
   ２０１２年４月第３週号 

第２３５４回 
平成２４年４月２０日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉  

◆ロータリーソング  『手に手つないで』 

◆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．みんなのためになるか どうか 

 

◆お客様紹介 

 ・本日のゲストスピーカー 

  千葉南警察署 刑事課 課長 高荷 義一様 

                  係長 高松 直之様 

■会長挨拶及び報告        出井  清会長       

４月、国の新年度がスタートしました。デフレ状況下の

中、さっぱり良い話しが有りません。国会では2人の大臣

に対する問責決議案の提出があり、辞めさせる、辞めさ

せないで揉めています。また、３月の決算では、今まで

自動車産業とともに日本を引っ張ってきた家電メーカー

が、軒並み大赤字に至りました。パナソニック、ソニー、

シャープ共に何千億ものマイナス。液晶テレビに関して

は、韓国サムスンの 1 人勝ちの状態です。 

首都圏直下型地震のシミュレーション数値が見直をさ

れ、1 万人近くの死者が出る予想が出されました。我々、

近隣住民としては、益々不安が募るばかりです。 

暗い話しはこれくらいにしまして、皆さん、最近、「クー

ル&スマート」と言う言葉を聞きませんか？「クール」は、 

涼しいとは別に[カツコイイ]とも訳されますし、「スマート」

は、スタイルが良いという意味もありますが、[知的である]

とも言います。今流行りの「スマートフォン」は、正にこれ

なのです。海外では今、日本を「クールジャパン」と盛ん

に言っています。ＮＨＫＢＳにもこの通りの番組がありま

すが、観ておられる方もおありでしよう。ヨーロッパ、特に

フランス・パリでは、日本のアニメ、北野たけし監督の映

画、東京ガールズコレクションのファッション、日本の食

文化等々に憧れの目を向けています。食(フード)にして

もファッションにしても、本来、日本人はパリが本場であ

ると思いがちですが、本場の人(特に若い世代のフランス

人)が羨望に近い敬意を抱いているということを聞くと嬉

しくなってしまいます。古くからの日本の伝統、文化が評

価されることは、大変素晴らしいことだと思います。 

ＰＣ(パソコン) スマートフォンの世界で若い人をターゲ

ットに「ゲーム」で遊ばせて業績を上げている会社があり

ます。私には何が面白いのかさっぱりわかりませんが・・・。

プロ野球で「横浜ベイスターズ」を買収したのは Dena で

す。若い世代が色々な分野でどんどん活躍しています。

日本もまだまだ捨てたもんじゃないと思った次第です。 

 

■入会式                               

 永安 重治会員（綜合警備保障㈱千葉支社 支社長） 

〈紹介者：北原俊彦会員・水野謙一会員〉 

 皆様こんにちは。私は、こちらに来

る前に立川に勤務しておりまして、

東京立川こぶしＲＣに２年半ほど在

籍していました。そちらでは、１年半

は親睦委員で、１年間は会報委員を

しておりました。ロータリーは、そこの

１カ所の経験ですが、受付の雰囲気

からそれぞれのクラブに特色がある

ようで、向こうで経験したこととは、こちらは少し雰囲気が

違うように感じました。実は、１１年位前に２年間ほど千葉

で勤務したことがありまして、少しは記憶があるのですが、

特に人の部分で相当入れ替わっていて、当時の記憶が

全く役に立っていない状態です。本クラブに入会させて

頂くことで、先ず、皆様とお知り合いにならせて頂き人脈

をどんどん作って行きたいと思っております。 

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

■幹事報告                伊藤 和夫幹事             

◇５月２２日（火）１８時より、「地区チャリティーディナーシ

ョー」がホテルザ・マンハッタンで開催されます。参加ご

希望の方は事務局までお申し込み下さい。 

◇５月２６日（土）１７時３０分より、「市原中央ＲＣ創立２５

周年記念例会及び祝賀会」が三井ガーデンホテル千葉

にて開催されます。ご出席の方はお申し出下さい。 

 

 

  

 

 

 

 

こころの中を見つめよう 

  博愛を広げるために 

 

国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

創 立 １９６４年３月２日   例会日 毎金曜日１２時３０分    例会場オークラ千葉ホテル 

会 長 出井  清       幹 事 伊藤 和夫          雑誌会報委員長 小林  透 

事務局 〒260-0027千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階 （☎ ０４３-２４５-３２０４） 



■副幹事報告              杉本 峰康副幹事  

４月３０日（月）に開催される地区協議会へ来るまで参

加される方は、会場のアパホテルの駐車場に限りがある

ので出来るだけ相乗りで来て頂きたいということです。万

一、駐車場が満杯の場合には近くの有料駐車場を利用

して下さいというお願いがきております。 

 ご協力の程、宜しくお願いします。 

 

■ニコニコボックス報告                    

◇出井 清会長・伊藤 和夫幹事 

本日のゲストスピーカー、千葉南警察署刑事課課長

高荷義一様、係長・高松直之様、ようこそお越し下さいま

した。大変お忙しい中を有難うございます。卓話をよろし

くお願い致します。 

 

 

 

■出席報告 (会員数３８名)                     

 

出席者数２７ 欠席者数１１ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２ 修正出席率 ８４．２１％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

 ・・・本日の卓話・・・ 

 

演  題… 『車両の盗難対策について』 

卓話者… 千葉南警察署 刑事課 

        課長 高荷 義一様 

 

本日はお招き頂き有難うござい

ます。私の出身地は埼玉県所沢

市です。千葉県警に就職して２８

年経ちます。四街道市に住んでお

りまして男の子が二人おります。趣

味はオートバイです。昨年の夏休

みに 4 泊 5 日の強行スケジュール

で、島根県の隠岐諸島までオート

バイで 2,300 キロを走って来ました。遠出は多分定年ま

で最後だろうと思っております。まだ夢は捨てないで、仕

事も一生懸命、好きな事も一生懸命やりたいと思ってお

ります。高荷と言う名前は珍しいと思いますが、埼玉には

結構いまして、埼玉県警にも何人かおります。また、プラ

モデルの箱に戦車の絵を書いている高荷義之さんがい

ます。千葉県では私一人しかいないと思います。悪い事

をすると直ぐ判ってしまいます・・・。 

今日のお話しは、自動車盗の発生状況と対策をパワ

ーポイントで説明したいと思います。特にヤードについて

見て頂きたいと思います。去年の自動車盗の発生状況

ですが 3,247 件ございました。これは、大体一日 10件弱

の盗難があるということになります。この内、検挙したのが

729 件。検挙率は 22.5％、検挙人員は 83 名と言う情況

です。自動車盗は、千葉県は毎年ワースト 2 位です。検

挙件数は全国で 7 位くらいですが、千葉県は発生件数

が多いので率で見ますと 47都道府県で 32位となってお

ります。検挙数が多くとも発生件数が多いので率では大

変悪くなっている訳です。対策としましては分母を小さく

する為に、抑止に県警では取組んでいるのです。刑事

課では事件を担当しますが、逮捕することを一番にやっ

ております。地区的には千葉市、市原市､佐倉市、柏市

が多く、車両盗難の多い車種は、トヨタハイエース 672台、

いすゞトラック 238 台、三菱トラック 232 台、セルシオ 176

台､クラウン 123 台というような内容です。トラックの割合

が増加しているような情況です。23 年度中が、このような

状態で、やはり、全国的にはワースト 2 位です。22 年度

中は、千葉県は引ったくりが多く、そのために全国ワース

ト 1位になってしまいました。いつもは大阪府がワースト 1

位だったのですが、自動車盗のヤード対策で抑止が出

来ましてワースト 2 位に食い止めたという情況であります。

千葉県は一生懸命掴まえているのですが、如何せん発

生件数が多いということです。 

今年の発生件数では、3 月末現在の全部の窃盗犯で

13,594 件、自動車盗では今年に入って 550 件発生して

おります。これも全国 2 位です。検挙については 123 件

で、検挙数でみますと全国 4 位ということになります。数

的には一生懸命で、決して遊んでいる訳ではありません。

時間帯別でいうと 23時から3時が多く、発生場所は月極

めの駐車場がかなり多く、次に一般の住宅駐車場です

が、半分以上が月極めの駐車場です。千葉市は、昨年

は 782件、一昨年は 675件で全体の約４分の１位は千葉

市内で発生しています。キー有りが去年は 106 件、キー

無しが 304 件で、大体キー無しが殆どで施錠されていて

も盗まれてしまいます。 

次にヤード対策についてお話しします。ヤードという

のは、四方を鉄柵で被っていて、その中で車両を解体し

ている解体場所をヤードと呼んでいます。そこが盗難車

を解体している場所です。外国人がそこで盗難車を解

体してコンテナに積み込んで車で横浜港に運んで輸出

し、外国でそれを組立てて販売するという情況です。ヤ

ードも山林型は山の中に作っていて地上からは全く見え

ないようにしているのです。県警のヘリコプターで上空か

ら視察すると山林の中にヤードがあるのです。大変な数

でして、千葉県が一番多いのです。ヤードの経営者は、

国籍を見ても日本、アフガニスタン、台湾、スリランカ人

等々です。千葉県の中でもヤードが多いのは、四街道

市、成田市、印西市等々で、四街道市と佐倉市はダント

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 1,000 円 累計 604,976 円 

金の箱  300 円 累計 21,066 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 5/15 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 5/29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 5/2・16 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 5/2・23・30 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 5/17 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



ツに多いです。千葉県が全国の発生件数の４分の１位

で、その中でも殆ど四街道市と佐倉市で、ヘリコプター

で上から見るとヤードだらけです。ヤードは、全部が犯罪

目的ではなく、一部が組織的に外国人が車両を持ち込

んでいるので、偏見があると良くないのでお断りしておき

ます。以前は東京の篠崎に解体業が集中していたので

すが、それが住宅環境の変化等の事情で千葉に移って

きました。地理的にも東関道が走っていて､部品を輸出

するのは横浜港なのです。成田空港から来た外国人が、

都市部の千葉市を避けて四街道市や佐倉市がメインに

なったのかも知れません。 

平成 22 年にヤード対策をやり始めてから、急に自動

車盗は減っております。これらのヤードは視察に行きま

すと、外見的には普通のヤードに見えるのですが、夜間

帯に分からないようにやったりしています。立ち入り視察

を頻繁にすると急に発生が減ってきて、四街道近辺にあ

ったものが急に八街方面に移転するという情況にありま

す。 

車両をぶった切ってコンテナに積んで横浜港に運ん

で行くということですが、法律でリサイクル法とか廃棄物

処理法、又部品を扱うので古物営業法もなければならな

いのですが、許可のないところでは指導をすることによっ

て悪質なところはどんどん潰していく方法を取っておりま

す。自動車泥棒なのですから窃盗で逮捕するのが一番

良いのですが、その情況での逮捕はなかなか難しいの

で、古物営業法や、オーバーステイとかで身柄を逮捕し

たりして、何とか潰そうとしています。今はヤードの方に

力を入れていまして、今年の 2 月にヘリコプターに乗っ

て上空から視察したり、四街道近辺を警察本部長自ら確

認したりして、悪質なヤードを潰すように指示が来ており

ます。これは、横浜税関の捜査部門と連携し情報交換を

して対応しています。自転車の輸出で申告されていても、

コンテナにエックス線をかけると中が全部判りますから、

原付のバイクだったりします。 

最近ハイエースが多くなっているのですが、需要と供

給で外国でハイエースが欲しいというと、あっちこっちで

ハイエースが盗まれるのです。2 月頃、行徳でハイエー

スが盗まれたのですが、猟銃と実弾が入っていて大騒ぎ

になりました。捜査３課と組織安全対策課が全部召集さ

れて、２日後位で捕まって解決したのですが、二次犯罪

被害を起こさないよう車両をお持ちの方は、そのような危

険物を車内に置いておくようなことのないようにご注意頂

きたいと思います。組織的には、自動車盗対策＝ヤード

対策になっているので、ヤード対策＝自動車盗対策とい

うようなことで県警では取組んでいます。 

継続すること、油断しないことが一番大事なのです。

盗難の手口としては、直ぐにはヤードに入れないで、近

くのコンビニに 2 日間位放置します。カーナビの中に通

報装置が付いた高級車は直ぐに警察が飛んで行きます

から、動きがないことを確かめてからヤードに入れて、あ

っという間にばらしてしまうようなことをしています。コンテ

ナに入れて入り口の方には違うものを入れてわからない

ようにしてしまうのです。コンテナに入れてしまうとわから

なくなるので検挙をするのが難しくなってしまうというよう

な状況です。千葉県警は今、習志野事案でかなりバッシ

ングを受けています。身内の事で恥ずかしいのですが、

今年に入って 5 人逮捕されているのです。捜査には、皆

さんの情報が大切なのです。一生懸命やっておりますの

で、ぜひともご協力下さいますよう宜しくお願い致しま

す。 

刑事課・係長 高松 直之様より 

私は、南署の盗犯係長で窃盗犯の逮捕・取調べを担

当しています。課長の指揮を受けて皆さんの接すること

のない泥棒と毎日顔を合わせて取り調べと余罪の捜査

を進めています。 

私の方からは、最近発生している新たな手口をご紹介

させて頂きます。 

以前、高級車はあまり狙われなかったのですが、最近

はクラウンといった高級車が多く盗まれています。最近の

手口としては、イモビライザーが搭載されているものがあ

りますが、イモビライザーとは、エンジンの中にマイクロチ

ップが実装されていて、鍵の中にもイモビライザーが組

み込まれていて、両方の信号が合った時だけエンジンが

掛かるという仕組みなのですが、このエンジンの中のコン

ピューターを初期化して、どの鍵でも合うようにしてしまう。

窓を割るか鍵を壊してハンドルの下の足元にコネクター

があるのですが、携帯電話くらいの大きさのイモビライザ

ーを初期化する器械を差し込みますと、中のコンピュー

ターが初期化されてしまいます。そこで、初期化された

鍵を使ってエンジンをスタートさせるという訳です。これを

通常イモビカッターというのですが、セルシオ、クラウン、

プリウス、マーク X 等の車種には対応していなかったの

が、最近、なんでも合うようなイモビライザー・テスターと

いうものがあるようで､実際に愛知県の方で検挙されたと

いう情報が入っております。 

これから防犯性能の優れた車をメーカーでも作って頂

いているのですが、窃盗を組織的にやっているので新た

な手口がどんどん生まれております。防犯性能の一番良

いのは、ハンドルが回らないようにするハンドルロックだと

思いますが、そうしても盗まれてしまうことがありますので、

先ほど課長から説明のあった防犯カメラ・ココセコム等を

付けるのが検挙に繋がってくるのかなと思います。 

                （文責  寺澤 一良会員） 

 

 

 

 

 

       

第２３５５回例会 

日時⇒  平成２４年４月２７日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『私の履歴書』 

卓話者⇒ 桜丘けい子ジャズダンススタジオ 

        桜丘 けい子様 

第２３５６回例会 

日時⇒  平成２４年５月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『震災後の電力供給について』 

卓話者⇒ 松崎 章夫 会員 


