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・本日はよろしくお願い致します。

・郡上警察署長

日は宜しくお願い致します。

・郡上警察署長

す。                  

・郡上警察署長

様です。                

・結婚記念日・夫人誕生日のお祝をありが

す。                 

・郡上警察署長

ます。歓迎致します。また、後ほどの卓話、よろしく

お願い申し上げます。

  羽田野優男・林

  河合 修・川井昭司・小板慶一・國田大雄
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中学校野球大会の収支報告書 
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第 1木曜日 

羽田野優男実行委員長) 

 

 

 



致します。 

11 月も相変わらず行事が続いておりますが、皆様方

のご理解・ご協力を頂きながら進めているところです。

まず、青少年奉仕では、郡上八幡ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ旗争奪郡上

市中学校軟式野球大会が今年も実施されました。週末ご

との雨天のため、開催日が変更となりましたが、11 月 5

日(日)と 11 日(土)に行われ、酒井委員長には開会式、

國田会員と私は閉会式に出席致しました。また、9日の

郡上長良川 RC との合同例会にも多数の会員にご出席頂

き、親睦を深めて頂きました。12 日の東海北陸道グル

ープ IM、13 日のグループゴルフ大会と続きましたが、

皆さんお忙しい中ご参加頂き、本当にありがとうござい

ました。今月 26 日には、郡上市少年柔道大会が実施さ

れますので、酒井委員長には開会式にご出席をお願いし

ます。当クラブは、このように青少年のいろいろなスポ

ーツの大会を支援していますが、大事なことは勝ち負け

ではなく、日頃の練習の成果を充分に発揮できたか、仲

間と力を合わせて最後まで頑張ることができたかだと

思います。今後とも、このような次世代を担う青少年を

私たちは応援していきたいと思います。 

 

外 来 卓 話 郡上警察署長 中丸公之様 

 郡上警察署長の中丸で

す。本日は、郡上八幡ロ

ータリークラブの例会に

お招きにあずかり、皆様

方の前でお話をさせてい

ただく機会を授かりまし

たことを大変光栄に存じ

ます。 

 まずは、皆様方にお礼を申し上げたいと思います。先

月の 12 日、皆様大変お忙しい中お集まりいただき、ロ

ータリークラブの奉仕活動ということで、郡上警察署の

生垣をきれいにしていただきました。おかげさまで、署

の外周がすっきりして見通しも良くなり、近所の人から

も「きれいになりましたねぇ」と声をかけられました。

本当にありがとうございました。本来ならば、作業終了

後に皆様方にお礼を申し上げるべきだったのですが、そ

れができず申し訳ありませんでした。 

また、皆様方には、平素それぞれのお立場から警察行

政各般に亘り、深いご理解とご協力を賜っておりますこ

と、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。せっか

くの機会ですので、最近思っていることなどについて少

し話をさせていただきます。 

私は来年 1月に還暦を迎えます。ご承知の通り警察官

にも定年があります。還暦を迎えるということは、還暦

イコール定年退職を意味しております。ですから私の警

察署長としての賞味期限(任期)は、来年の 3月末までと

いうことになります。今年の 3月 27 日に縁あって郡上

警察署に赴任し、同時に郡上市民となりました。郡上市

民となり「あっ」という間に８か月が過ぎようとしてい

ます。赴任当初、「安全・安心の郡上市のため、自分が

できることに精一杯取り組みたい。」と意気込みを語り

ました。一見平穏に見える郡上の地でも、様々な事件や

事故、色々な相談事があります。その一つひとつに、地

域の治安を託された警察署長として、真摯に向き合い精

一杯取り組んできただろうか。市民の皆さんに納得いた

だけるような対応ができただろうかと反省する日々で

あります。 

また、私は赴任してから晴れた日の朝は、八幡の街中

をウォーキングしています。何事も飽きっぽい性格の私

にしては、珍しく続いております。ウォーキングを始め

た当初、住民の方々が見ず知らずの私に対して、挨拶を

してくれるのに驚きました。今ではこちらから挨拶をす

るなど、顔見知りの方も増えてきました。横断歩道での

高校生の律義な挨拶には、いつ見ても感動を覚えます。

以前からこの地に住んでいる方にとっては、当たり前の

光景かもしれませんが、我々新参者にとっては非常に新

鮮なことであり、「挨拶文化」というものが延々と続い

ているこの郡上に「赴任できて良かったなぁ」としみじ

み思っています。朝の出会いを楽しむことができるから

こそ、私でもウォーキングを継続することができるのだ

と思っています。おかげさまで体重も 4～5キロ減量す

ることができ、健康を維持しております。住民の皆さん

のおかげです。ありがたいことです。皆さんにはこれか

らも、それぞれのお仕事やこのロータリークラブの活動

などを通じて、「郡上八幡のあるべき良き姿」というも

のを、もっともっと若者たちに継承していただけたらい

いなぁと思っております。私も残された任期を精一杯勤

め上げさせていただく所存ですので、よろしくお願いし

ます。 

それでは本題であります「郡上署管内の犯罪情勢」に

ついてお話したいと思います。 

まずは、交通事故の発生状況についてです。県内にお

いては、現在のところ昨年の同時期と比べ、人身事故件

数、死者数、負傷者数のいずれも減少しております。郡

上署管内においても、人身事故件数、死者数、負傷者数

は減少しておりますが、怪我のないいわゆる物損交通事

故は増加している状況にあります。10 月末現在の暫定

値ではありますが、人身事故が 55 件でマイナス 21 件、

負傷者は 95 人で前年より 10 人減っていますが、2名の

方が亡くなられております。また、物損交通事故は 1162

件発生しており、前年と比べ 58 件も増加していること

から、全体としてみれば交通事故は増加しているのが現

状であります。10 月末までに人身事故と物損事故を合

わせた交通事故が 1217 件も発生していますので、1日

当たり約 4件の交通事故が郡上市内のどこかで発生し

ていることになり、大変厳しい状況になっております。 

交通事故の特徴を見てみますと、 

○国道 156 号線での事故が多い。 

○人身事故は、正面衝突や追突事故が多い。 

○物損事故は、単独による事故が非常に多い。 

○14 時から 18 時の時間帯に事故が多い。 

○冬期における事故が多い。 

といったことが挙げられます。この他に 

○観光客等、市外居住者の事故が目立つ。 

○土日、祝日の事故が多い。 

といったことも挙げられます。 



 こうした情勢を踏まえ、郡上警察署としましては、交

通監視活動や幹線道路での交通指導取締りのほか、高齢

者や子供に対する交通安全教育や道路環境の整備など、

関係機関・団体と連携して、交通事故抑止に向けた諸活

動を進めております。これからの時期、道路の凍結や積

雪によるスリップ事故の多発が懸念されます。皆様方に

あっては、毎年のことと雪道を侮ることなく、慎重な運

転に心がけていただきたいと思います。 

 次に犯罪の発生状況について説明します。 

 県内における刑法犯認知件数は、年々減少傾向にあり

ます。そんな中で郡上警察署管内では、前年と比べ増え

ているのが実情であります。10 月末現在における管内

の刑法犯認知件数は 167 件と前年と比べ 16 件増えてお

ります。この 167 件のうち 132 件が窃盗犯で全体の約

80％を占めており、窃盗犯の中でも、冬季におけるスキ

ー場でのスノーボードの盗難が 26 件発生しており、窃

盗犯全体の約 20％を占めております。また、例年多発

していた鮎釣り客を狙った車上ねらいは減少しました

が、出店荒らしや倉庫から工具等を盗むといった事案、

大型重機が盗まれる事案も発生しております。そして、

10月17日にはコンビニ強盗(未遂)事件も発生しました。

9月中旬の台風の夜、国道 156 号線沿いの店舗で、連続

5件の出店荒らしの被害が発生しましたが、手口等から

犯人の目星をつけていたところ、その後、福井県内にお

いて現行犯逮捕されております。この他に、7月に発生

した重機(バックフォー)盗難や倉庫から工具等を盗ん

だ事案についても、他署との合同捜査により検挙してお

ります。しかしながら、10 月 17 日白鳥町中津屋地内で

発生したコンビニ強盗事件については、未だ犯人の逮捕

に至っておりません。現在捜査中であります。些細なこ

とでも構いませんので、手掛かりになるような情報があ

れば、郡上警察署までご一報をお願いいたします。 

 続いて、特殊詐欺の発生状況について説明します。昨

年の県内における特殊詐欺の認知件数は 211 件、金額に

して総額約 4 億 2200 万円の被害を認知しております。

郡上警察署管内では 3件、約 65 万円の被害がありまし

た。今年、当署で認知した被害としては、「架空請求」

という手口で1件99万円の被害を認知しておりますが、

現時点で被害届は受理しておりませんが、郡上市内に住

む方が「架空請求」の中でも「収納代行」という手口で

1100 万円を騙し取られたという事案も発生しています。

この「収納代行」という手口は、犯人側がインターネッ

トを利用してアマゾンポイントの購入を申し込んでお

き、その際に発行される「受付番号」を被害者に伝えて、

指定したコンビニ窓口で決済をさせるというものです。

「収納代行」は、1日につきコンビニ 1店舗で 60 万円

分までの決済が可能な手続きを悪用した手口でありま

す。特殊詐欺については、今年前半は「電子マネー」を

悪用した手口が多かったようですが、今は「収納代行」

にシフトしつつあるのが現状であります。郡上警察署で

は、特殊詐欺と思われる情報を入手した際には、速やか

に市の広報無線を依頼しておりますし、ツイッターや各

種会議等において手口等を紹介して、被害防止を図って

いるところであります。皆様方におかれましても、会社

や家庭内において注意喚起を図っていただくようお願

いします。 

 これらの事件事故の他にも、今年は石徹白方面や大日

岳等での山岳遭難事故が 4 件発生し、1名の方が亡くな

られております。また、長良川での鮎釣り中の水難事故

も 4件発生し、1名の方が亡くなられております。 

 これまでお話してきましたとおり、郡上警察署管内に

おきましては、交通事故や犯罪の発生状況は増加傾向に

あります。発生増加の要因については、様々なことが考

えられ、今後とも犯罪抑止に向けた取組みを進めてまい

りますが、その取組みにつきましては、郡上警察署のみ

によってできるものでないことは、言うまでもございま

せん。そのため、郡上警察署としましては、地域の皆様

や関係機関・団体との連携の下、引き続き「安全で安心

な郡上市づくり」に取組んで行きたいと考えております

が、その対策の一手となるよう、郡上警察署独自の情報

発信ツールとして、「ツイッター」を開始しました。こ

れまでは、県警や郡上警察署が皆様方に対して各種情報

を提供する際は、 

○新聞、テレビ局等の報道機関への発表 

○県警のホームページ 

○県警の安全・安心メール 

○「岐阜の安全」や「郡上の安全」等のパンフレット 

○交番や駐在所が発行するミニ広報誌 

を活用して、防犯対策や交通安全対策等に役立ててきま

したが、今回、これらに加えて、 

○郡上警察署で管理・運用するツイッター 

を開設することで、情報提供のスピードを少しでも速く、

タイミングよく情報発信しようとするものであります。

参考ですが、これまでに情報提供した内容としましては、 

○強盗事件発生時における発生速報 

○特殊詐欺のあたり電話を認知した際の注意喚起 

等の再発防止情報の他、 

○中学生等が実施した地域安全活動の状況 

○夕暮れ時における交通事故防止をお知らせする交通

安全情報 

○郡上警察署が実施するキャンペーン 

等を情報発信しております。 

 今後も、「郡上警察署公式ツイッター」を活用して、

特に郡上の皆さんのためになるような情報を発信して

いきたいと考えております。ツイッター開始以来、多く

の人にフォローしていただくとともに、発信した情報を

リツイート(受信した情報をさらに別の人に伝えるこ

と)していただいております。郡上警察署から発信する

情報が、少しでも皆様方の安全につながればと願い発信

してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、郡上警察署管内の犯罪情勢等について説明をさ

せていただきましたが、これからも署員一同、「安全で

安心な郡上市づくり」のために邁進して参りたいと考え

ておりますので、これまで以上に、皆様方のご理解とご

協力をいただければ幸いでございます。 

 結びに、郡上八幡ロータリークラブの益々のご繁栄と、

本日ご出席の皆様方のご多幸とご健勝を祈念申し上げ、

私の卓話とさせていただきます。 


