
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

クラブキャッチコピー：島のリズムで伝える平和と奉仕のくくる（心） 

石垣方言：カスニー  和名：オキナワウラジロガシ 

葉の裏が白っぽい事からウラジロガシと言います。固い木材は琉球建築などにも古くから使用される一級建

築材です。日本最大のドングリがなるとしても有名ですが、実は苦く、美味しくはないそうです。前回ご紹介した

イタジイ同様、イノシシは食べる実だそうですが、太る要素はなく、さらにイノシシ自体が苦くなってしまうそうで、

この実がなる時期のイノシシは時期外れとも言われているそうです。 
 

 

 

2020 年（令和 2 年）10 月 21 日（水）第 11 回例会（通算 2885 回） 

 シリーズ：森の名人・戸眞伊さんと森の木   

  

例会日 水曜日 12：30～13：30                TEL/FAX（0980）83－2917 
例会場 アートホテル石垣島（0980）83－3311       URL http://ishigaki-rotary.jimdo.com 
事務局 〒907-0013 石垣市浜崎町 1-1-4        E-mail ishirotary@ninus.ocn.ne.jp 

会長：森田 安高  副会長：黒島 剛  幹事：東上里 広和  副幹事：吉田 貴紀 

国際ロータリー第２５８０地区 

 10 月 14 日（水）例 会 報 告  

≪司会進行：大本 綾子≫ 

ロータリーソング：手に手つないで   四つのテスト 

ソングリーダー ：遠藤 正夫 

ゲ  ス  ト ：八重山警察署長 江田一也様 

交通課長 堀之内直記様・警務係 大城研様 

組織犯罪対策課長 新城玄太様 

メー ク ア ッ プ：我那覇 宗善 小林 昌道  

会  員  総  数 47 名 

出 席 義 務 会 員      46 名 

出    席    数 25 名 

欠 席 数   21 名 

出 席 率   54.34％ 

通 算 出 席 率 （9 月） 63.04％ 

 

地区ガバナー：野生司 義光氏 

2020-21 年度 RI テーマ 

RI 会長：ホルガー・クナーク 

★10 月のプログラム 10/21（水）ゲスト卓話：新城剛様（石垣市消防本部司令長） 10/28（水）ゲスト卓話：石垣博一様（石垣税務署 署長） 

創立年月日：1962 年 3 月 12 日  

今年度創立 60 周年 

2020-21 年度 ◆クラブテーマ◆【 心 機 一 転 】 

今月のロータリーレート 1$￥105 

四つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

1.真実かどうか 

2.みんなに公平か 

3.好意と友情を深めるか 

4.みんなの為になるかどうか 

✩地区年次目標✩ 

「会員増強」 

「公共イメージの向上」 

「ロータリーデーの開催」 



 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。今日は、私の右腕である幹事がどうして

も外せない出張があるということで、では副幹事にと話した

ら副幹事もいないということで変な感じの日（笑）だなという

ことになりました。私、出張で朝一番に那覇から戻ってきて、

全然スケジュールを見ていませんでしたので、大田さんが

進行すると聞いていましたので、大田さんにラインするので

すが返事も来ないし、焦って 11 時 45 分ぐらいに来て段取

りをしようと思っていたら仁開先輩はすでに先に来ていまし

た。安里ガバナー補佐も那覇からわざわざ石垣の例会に

来て頂いてありがとうございます。今日は、江田署長の講話

ということで、今日初めてお顔を拝見させて頂きましたけれ

ども、署長の同期といいますか糸満の署長をしています宮

良まさひろという方は私の同級生ですけど、私が小さい時

に喜舎場という大地主がいましてその喜舎場の長屋、一戸

の茅葺きに三世帯が入っていました。私は真ん中に居て左

端に宮良という世帯がいてそちらの長男坊が宮良まさひろ

です。今、署長をしていて彼とは同級生です。彼は小学校

三年に上がる時には那覇の方へ転校して行きました。私は

剣道をしていましたので中学校の時に大会会場でばったり

合ってお互い指さして久しぶりに合い話した事がありました。

彼から署長になったという電話があった時に、江田署長の

話になり、優秀で自分の親友が石垣に行くのでよろしくとお

っしゃっていましたので、今日お会い出来まして本当に嬉

しく思います。今日の卓話を本当に楽しみにしておりました。

今後ともどうかよろしくお願いいたします。 

 

今日は、急な呼びかけにも関わらず受入れて頂きましてあ

りがとうございました。いよいよ来月からガバナー公式訪問

が石垣 RC の訪問を皮切りにスタートさせて頂きます。その

為、準備状況の確認等をさせて頂きたいと思ってきました

が、一つだけ皆さんにお伝えさせていただきたいと思いま

す。100 年前の 10 月にロータリークラブの灯がともりました。

100 年前の 10/20 に東京 RC の設立総会開かれまして、

当時のチャーターメンバーは 24 名だったそうです。それか

らあと一週間でこの RC が日本で 100 周年を迎えます。ぜ

ひこういった大きな節目の年でございますので、石垣 RC

の皆さんも何故ロータリーが誕生して 100 年の長きに渡っ

て続いてきたのかというのを考えて頂くのと同時に、これか

ら先も我々がロータリアンでいる為にはどういった事が求め

られるか、我々はどういったロータリアンになりたいのかとい

う事を考えて頂けたらなと思います。100 年前に米山梅吉

さんがロータリーを立ち上げられて、そしてその米山梅吉さ

んが亡くなられたあとに功績を称えて、東京 RC が海外の

子供達を日本に招いて勉学をさせよう支援をさせようという

事で、米山奨学生制度というのが出来ました。この後、会長

幹事と打ち合わせをさせて頂きながら、ガバナー公式訪問

が皆さんにとって実りのある時間になれるように私もご支援

させていただきたいと思います。本日は、お話しをさせて頂

く時間を頂きましてありがとうございました。 

 

 

 

皆様、こんにちは。本日は八重山署管内のお話しをさせて

いただきたいと思います。なかなか聞き慣れない言葉もあり

ますし、また内容が楽しい話ではありませんがいろいろ参

考になればと思います。では、早速「八重山警察署管内概

況」のお話しをさせて頂きます。まず署の組織図について

ご説明いたします。私の下に副署長、その下に警務課、会

計課、生活安全課等の 8 課があります。また、地域課の出

先として空港警備派出所が 1 カ所、交番が市内に 2 カ所、

そして離島を含めて駐在所が 10 カ所とこのような体制で勤

務しております。それでは、当署管内の治安情勢等につい

て説明致します。最初に刑法犯の認知状況についてです

が、まず刑法犯の区分についてご説明いたしますと、凶悪

犯というのは、殺人や強盗、放火など凶悪な犯罪の事をい

います。粗暴犯は、暴行や傷害等の凶悪犯罪を除いた犯

罪です。窃盗犯は文字通りの窃盗犯罪のことを言います。

知能犯は詐欺や横領、風俗犯はわいせつな犯罪の他に賭

博とかの犯罪があります。その他の刑法犯には、今ご説明

しました五つの罪中に当てはまらない公務執行妨害とかが

あります。令和元年中の全刑法犯認知件数が前年と比較

して 25 件減少し、全体的には減少傾向にありますが、粗暴

犯、知能犯そして風俗犯についてはそれぞれ増加している

状況です。今年に入りまして、8 月末現在の暫定値ではあ

りますが、認知件数については158件、昨年の同期に比べ

て 43 件減少しております。今年は、新型コロナウイルス感

染症の影響もありまして、犯罪の認知件数は減少しており 

 

 10 月 14 日水）第 10 回（通算 2884 回）例会記録 ゲスト卓話：江田一也様  

◆ 会 長 挨 拶：森 田 安 高 ◆ 

◆テーマ◆八重山警察署管内概況について 

◆ゲスト卓話◆江田 一也 様 

（八重山警察署長） 

◆安里 政晃ガバナー補佐挨拶◆ 



ますが、今後、生活が元に戻るにつれてまた増えるのでは

ないかということを懸念しております。次に美崎町浄化対策

及び適正飲酒推進活動について御説明いたします。皆様

ご承知の通り、近年美崎町では環境が悪化していることか

ら、昨年から美崎町環境強化総合対策に取り組んでいま

す。主な取組といたしましては、合同パトロール等を行った

り、キャッチの検挙や駐車違反の検挙等を行っています。

コロナの関係でこれまでやっていた取組には行えないよう

な状況になりますが、今後の推移をみまして対策を講じて

いきたいと思っております。続いて、適正飲酒推進活動と

いうのは、いわゆる多量飲酒による様々な問題を改善し、

適正適量の飲酒を推奨する活動のことで、県内の各機関

が連携して取り組んでいるものであります。多量飲酒は沖

縄県の大きな問題となっており、治安面においても様々な

悪影響を与えています。例えばDV事案ですとDV当事者

の約 67％は飲酒がらみによるものであります。また飲酒が

らみの人身事故の発生件数につきましても、平成 2 年から

27 年間で県内全体ですけれども連続してワースト 1 位で

す。平成 29 年度と 30 年度にはワーストから脱却したんで

すが、また再びワーストということで全国一悪いという状況

になっています。飲酒運転で検挙される件数の実質、検挙

数が他より飛び抜けて多く、大都市の東京都に比べても多

い件数となっています。また少年の問題としましても、飲酒

補導の人員の構成比が全国の約 2.6倍、少年の飲酒運転

の検挙も多いという結果としてあります。次に適正飲酒優良

事業者認定制度は、ちゅらさん運動の一環として取り組ん

でおります適正飲酒事業について自主的且つ積極的に実

施している事業者等を、適正飲酒推進優良事業者として認

定し、事業者等における自主的な適正飲酒の推進をはかり、

飲酒にからむ事件、事故のない地域社会を実現することを

目的としているものであります。今後この優良事業者認定

制度を八重山地区に広めていきたいと考えておりますので、

皆様の会社においても制度を活用して適正飲酒を推進し

ていただきたいと思います。次に交通事故発生状況につい

て。八重山地区の人身事故につきましては、平成 26 年か

ら減少傾向にあり平成 30年には 100件と前年に比べて 7

件増加しましたが、令和元年には 89件と再び減少しており

ます。この 89 件は平成 21年以降、最も少ない件数であり

ます。また、今年 8 月末までの人身事故の発生件数は 30

件で前年同期に比べて 25 件減少しております。次に物件

事故については、昨年は 1,914 件で平成 30 年に比べて

102 件増えておりまして、特に目立つのがレンタカーの事

故でレンタカーが第一当事者となる事故が全体の 44.7％

を占めております。今年 8月末までの件数は 860件でレン

タカーが全体の約 36.4％と、少し下がっているのは、観光

客が少なかったということが考えられると思います。事故の

特徴についてですが、令和元年中に発生した交通事故を

分析した結果、一つ目は人身事故に占める交差点事故の

比率が高い。二つ目は、高齢者が第一当事者となる事故

の比率が高く、昨年発生した人身事故 89 件の内 25 件が

65歳以上の高齢者の交通事故となっており、県平均より高

いというような状況になっています。三つ目は、自転車乗車

中（第1・2当事者）の人身事故が20件で、県平均より14.9

ポイント高いというふうになっています。これは小中高と自

転車通学をしている学校があり、それ以外にも自転車に乗

っている方が多いですし、住宅街に路地交差点がかなりあ

るということで、そういうことが要因としてあげられるのではな

いかと思います。四つ目は、レンタカーの事故が増加し、そ

の比率が高い。観光客の増加に伴ってレンタカーの第一

当事者の事故が右肩上がりに増加しております。今年 8月

末現在、新型コロナウイルスの影響で事故は減少しており

ます。その特徴としても同じような傾向であります。このよう

な状況を踏まえまして対策として、八重山警察署では、交

差点や交通事故多発地点において、交通指導取締りを行

うとともに、事故多発時間帯や早朝などにおける街頭活動

を強化しています。また自転車の利用者に対する指導警

告あるいは学校における安全教育などを行っています。ま

た高齢者や幅広い年齢層に合わせて出向いて交通安全

教育、自動車学校等と連携した高齢運転手へ交通安全教

育を実施しております。次に暴力団情勢について。初めに

全国の指定暴力団情勢について、令和 2年 1月現在、全

国に指定暴力団は 24 団体ありまして構成員数は約 2 万

5,800人、その内訳としまして構成員数は約1万3,600人、

準構成員数が約 1万 2,200人となっております。沖縄県内

では、指定暴力団は、旭琉會の一団体のみであります。構

成員数約 460 人（令和元年 1月現在）内訳は構成員数が

約 300 人、準構成員数が約 160 人となっており当署管内

において、暴力団事務所の存在は確認されておりません

が、組織の中には石垣島出身者もいますので情報収集に

努めているところであります。続いて半グレについて。全国

的に暴力団に属さない不良集団、いわゆる半グレによる組

織犯罪が社会問題になっています。主な資金源としまして

は、特殊詐欺、風俗店の経営、みかじめ料等があります。

半グレ集団の特徴としましては、主に暴走族 OB等で構成 

 



されたグループでありまして、常習的に暴力的不法行為を

行い離合集散を繰り返しているため実態解明が困難な部

分であります。このような集団の実態解明を推進しながら準

暴力団として定義付けて暴力団と同等に各種法令を適用

して取締まりを強化しているところであります。暴力団排除

対策について。暴力団等を地域社会に根付かせない仕組

み作りが必要であるということから、契約書や規約に「暴力

団及び暴力団関係者等と契約をしない」旨を規定に盛り込

むことを推進しています。規定を盛り込む事のメリットとして

は、規定に違反して本人が暴力団である身分を隠して契

約した際は詐欺罪に該当する可能性がありその場合は検

挙する事も可能になります。次に半グレへの排除対策につ

いて。暴力団を後ろ盾にした準暴力団いわゆる半グレの台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頭による県内の治安に様々な影響が懸念されています。県

警では準暴力団の犯罪組織の壊滅そして弱点化を図る為

の体制強化をしています。八重山も今年の 4 月に組織犯

罪対策課を新設して準暴力団等も含めて、暴力団対策を

強化したところであります。八重山地域につきましては、観

光客の増加に伴って様々利点を狙って県内外から暴力団

が出入りしております。我々警察の取り締まりと合わせて地

域住民が団結しまして暴力団等の反社会的勢力が根付か

ないような社会環境を作るために今後ともご協力をお願い

したいと思います。安全で安心して暮らせる世界を目指し

て八重山署員一同、日夜奮闘しておりますので今後ともご

支援とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～例会風景～ 

◆BOX￥14,940 （累計￥79,940）◆コイン￥2,274 （累計￥22,545）合計￥102,485  

大濵 達也氏  6 日  （火） 松田 新一郎氏 6 日（火）  宮良 薫氏    12 日（月） 

西表 浩司氏 14 日（水）  上原 晃子氏  23 日（金）  今西 敦之氏 28 日（水） 

  ◆60 周年記念基金 累計￥42,000  

 

✩安里政晃ガバナー補佐：来月の公式訪問 よろしくお願いします。 
✩森田安高氏：本日は、江田署長様ありがとうございます。 
✩上原晃子氏：江田署長、本日は卓話頂き誠にありがとうございました。私達ロータリークラブも地域の安全安心のためお役

に立てる様に協力したいと思います。 
✩宮良幸男氏：八重山警察署長、卓話ありがとうございました。 
✩今西敦之氏：八重山警察署長、質問です。近年、自動運転の車が普及されました。飲酒は自動運転車なら乗車可能でしょ

うかぁ？ 
✩松田新一郎氏：米山委員会 反省会のお釣りです。※すみません。 
✩西表浩司氏：私、本日 44 才になりました。また１年頑張りたいと思います。余談ですが、今から 46 年前の 10 月 14 日はジ

ャイアンツ長嶋茂雄が引退した日です。 

バナーのプレゼント！江田署長、ご来会ありがとうございました。 

本日のニコニコ 


