長エレクトと増元副幹事そして文教大
学 RAC のメンバーが参加しました。休日にも関わら
ずお疲れ様でした。又、(株)東冠の中島和興会員がご
栄転の為、退会する事になりました。中島会員には親
睦活動並びに会場運営委員としてご活躍頂き、お別れ
するのは大変残念で寂しい限りですが、又ご栄転でも
あり後任の方もご推薦頂きましたので、越谷 RC での
ご経験を活かし新任地でも益々ご活躍･ご発展されま
す様心よりお祈り申し上げます。後程ご挨拶を頂きた
いと思います。
今日はゲスト卓話で越谷警察署刑事課課長代理の
大和谷克久様に「越谷警察署管内の犯罪状況」につい
てお話頂きます。犯罪となりますと日頃あまり実感が
ありませんが、安心安全な市民生活を送る上では大い
に関心がある所でございますので、30 分と短い時間
ではありますがどうぞ宜しくお願い申し上げます。
話は変わりますが、昨今政府は「働き方改革」や「一
億総活躍社会」
、
「労働力不足解消」を声高に発信して
います。今日はその解決策ポイントの一つであります
「生産性向上」について考えてみたいと思います。難
しい話をするつもりは毛頭ございません。我が越谷
RC でも生産性の向上に取り組んでいる委員会がござ
いますのでご紹介させて頂きます。それは会場運営委
員会です。委員の皆さんは毎回 11 時に集合して、会
員の皆さんが来る前に例会場を設営します。毎回の事
ですが、なかなか時間と労力を要する所です。少しで
も効率的に設営しようという事で澤石副委員長を中
心に、掲示物の設置をより簡素化する器具の考案です

とか、テーブルに配置するスマイル用紙とか楊枝の
入れ物を一体化して３Ｄプリンターで作成し、設営時
間を短縮する試みをしています。委員長いわく約 15
分短縮できたそうです。私はこれこそが「労働生産性
の向上」そのものだと感心しました。皆さんの会社で
も労働力不足に頭を悩ませておられる事と思います
が、
「日に新た」
、マンネリを打破したチョットした工
夫で生産性の向上が図れるかもしれませんので、参考
にして頂ければと思います。
以上をもちまして本日の会長挨拶とさせて頂きま
す。ありがとうございました。
◆ 理事会報告並びに幹事報告
若海宗承幹事
第 8 回定例理事会報告（平成 31 年 2 月 5 日）
1、3 月のプログラム
が承認されました。4
月のプログラムは継
続審議中です。
2、4 月 3 日(水)に花
見夜間例会を上野精
養軒にて午後 6 時よ
り開催する事が承認
されました。
3、4 月 18 日(木)に第 2 回親睦ゴルフコンペを千葉
C.C･野田コースにて開催する事が承認されました。
4、森川周平会員と中嶋和興会員の退会が承認されま
した。
5、新会員の入会手続き開始が承認されました。
6、4 月 1 日(月)に IM 記念ゴルフコンペが紫 C.C･す
みれコースにて開催されます。
7、フィリピンにて 2 月 21 日から 24 日にかけて開催
される国際奉仕事業支援金を委員会より拠出する事
が承認されました。
2817 回例会 幹事報告
1、15 日(金)に越谷青年会議所新春賀詞交歓会がギャ
ザホールにて午後 7 時より開催されます。平田会長が
出席します。
2、来週 19 日の例会より例会場が変更となります。
FAX にてご案内しますのでご確認のほど宜しくお願
いします。
法人会青年部からお知らせです。2 月 14 日(木)に公開
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会の挨拶としてお邪魔致しました。ぜひ越谷クラブ様
の協力を頂きまして成功させたいと思っております
ので宜しくお願い致します。開催後には地区協議会の
報告にお伺いさせて頂きます。本日は宜しくお願い致
します。
◆ 退会挨拶
㈱東冠 中嶋和興様
先ずもって、約 1 年
半大変お世話になり
ありがとうございま
した。今回、ご縁があ
り福岡県久留米市の
葬儀会館と提携する
事になりました。年末
より動いている中で
活動を行ってきましたがやはりどうしても出席率が
低くなってしまいご迷惑をお掛けする事になるかと
思い、この度退会をさせて頂く事となりました。ただ
福岡に住むとゆう事ではなく越谷にいる事も多いの
で見かけて頂けましたら是非お声掛け下さい。神戸様
にお誘い頂き折角入れて頂いたご縁でございます。今
後は株式会社東冠としまして、私の後任の稲葉の方を
皆様に承認を頂きまして越谷 RC に参加させて頂き
たいと思います。今後、私は裏方となりますが、私の
後任が皆さんとコミュニケーションを取りやすい環
境を作って参りたいと思います。最後になりますが本
当に 1 年半大変お世話になりありがとうございまし
た。
◆ 「越谷警察署管内の犯罪状況」
越谷警察署刑事課課長代理 大和谷克久様
1.自己紹介
（1） 現在の職務内容
こんにちは、私は
越谷警察署刑事課課
長代理の大和谷と申
します。本日は越谷
警察署友の会副会長
でいらっしゃいます
浅見副会長からの依
頼を頂きまして、私
のような若輩者でありますが越谷 RC の皆様の前で
「越谷市内における犯罪情勢とこれまでの経験から
お伝えしたいこと」と題しまして話をさせて頂きます。
尚、私はこのような場でお話させて頂く事は初めてで
すので、大変お聞き苦しい点が多々あると思いますが
宜しくお願い致します。まず私の現在の仕事ですが、
階級は警部でして、刑事課課長代理として知能犯係、
暴力犯係、そして薬物銃器対策係の 3 つの係の責任者
◆ 挨拶
RID2770 次年度地区幹事 宮﨑敏博様
皆さんこんにちは。越谷北 RC の宮崎です。越谷 として、それぞれの係の捜査指揮や業務管理を担当し
RC の皆様には日頃より大変お世話になっておリます。 ております。又、この 3 つの係において逮捕状や捜索
今日は小林ガバナーエレクトに代わり地区研修･協議 令状、いわゆるガサ状を請求する際は請求者が私にな

講演会を行いますのでご出席宜しくお願いします。
◆ 次年度幹事報告
増元 晃副幹事
1、15 日(金)に次年度会長･幹事会が若松にて午後 6
時 30 分より開催されます。
◆ 委員会報告
◎ 出席委員会
江藤真吾委員長
例会出席のお願いという FAX をさせて頂きました
が、例会を連絡なく欠席されますと準備やお弁当が大
量に余るので困ります。例会を欠席する際は必ず前日
までに事務局にご連絡頂くようお願いします。来週か
ら例会場が変更になります。次回以降の出欠を取らせ
て頂きます。既に FAX 済みの例会出席のお願いの用
紙に出欠確認のところがありますので可能な限り記
入頂き今週金曜日までにご返信下さい。
◎ 雑誌広報委員会
吉村総一委員長
マイロータリーのウェブサイトへの登録が 50％以
上登録されていないので、登録していない方へは再度
お声かけさせて頂きます。それでも無理なら事務局が
お手伝いします。宜しくお願いします。
◎ 60周年実行委員会
石河秀夫委員長
19 日に第 4 回の委員会を行います。例会場が変更
になり、コミセンに会議室が取れないので例会終了後
にやりますので忘れずにご出席お願いします。現在は
会場選定から始め、事業全体の準備に取りかかってい
ます。いずれ最終決定は皆様にお知らせします。
◎ 国際奉仕委員会
吉野寛治委員長
21 日(木)からフィリピン･アペロクルツエレメンタ
リースクールへ国際奉仕に行きます。4 日間、実りあ
る奉仕活動をしてきます。
◎ ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会
豊田高行委員長
ロータリー財団奨学生の募集が来ています。募集書
が来ていますのでほしい方は事務局にお願いします。
◆ 米山記念奨学会感謝状授与
平田徳久会長
米山功労者マルチプル 2 回目 「髙橋和彦会員」
米山功労者
「吉村総一会員」
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りますので、私が請求書を作成して裁判所に請求に行 転車盗については 1,217 件で全体の 32％、万引きに
くというような業務を行っております。知能犯係につ ついては 462 件で全体の 12％を占めています。刑法
いては勤務員が 9 名でして、警部補である係長 2 名を 犯の 3 割を自転車盗が占めている状況ですので、皆様
筆頭に詐欺事件や横領事件の捜査を行っております。 自転車を停める際には前輪と後輪へのダブルロック
尚、3 名については本部捜査第二課に派遣となってお の実施をお願いします。
り、特殊詐欺の犯人を捕まえるべく街に溶け込んだ格
イ 知能犯罪について
好をして捜査しています。暴力犯係については、係長
知能犯罪とは主に詐欺や横領事件の捜査を行う部
2 名を筆頭に暴力団に関係する事件の捜査、暴力団排 門です。知能犯で最も旬であり皆様にも身近なのがい
除活動を行っております。薬物銃器対策係については、 わゆる振り込め詐欺です。現在では特殊詐欺と呼ばれ
係長 1 名を筆頭に覚醒剤等の薬物犯罪、拳銃等、銃器 ています。特殊詐欺については皆様の中には昔 流行
の取締りの捜査を行っております。毎日あわただしく、 った犯罪と思われている方もいるかもしれませが違
また帰りも遅くなり非常に多忙ではありますが、良き います。確かに過去にはオレオレ詐欺と言われる犯罪
上司･部下に恵まれ非常に充実した毎日を送っており がありましたが、これまでに犯人たちは幾度となく手
ます。
口を変え、現在でも毎日のように特殊詐欺の被害者が
（2） 警察官としての職歴
出ています。ニュースや新聞等でたまに報道されてお
私の警察官になってからの経歴についてお話させ
りますがニュースにならない被害は沢山あります。実
て頂きます。私は平成 16 年 4 月 1 日に埼玉県巡査を 際、越谷署管内でも毎日のように、予兆といわれる特
拝命しました。その後 6 ヶ月の警察学校での教養を受 殊詐欺の最初の騙しの電話があったり、犯人から公的
け、最初に幸手警察署に配属されました。幸手警察署 機関を名乗った騙しのハガキが届いたり、実際騙され
で 3 年間勤務した後、巡査部長に昇任し草加警察署に てしまった等の通報が絶えません。今年に入ってから
配属されました。草加警察署で 2 年間勤務した後は本 も管内では 13 件、被害額 1,563 万円の被害が把握さ
部捜査第二課に異動となりました。捜査第二課おいて れております。この被害額というのは、あくまでも現
は振り込め詐欺事件の捜査を 1 年半行いました。次に 金被害の場合の計算ですから、皆様の中にはなんだ~
警部補に昇任しまして吉川警察署に異動となりまし
そんなものかと思われた方もいるかもしれません。し
た。吉川警察署では 2 年間勤務しました。その後、前 かし被害額が全てではない事については後でお話さ
所属であります本部の刑事総務課に異動となり、そこ せて頂きます。犯人が昔と手口を変えて今もなお多数
では警察署で勤務する警察官のルールである規程を
の被害者が出ているという話をさせて頂きましたの
作ったり、各警察署を訪問して監査等を行ったりする で、現在多く発生している手口についてお話させて頂
仕事を 5 年間行いました。
そして昨年の 3 月から警部 きます。
に昇任し、現在の勤務先である越谷署の刑事課課長代
＊最近の手口として一番多いのは／越谷市役所の
理をしております。このように私はこれまで何ヵ所か 職員を名乗って電話をかけてくる。市役所の職員を名
の所属において勤務しておりますが、その経歴のほと 乗る犯人は「あなたは保険料を多く支払っているので
んどが刑事部門ばかりで、中でも知能犯という詐欺事 お金を返します。お金を返すために持っている銀行口
件や横領事件、汚職や選挙違反等を扱う部門での仕事 座の銀行名を教えて下さい。
」と言ってくる。被害者
が多くなっています。
が銀行名を犯人に教えると市役所職員との電話が終
2.越谷警察署の犯罪情勢
わり、今度は教えた銀行の職員を名乗る犯人から電話
（1） 犯罪認知件数
がかかってくる。銀行の職員を名乗る犯人は「保険料
ア 統計的なもの
を払いすぎた分について、お金を振り込むので口座番
越谷署の業務数の多さを表す資料として刑法犯認
号、キャッシュカードの暗証番号を教えて下さい。
」
知件数というものがあります。これは窃盗、傷害、詐 と言ってくる。被害者が教えると、今度は「キャッシ
欺等、法律の刑法に定められた事件の発生件数になり ュカードが古くてお金を振り込めないので、カードを
ます。平成 30 年の 1 年間における越谷警察署の刑法 新しいものに変える必要がある。新しいものは後で郵
犯認知件数については 3,750 件となっており、前年よ 送するので古いカードを回収します。丁度近くに職員
り 162 件マイナスなるも 4 年連続で県内第 1 位の発
がいるので、その者を回収に向かわせます。
」と言っ
生数となっています。第 2 位は草加警察署で 3,590
てくる。被害者はすっかり騙されているので、家を訪
件あり、当署とは 160 件の差となっております。県
れた犯人にキャッシュカードを渡してしまう。といっ
内で一番警察官が多い川口警察署でも 3,536 件とな
た流れになっています。ここで思い出して頂きたいの
っており、この数字を見ただけでも越谷警察署の取り は、この被害の流れで被害者の方がキャッシュカード
扱いの多さがわかると思います。越谷署の刑法犯認知 の暗証番号を教えてしまっているという事です。です
件数の内、割合が多いのは自転車盗と万引きです。自 から犯人は騙し取ったキャッシュカードを持って直
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ぐに近くのコンビニに向かいます。暗証番号を知って
いる犯人はお金を引き出し放題です。このようにして
被害者はせっかく貯金してきた口座から多額の現金
を引き出されてしまうのです。ここで思い出してもら
いたいのは、先ほど今年になってからの特殊詐欺の被
害額が約 1,500 万円と申し上げさせて頂いた点です。
この被害額にはキャッシュカードを騙し取られて現
金を引き出された額が含まれていません。13 件の被
害の内、9 件はキャッシュカードを騙し取られる詐欺
となっています。そして 9 件の被害でキャッシュカー
ドは合計 16 枚騙し取られています。キャッシュカー
ド 1 枚引き出されると、1 日の引き出し限度額である
50 万円が引き出されます。引き出された金額も入れ
ると、実質の被害は最低でも約 800 万円にも上ると
思われます。従って本来の被害額というのは約 2,350
万円にもなるのです。
＊次に多い特殊詐欺の手口は／何年か前から発生
している息子や孫を名乗った手口です。最近の親族騙
しの手口は電話で「オレオレ!」とはほとんど言いま
せん。まず被害者の固定電話に「太郎だけど…」等の
親族の名前をいきなり言ってきます。これは犯人側に
何らかの名簿が流出しており、それを基に電話をして
いるからと思われます。私は過去に捜査第二課にいた
際、特殊詐欺の上位グループにいる犯人の取調べを行
った事がありますが、以前から私たちの卒業アルバム
や何かに登録した会員名簿というのは、闇組織の「名
簿屋」と呼ばれる者たちに高い値段で売り買いされて
いるそうです。犯人たちはこれら名簿屋等を利用して
名簿を入手し、私たち一般市民に対し電話をかけてき
ているのです。そして犯人たちは最初の電話をかけて
被害者が騙せそうな人間かどうかを判断し、これはい
けると判断すると息子等になりすまし「会社の小切手
が入ったカバンを失くした。遺失物センターに届出て
そちらに電話が行くので対応してもらいたい」等と話
してきます。その後、遺失物センターの職員を名乗る
犯人から電話が再度かかってきて「落し物が見つかっ
ています。取りに来て下さい。
」等と言われる。再度
息子等を名乗る犯人から電話があり、カバンを受け取
ったんだけど小切手が見つからない等と言われる。
「500 万円を用意しなければならないが 100 万円だ
け貸してくれないか。明日には返す。
」等と言われる。
そうして被害者は騙されて大金を用意し受け取りに
来た代理の者を名乗る犯人に金を渡してしまうので
す。他にも自宅に法務省を名乗ってハガキを送り電話
させて金を騙し取る、携帯電話にメールをして電話を
かけさせサイト使用料の未払いがある等と現金を騙
し取る手口等、犯人の騙しのテクニックというのは多
数のものがあります。いずれの手口でも共通している
のは劇場型と言って、今すぐに金を用意しないと自分
や相手にとって不利益になってしまうと言って被害

者を強く焦らせる気持ちにさせるというテクニック、
「後で金やキャッシュカードについては戻ってくる」
という被害者が損をしないと思い込ませるテクニッ
クを巧妙に使い、パニック状態になった被害者に疑問
を持たせないように間髪いれず騙しているのです。平
成 30 年中は越谷署において特殊詐欺の現金等を受け
取りに来るいわゆる受け子を 9 名逮捕しています。驚
くべく事は捕まえた犯人の内そのほとんどが 10 代の
少年達なのです。特殊詐欺グループは最も捕まってし
まう可能性の高い受け子をアルバイト感覚で雇った
少年を使い、小遣い銭程度の報酬を与えてやらせてい
るのです。未熟で罪悪感に乏しい少年たちにこのよう
な重大な犯罪に加担させている点においても特殊詐
欺グループの悪質性が出ています。
◆ 奨学金授与
平田徳久会長
「米山記念奨学生 朱 怡睿さん」
◆ ビジター･ゲスト紹介
RID2770 次年度地区幹事 宮﨑敏博様、
オブザーバー ㈱東冠 稲葉直幸様、
米山奨学生 朱 怡睿さん、交換留学生 ロマン君
◆ スマイル報告(敬称略)
＊本日は地区研修･協議会のお願いと打合せに参りま
した。宜しくお願い致します。/RID2770 次年度地区
幹事 宮﨑敏博様
＊①一年半大変お世話になりました。後任の稲葉を宜
しくお願い申し上げます。②結婚記念日のお祝いあり
がとうございました。/中嶋和興
＊①越谷警察署 大和谷様 卓話ありがとうございま
す。これからも大和谷様にお世話にならない様に気を
付けます。
②次年度地区幹事 宮﨑様ようこそ越谷 RC
へ。4 月の地区研修･協議会宜しくお願いします。③
㈱東冠 中嶋会員ご栄転おめでとうございます。稲葉
様ご入会お待ちしております。④先週は歳のせいか？
サリンの後遺症のせいか？誕生祝いのスマイルを忘
れてしまいました。木村委員長すみません！/平田徳
久会長
＊①越谷警察署 大和谷様 本日は卓話ありがとうご
ざいました。②中嶋さんご栄転おめでとうございます。
退会は残念ですが益々のご活躍を祈念致します。また
稲葉様ご入会お待ちしております。③中島さん･神戸
さん･須賀さん･江原さん･豊田さん いつもご馳走に
なりありがとうございます。一晩で二升も飲みほす元
気にビックリしました。しかもロックで…。/若海宗
承幹事
＊毎日 北風の寒い日が続きますが、くれぐれも身体
に注意してがんばりましょう。/坂巻幸次
＊①越谷警察署 大和谷様お忙しい中 本日は越谷 RC
での卓話ありがとうございます。②次年度地区幹事
宮﨑さんようこそ越谷 RC へ。小林ガバナーエレクト
出席予定でしたが時間が取れたら出席お願いします。
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/井橋吉一
＊本日 早退致します。犯罪者を守りに行くわけでは
＊お誕生日祝をありがとうございます。一日一日を大 ありません。/横家 豪
切に元気に過ごしていきます。/鈴木幹夫
＊愈々 来週 21 日から 9 名でフィリピンに国際奉仕
＊①越谷警察署 大和谷様 本日は卓話ありがとうご に行ってきます。私は息子と一緒に 19 日から準備の
ざいました。今後も安心･安全のためにご活躍下さい。 ため先に行きます。皆さんで楽しい旅にしましょう。
②宮﨑次年度地区幹事 本日はご苦労様です。③中嶋 /永島信之
様ご苦労様でした。福岡県久留米市に行ってもご活躍 ＊①越谷警察署 大和谷様 貴重なお話ありがとうご
下さい。/中島美三郎
ざいました。②中嶋様お世話になりましてありがとう
＊兵庫県･城崎温泉に連休を利用して行って参りまし ございました。稲葉様宜しくお願い致します。/瀧田
た。今年は雪が全然降らなくて冬の感じがしないと言 貴夫
っていました。私は松葉ガニを沢山食べて満足でした。 ＊越谷警察署 大和谷様 卓話誠にありがとうござい
/山田二三夫
ました。私も越谷のために防犯に努めます！そして本
＊①越谷警察署 大和谷様 本日は興味深い卓話あり 日は感謝状を頂きありがとうございました。美三郎委
がとうございました。また日々 越谷市民のためにご 員長のもと尚一層頑張りたいと思います。/髙橋和彦
活躍頂きありがとうございます。/須賀定吉
＊例会に出席しましょう~！/江藤真吾
＊越谷警察署 大和谷様 本日は卓話ありがとうござ ＊先日 我が家の近所でキャッシュカード詐欺があり
います。今後共 越谷の犯罪撲滅をお願いします。/ ました。皆さんも気を付けて下さい。越谷警察署 大
江原武男
和谷様 本日は貴重な情報提供ありがとうございまし
＊①越谷警察署 大和谷様 本日は楽しい卓話ありが た。/大野保司
とうございました。②宮﨑次年度地区幹事ようこそ越 ＊大変申し訳ありません。本日、早退させて頂きます。
谷 RC へ。地区の事業頑張って下さい！/澤田裕二
/井橋英蔵
＊越谷警察署 大和谷様 卓話ありがとうございます。 ＊先週欠席であった為 先程 35 回目の結婚記念日が
/坂巻邦夫
今月である事をリマインド頂きました。ロータリーの
＊①越谷警察署 大和谷様 本日は貴重なお話ありが お蔭様で円滑な夫婦で居られます。/中川 訓
とうございました。②次年度地区幹事 宮﨑様ようこ ＊中嶋様 大変お世話になりました。ありがとうござ
そ越谷 RC へ。ご指導のほど宜しくお願い致します。 いました。/千阪弘敬
/森 仁三
本日 45 件 59,000 円
累計 1,412,500 円
＊2 月 5 日 結婚祝いのスマイル私も忘れていました。
/鮫島弘武
◆ 出席報告
＊越谷警察署 大和谷様 本日は大変貴重な卓話あり 本日出席率 68.89 ％ 会員数 95 名
がとうございます。今後共 市内の安心･安全のため頑 出席者数 62 名 出席免除者数 19 名
張って下さい。/浅見冨司雄
＊①RID2770 次年度地区幹事 宮﨑様ようこそ越谷
RC へ。益々お忙しくなるでしょうが身体を壊さず頑
張って下さい。中嶋会員 短い間でしたがありがとう
ございました。新天地でもご活躍下さい！②本日 松
田会員よりﾛｰﾀﾘｰ財団にナント大きく 1,000 ドルご寄
付頂きました。ありがとうございました。/豊田高行
＊次年度地区幹事 宮﨑様ようこそ越谷 RC へ。色々
とお世話になりますが宜しくお願いします。/増元
晃
＊①知能犯…、W 幹事…？一人言です。②本日スマ
イル委員会メンバー全員が初めて揃いました。嬉しい
のでスマイルさせて頂きます。③今日はとてもスマイ
ルの集まりが良くて嬉しいです。皆さん本当にありが
とうございます。/木村淳一
＊揃わない原因が僕です。すみません…。/稲村敏伸
＊㈱東冠 中嶋さん寂しいですが越谷に戻った時は連
絡下さい。稲葉さんこれからも宜しくお願いします。
/中島雅樹
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