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       会長 青木一幸 

    

 皆さん、こんにちは。 

 本日は、外部卓話ということで、

人吉警察署の大島署長にお越しいた

だき、後ほどお話をいただくことと

なっております。交通安全・防犯対

応で多忙な年末月の１２月に卓話を

お引き受けいただき、まずもって感

謝申し上げたいと思います。有難うございます。 

  大島署長のご紹介については、この後の卓話の前

に、私の方から改めて行わせていただきますが、本日

は署長の前で大変僭越な、また釈迦に説法の話かとも

  国 歌  「君が代」           

  Ｒ Ｓ  「我等の生業」 

思いましたが、私ども、警察の組織というものについ

て案外、知らないことが多いのではないかと思い、少

しばかり日本の警察組織について勉強してきましたの

で、お話をさせていただければと思います。 

  警察組織の源流はというと学術的には色々諸説ある

のでしょうが、良く言われるは、平安時代のころに主

に御所のある京都の警備を行った検非違使だといわれ

ております。現在、ＮＨＫ大河ドラマで人気の「鎌倉

殿の１３人」の中で、平家討伐を成し遂げた源義経が

後白河上皇から検非違使に任ぜられ喜ぶ様子が描かれ

ておりましたが、当時、警備や犯罪捜査の実務にあた

る人たちは、罪をゆるされた前科者から構成される、

いわゆる放免といわれる人たちがあてられたとのこと

です。やはり腕に覚えのある人材が必要であったとい

うことと、現代と同様、危険と隣り合わせの職務で

あったと言うことなんだろうと推察をいたします。 

 その後、江戸時代には、時代劇でもおなじみです

が、江戸市中は町奉行所が、幕府直轄領については勘

定奉行所が警察の役割を担ったわけであります。 

 そして明治維新により、薩摩藩出身で禁門の変や鳥

羽伏見の戦いで活躍し、西郷隆盛に見いだされた川路

利良（かわじとしよし）がフランスの警察に倣った制

度を建議し、そして最終的には、内務省に警察権が委

任され、直属の首都警察としての警視庁と、各都道府

県知事が直接管理下に置く地方警察の体制となったわ

けであります。 

 そしてその後、第二次世界大戦後のＧＨＱの指導等

を経ながら、１９５４年に現在の警察法に改正が行わ

れ、内閣府の外局である国家公安委員会の特別の機関

として警察庁が設置され、そしてその地方機関とし

て、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州の６管

区警察局などが設置されるに至ったわけであります。 

 そして、本日お越しの大島署長は、熊本県公安委員

会の管理の下、熊本県が設置した警察組織である熊本

県警の人吉署の署長であり、その熊本県警は、警察庁

九州管区警察局の管内にある、ということになるわけ

であります。尚、都道府県警察への指揮命令権は都道

府県の公安委員会ではなく、あくまで警察庁にあると



いうことなので、実態を見ると、国家警察と自治体警

察の折衷型と言えるものが日本の警察組織であろうか

と思います。大島署長、こんな説明でお間違いないで

しょうか。誤りがあるようでしたが、後ほどの卓話で

遠慮なくダメ出しの訂正をお願いできればと思いま

す。 

 今回、こうして改めて警察の事を勉強しますと、如

何に自分が社会にあたり前に存在している機関につい

て、知識不足であるかを思い知ったところでありま

す。 

 他にも、我々の社会生活を２４時間支えていただい

ている各種組織は数多くありますが、それらについて

も、いろんな機会を通じて、知る努力をしなければい

けないと思いますとともに、それらの組織で日夜、職

務に従事されている方々には、改めて敬意と感謝の気

持ちを持たないといけないと思いました。 

 警察署と並んで我々の生命財産を守っていただいて

いる身近な組織としては消防署があります。最近は温

暖化の影響もあって年の瀬も随分暖かくなってきまし

たが、それでも鍋にコンロを使ったり、ある人は乾燥

防止にあえて石油ストーブをご使用になる方もおられ

るかと思います。ありきたりではありますが、これか

らの忙しくなる師走、どうぞ火の元には十分留意され

て、今年最後の月を無事に締めくくっていただきます

ようお願いを申し上げます。 

以上で私の会長の時間を終わります。ご清聴、有難う

ございました。 

 

 

 

   幹事 加登住 亮 

 

≪定例理事会承認事項≫ 

第19回明治大学マンドリンクラブ人吉演奏会の後援を

承認しました。  

開催日； 令和5年３月19日（日）   

場 所； 人吉市カルチャーパレス   

後援内容； ポスター・チラシ等における名義の使用 

 

≪連絡事項≫ 

・12月ロータリーレート138円 

・ガバナー月信12月号地区ホームページ掲載（回覧） 

・財団室NEWS 2022年12月号（回覧） 

・指宿RC週報（回覧） 

・例会変更 取り止め 

 熊本南RC 12/5  年忘れ家族 17:30～ 

  〃   12/26 休会 

 熊本城東RC12/12 クリスマス家族例会 18:30～      

 熊本東RC 12/20 年忘れ家族会 18:00～   

 熊本東南RC12/21  年忘れクリスマス家族会 18:30～ 

 熊本北RC  12/22  年忘れ家族会 18:30～   

 

〇今後の例会予定 

12/9  例会 12：30～ あゆの里  

12/16 忘年会18：30～ あゆの里  

12/23 例会 12：30～ あゆの里  

 

 

    副委員長 平田フク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】       委長長 井手富浩 

 

 

 

 

 

 

【ゴルフ愛好会】      運営委員会 水野虎彦 

   

    １１月１３日(日) 球磨カントリ倶楽部 

   青木会長杯 第４戦 優勝 竹長一幸会員 
 
   １１月ワンオンチャレンジ3,000円でした。 

   人吉RC奨学基金へ寄付いたします。 

 

現 会 員 数   48名 出席免除会員数 2名 

出席義務会員数 46名  

欠 席 者 数 17名 
 

出 席 者 数 29名 

免除会員出席数 0名 ZOOM(2) 会場(27) 

          １２月結婚記念祝い  

 葉山稔洋会員  1日  友永和宏会員  4日 

 上村祐一会員 9日   

            １２月誕生祝い  

 伊久美早利会員 3日  浦田繁喜会員  11日 

 増田隆二会員  11日  青木一幸会員  21日 

 内藤靖雄会員  21日  竹長一幸会員  26日 



【プログラム委員会】 

 

講師紹介  青木一幸会長 

 

 

人吉警察署長 大島 誠吾
おおしま  せいご

 様 

 

 

 

 

１．自己紹介 
 
出身地 上天草市松島町（昭和42年2月生） 

出身校 県立天草高校 

自 宅 熊本市北区 

家 族 妻、子供１男２女 

 

警察拝命 昭和60年4月（38年目） 

異 動   人吉署で17所属目 

      （引っ越し10回、単身赴任延べ9年目） 

勤務歴  本部捜査二課特捜、天草署刑事課長、 

         大津署刑事課長、中央署刑事官、刑事企画 

         課刑事指導官、高速隊長、サイバー犯罪対 

         策課長、人吉署長 

 

 

２．警察における研修制度等 
 
・新人教養：初任科、初任補習科 ～熊本県警察学校 

・昇任時教養：巡査部長任用科、警部補任用科 

                      ～九州管区警察学校（福岡） 

           警部任用科 ～警察大学校（東京府中） 

 

・専務係任用：刑事等各任用科（約１か月間） 

                           ～熊本県警察学校 

   ＊登竜門制度により基本的に看守を経験 

・各種専科：１～２週間程度の入校で集中的に各専門 

            分野の教養 

  ＊特殊犯専科、二輪専科、サイバー犯罪捜査専 

   科、知能犯専科… 

 全国専科も実施。(スリ犯捜査、贈収賄事件捜査…) 

 

３．教養指針等 
 
・組織への帰属意識、使命感の醸成 

  ＊公僕として国に奉職 

   警察官としてあるべき姿、やるべきことを追求 

  ＊非違事案、非違行為に対する厳しい処分 

   国民の期待と信頼に応える強い警察の確立 

 

４．警察の責務 

・服務の宣誓（警察官拝命時に宣誓を行う） 

   ～警察法第３条 

 「日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党かつ公平 

  中正にその職務を遂行する。」 

・警察の責務 ～警察法第２条 

第１項 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護 

  に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の 

  逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の 

  維持に当たることをもってその責務とする。 

第２項 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に 

  限られるべきものであって、その責務の遂行に 

  当たっては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、 

  いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及 

  び自由の干渉にわたる等その権限を濫用するこ 

  とがあってはならない。 

 

 

◆捜査指揮専科 

 捜査主任官（指揮官）の立場・役割  

  ～未来の刑事課長へ… （私見） 

 

（１）署長の懐刀だ！ 

 捜査主任官（刑事課長）は、署長が最も信頼する  

 片腕である。 

 常に署長の考え方（警察としてあるべき姿、進む 

 べき方向性）を意識すべし。 

 

（２）事件解決に向け突き進む組織体の核、頭脳で 

   あることを自覚せよ！ 

 部下ばかりではなく、所属の皆が羨望するエース  

 であり、組織集団を正しい方向へと引っ張ってい 

 く船頭（リーダー）であることを自覚すべし。 

 

（３）人間を磨け、実力を上げろ！ 

 自己研鑽を怠るな。貪欲に勉強し、常に積極的で   

 あれ。 

 勉強による疑似体験も実力のうち。事態対処能力 

 の是非が、捜査幹部の力量バロメーター 

 

（４）自分なりの捜査観を持て！ 

 ※捜査は「Speed」「Sense」「Science」の 

  スリーＳと「心」で。 
        元警視庁捜査第一課長 佐久間正法 

 

（５）攻めろ！ 

 捜査は攻めるもの。情報は薄れる。スピードが大 

 切。明日やろうは絶対にダメ。 

 刑事、特に捜査幹部にとって重要なものは、自他 

 ともに対する厳しさと熱さ。 

 本部は警察署のためにある。決して本部のために 

 警察署があるのではない。 

 

（６）明るく元気よく！ 

 リーダーにとって『空気』は読むものではなく、  

 作るもの！明るい環境下でなければ、決して良い  

 仕事はできない。強い体制下でなければ、決して 

 良い成果・結果は出ない。 

 

（７）心を大切に！ 

 被害者、遺族の無念を感じろ！ 

 被疑者の心に入れ！ 

 聞き込み、協力者獲得も、心がなければできない 

  

 



（８）部下を育てよ！ 

 部下とともに成長し、部下の成長と己の成長を  

 日々実感せよ！ 

 小さな部分にもこだわれ！ 

 自分を超える人材を作れ！ 

 

（９）将来像を意識せよ！ 

 現在３５歳未満の職員が過半数ということは…  

 →１０年後は最強の組織 

  その時あなたの立ち位置は？ 

 

  

◆サイバー犯罪捜査専科 

 捜査員の在り方 

 将来を担う捜査員たちへの私の願い 

              サイバー犯罪対策課長 

 

１．心身を鍛えよ！ 

 対峙する被疑者に負けない体力、気力、知力を身に 

 つけよ！センスを磨け！ 

 自己研鑽を怠るな。貪欲に勉強し、常に積極的であ  

 れ。勉強も疑似体験も実力のうち。 

 

２．自白は証拠の王様だ！ 

 裁判事情が変化する中にあっても、被疑者を自供さ  

 せることが取調べ官の仕事。 

 自供なくて「秘密の暴露」「客観証拠との整合」も 

 なし。その責任を意識しない者に取調べ官の椅子に 

 座る資格なし。 

 

３．心を大切に！ 

 捜査は被害者に成り代わって行うもの。 

 被害者、遺族の無念を感じろ！ 

 被害者の心に入れ！ 

 聞き込み、協力者獲得も心がなければできない。 

 捜査は、技能よりも「執念」と「情熱」が大切であ  

 る。 

 

４．攻めろ！ 

 捜査は攻めるもの。情報は薄れる。 

 スピードが大切。明日やろうは絶対にダメ。 

 捜査員に重要なものは、自他ともに対する厳しさと  

 熱さ。 

 協力者獲得も攻め。少しのきっかけで友達になれ！  

 ネタの取れる捜査員になれ！ 

 

５．検挙にこだわれ！ 

 検挙は警察の使命であり、存在価値を左右する生命 

 線。 

 「頑張った」で納得するな！結果を出せ！ 

 切り替えも大事。くよくよするな。ぐずぐず言う  

 な。他人のせいにするな！ 

 

６．明るく元気よく！ 

 『空気』はよむものではなく、作るもの。 

 明るい環境下でなければ、決して良い仕事はできな 

 い。 

 強い体制下でなければ、決して良い成果、結果は出  

 ない。 

７．将来像を意識せよ！ 

 現在40歳未満の職員が過半数ということは…  

 →数年後は最強の組織 

その時あなたの立ち位置は？ 先進的最強の戦士にな

れているか？ 

 

「誰が正しいか」ではない。「何が正しいか」である。 

正しき道を歩む。それが我ら刑事の歩むべき道であ

る… 

 
 

 

 

【寄付カード】 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・延岡会員 大島署長、ご多忙の中ご来訪いただきあ 

 りがとうございました。地域の安全安心のための 

 日々のお仕事、目に見えない部分が多いですが、今 

 後も宜しくお願いします。         

・青木会長 大島署長、本日はお忙しい中卓話をお引 

 き受けいただき有難うございました。    

・井手会員 大島署長、貴重な卓話ありがとうござい 

 ました。今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

                      

・竹長会員 誕生日のお祝いをいただきありがとうご 

 ざいます。ゴルフ優勝の記念にニコニコします。                

                      

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・岩井会員 大島署長、卓話有難うございました。 

 署長にはひょんな事から今年の私の誕生日をお祝い 

 してもらい、合わせて有難うございました。 

           

            

 

         点 鐘   青木一幸 会長   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


