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愛媛県大洲警察署協議会会議録 

 

（平成29年度第３回） 

日
時 

平成30年１月31日（水曜日）午後３時00分～午後５時15分 

出
席
者 

１ 警察署協議会側 

会長以下６人 

２ 警察署側 

署長以下11人 

議
事
概
要 

１ 会長挨拶 

皆様には大変お忙しい中、警察署協議会にご出席いただき誠にありがとう

ございます。平成 29 年度第３回目の協議会開催にあたり、一言ご挨拶を申

し上げます。 

昨年を振り返りますと、幸いなことに大洲署管内では、大きな事件や災害

等もなく、比較的平穏な年であったのではないかという印象であります。地

域の治安維持にあたる大洲警察署の方々には、住民を代表いたしまして感謝

申し上げる次第であります。 

えひめ国体関連の警衛警備につきましては、挙署一体となった諸活動の推

進により、無事完遂されたものと感じております。一方、交通死亡事故につ

きましては、残念ながら県警の目標であるアンダー50 を達成することは叶

いませんでした。 

大洲署管内でも死亡事故が多発するなど、極めて厳しい状況にありました

が、改めて署員の皆様の今後の更なる取組みを期待するものであります。 

  本日は本年の大洲警察署の運営目標について諮問が予定されているよう

でありますが、委員の皆さんから積極的な意見・提言をいただき、地元警察

署の運営に反映されることを希望いたします。 

  先般、機動隊グラウンドで行われた警察観閲式、また、大洲警察署が受監

しました平成 29 年度総合監察に出席させていただきましたが、どちらも制

服警察官の気迫に満ちた姿に感激いたしました。 

これからも、地域の安全・安心のために署員が職務を邁進し、また、関係

機関と連携を密にして、それぞれの各種施策に取り組んでいただきますよう

お願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。本日もよろしくお

願いいたします。 

 

２ 署長挨拶 

本日はお寒い中、また何かとご多用中のところ、本協議会に出席いただき

ましてありがとうございます。本年もよろしくお願い致します。 

今回は平成 29年度第３回の協議会ではありますが、平成 30年の年頭の協

議会でもありますので、昨年一年を振り返ってのご報告も併せてさせていた

だく予定としております。 

さて、県警では例年、年末に各署の業績評価が行われ、年頭の署長会議の

席で優秀な成績を収めた警察署１署が表彰されておりますが、平成 29 年の

総合成績優秀署として当署が受賞致しました。 
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前回の協議会で、私は「職員の働きやすい職場づくり」に向けて努力した

い旨を申し上げました。署員にとって働きやすい職場であれば活力が生ま

れ、その結果として成果が必ず付いてくる。そして、ひいてはそれが必ず地

域住民のためになるとも言ったと思います。 

我々は、表彰のために仕事をしているわけではありませんが、特に総合成

績優秀というのは所属として最高の評価であり、今回の受賞は、各課が持て

る力を如何なく発揮した結果であり、また、当署の士気の高さを示す裏付け

でもあります。 

今回の結果を踏まえ、委員の皆様をはじめ、地域の方々には安心して頂け

ればと思います。 

ところで、今回の第３回協議会は、昨年９月から 12 月までの４ヶ月間の

振り返りと、来期（今年１月から４月まで）の業務計画についてのご紹介・

ご説明となります。 

後ほど各課長から説明がありますが、期間中を振り返りますと、まず「え

ひめ国体・えひめ大会に伴う警衛・警備」がありました。 

とりわけ、管内では皇族のお成りが３件あり、それぞれ無事に署としての

任務を完遂することができました。 

また、突然の衆議院解散に伴い、挙署体制での選挙違反取締りも実施して

おります。 

  さらに、これら本来業務を進める一方で、個々職員の気力・体力を養うた

め、若手中心に柔道や剣道等の術科訓練も徹底して行いました。 

  その結果、県大会では、当署が剣道の部で団体優勝、柔道の部で準優勝と、

いずれも好成績を挙げる結果となりました。 

  先ほど、逮捕術訓練も視察していただきましたが、明後日開催されます県

大会でも必ずや良い成績を収めてくれるのではないかと大きく期待してい

るところであります。 

  最後になりますが、今回の協議会での諮問は、大洲署の平成 30 年の「運

営目標」についてであります。 

詳細は後ほど申し上げますが、当署では昨年中の管内の問題点等を振り返

りつつ、今年の目標として３つの柱を掲げました。 

委員の皆様には、是非とも忌憚のない御意見や御要望をお聞かせ願えたら

と思います。 

以上、簡単ではございますが、私の挨拶とさせて頂きます。本日もよろし

くお願い致します。 

 

３ 業務結果報告（平成29年９月～12月） 

 

４ 業務推進計画（平成30年１月～４月） 

 

５ 業務報告に対する意見、質疑応答 
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意見、質疑 応答 

えひめ国体、えひめ大会について

は、厳しい警備体制で臨まれた式典や

各地でのお成りの様子に、従事された

警察の方々のご苦労を垣間見ました。

大変お疲れさまでした。 

毅然とした態度で職務にあたる警

察官の姿に、地域住民も頼もしく感じ

たと思います。 

振込め詐欺の発生についてですが、

各種会合などで振り込め詐欺につい

て説明を受けていても、いざ自分の身

に起こると正常な判断ができないも

のだと感じました。 

今回各課から業務報告を受け、多岐

にわたる警察業務が地域住民の安全

安心のためのものであること、また、

我々も警察が行っている各種施策や

取組を理解することが大切であると

感じました。 

（特殊詐欺については、次項に関連

内容を記載。） 

架空請求詐欺の傾向として、被害に

遭う方は高齢者が多いなどの特徴は

ありますか。 

また、振込みや電子カードの購入

時、銀行員やコンビニ店員からの声掛

けで、詐欺を未然に防げた事例もある

中、声掛けをするも被害者から詐欺を

否定され、それ以上の追及ができず被

害に遭ってしまう事もあると思いま

す。 

このような事案への水際対策とし

て、現在実施している施策はあります

か。 

 

平成29年大洲署管内における特殊

詐欺の被害件数は12件（県下で３番

目）で、うち65才以上の高齢者が被

害者となったのは３件。被害総額は

約３千200万円（県下で５番目）とな

っており、ゆうパック等を利用した

送付型の詐欺で高齢者が高額被害に

遭った事案が２件、還付金詐欺が１

件、それ以外はサイトの未納料金を

請求されるなどの被害となっていま

す。 

高齢者が狙われやすい振込め詐欺

では、被害金が高額になる傾向でし

たが、現在は手法が変わり、支払方

法も多様化、金額は20～30万の方が

多く、年齢や性別を問わず被害に遭

われています。 
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意見、質疑 応答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策としては、銀行やコンビニ店、

ＡＴＭ設置施設の管理者指導を徹底

し、ポスターやチラシの掲示を呼び

掛けているほか、被害者へ声掛けの

際に、警察への通報をお願いしてい

ます。 

また、管内にあるコンビニ26店舗

に担当警察官を指定し、定期的な立

寄り指導により協力体制を確立した

結果、水際で詐欺を阻止できた事例

もあります。 

高齢運転者のアクセル踏み間違い

による重大事故が発生しています。 

政府が推奨していることもあり、車

種によっては完全に安全ブレーキが

搭載されているものも出ております。 

また、本年１月より保険会社に安全

ブレーキ割引が設定されました。 

対象車においては購入から３年間

は割引が適用され、その後事故の少な

い車種と認定されれば保険料が下が

ります。 

高齢運転者の保険料は上がる一方

ですが、安全ブレーキを搭載すること

により、事故を防ぐだけでなく保険料

を抑えることもできるメリットがあ

ります。 

なお、保険会社によってはドライブ

レコーダの設置特約を付加すること

で、事故状況を保険会社がすぐに確認

できるものもあります。 

運転免許証返納事業について、特典

を受ける際に提示する書類がいくつ

かあるようですが、返納者の利用が多

いものはどれでしょうか。 

また、自主返納を促進する啓発用の

ポスターやチラシの作成、事業所への

配布についてご検討願います。 

 

提示書類は、運転経歴証明書が多

いと思います。 

経歴証明書は発行の際に申請手数

料が必要ですが、大洲・内子の交通

安全協会員には500円の補助、証明写

真のサービス特典がついているの

で、管内で返納される約９割の方が

こちらを取得されています。 

様々な事情で提示書類がない方で

も、免許証の返納が分かる書類があ

れば特典を受けられるような体制作

りに努めています。 

啓発ポスターやチラシ、冊子につ

いては、警察署窓口や交番にも設置

しておりますが、協力いただく事業

所へも配布できるようにしていきま

す。 
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意見、質疑 応答 

施設での不審者対応訓練について、

記者として取材する機会があります

が、不審者役をしている警察官の迫真

の演技にいつも驚かされます。 

実際に対応しなければならなくな

ったときに、どのように対応すべきか

を考えさせられる実戦的な訓練だと

思います。 

今後も継続してほしいです。 

ありがとうございます。 

実戦的訓練は非常に大切で効果も

あると思います。 

引き続き取り組んで参ります。 

 

免許更新について、住所地を管轄す

る警察署でしか更新手続きはできな

いのでしょうか。 

更新手続きは住所地を管轄する警

察署以外でも可能です。 

警察署で即日交付を受けることが

できるのは優良講習者のみです。 

ご不明点があれば免許センター、

または最寄りの警察署へお問い合わ

せください。 

昨年12月に行われた愛媛県警察署

協議会代表者連絡会議で、若手警察官

の育成について話を伺いました。課題

は多いと思いますが、各種指導、教養

を通した次世代を担う警察官の育成

と今後の活躍に期待します。 

夕暮れ時やトンネル内で無灯火の

車両が散見され、危険を感じることが

あります。常時ライトを点灯すること

で、歩行者へ車の存在を示すこともで

き、事故防止に繋がるのではないでし

ょうか。慣例化できるよう、推進して

いただきたいと思います。 

特殊詐欺については、仮想通貨に関

連する詐欺が増えていると聞きまし

た。県下でも発生するのではと危惧し

ております。 

行方不明者の捜索は、発生から時間

早が経つほど捜索が難航します。 

早期通報が早期発見に繋がること

を各種会合等で呼掛け、周知をお願い

いたします。 

常時点灯については、ご意見を主

管課と検討し、広報活動に役立てて

いきたいと思います。 

行方不明者の捜索につきまして

は、広報等を含め、今後も各自治体

と連携してまいります。 
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６ 諮問及び答申 

 

７ その他 

平成30年度第１回大洲警察署協議会は、平成30年５月30日（水）に決定。 

諮問 答申 

「平成30年大洲警察署運営目標」につ

いて 

管内情勢を踏まえた運営目標にな

っていると思います。 

安全・安心に向けた、挙署体制で

の各種施策、取組に期待します。 

 


