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本本本日日日のののプププロロログググラララムムム（（（999 月月月 222888 日日日）））   

松本金型(株)代表取締役 松本文治 様 

「ものづくりは我が人生」 

次次次回回回のののプププロロログググラララムムム（（（111000 月月月 555 日日日）））   

米山記念奨学生 黄 琳娜 様 

第１０４５回 ２０１６年９月２１日 例会記録 

点 鐘…松本会長 

ソング…「それでこそロータリー」 

ロータリーアンの行動規範 唱和 

ビジター紹介 

(西  条)藤原明典さん 

出  席  報  告 
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会 長 時 間 

 9 月 3日の夜間月見例会か

ら 3 週間ぶりの例会です。 

今月に入って台風の被害が多

く当地区では大した被害もな

かったようですが皆様方のお

家はどうでしたか。沖縄、九

州、四国、中国地方、関東、

北陸、北海道とテレビを見ていると 2度も 3度も被害

に遭われて本当に大変だったと思います。心よりお見

舞い申し上げたいと思います。 

 本日の卓話は、三原警察署広島空港警備警察官派出

所長 勇宣則様にお願いしております。 

 9月 10日、11日は、名古屋で行われた全国空港 RC

フォーラムに 7名で出席をさせていただきました。今

回 21回目で、4周目になります。次回は松本空港 RC

が主催となります。振り返ってみますと我がクラブの

チャーターナイトの時に、空港と名の付くクラブに案

内をしたところ名古屋空港 RCさんと松本空港 RCさん

が出席してくださいました。その時に天野初代会長と

の話で今後交流をという話が出て 2年後に第 1回目の

全国空港 RCフォーラムが行われ、当時の秋山会長と小

川幹事が出席されました。(秋山会長報告書より) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:h.kukorc@vega.ocn.ne.jp
http://hiroshima-kuko-rotary.jp/


全国空港 RCフォーラムが 21回続く中で、残念なが

ら 2つの RCが会員減少などの為退会をされました。

今回の話の中では、派手なことはせず、皆さんとこう

した会を持つ事を最優先にしようという事でまとま

りました。観光・ゴルフについては、開催地のクラブ

の提案があればその時にお考え下さい。との事でし

た。 

 広島に 3回ともご夫婦で来られた東京羽田 RCの方

とお話ししたのですが、一番印象に残ったのは松茸が

沢山食べられた事、呉の旧海軍兵学校と宮島が非常に

心に残っていて是非もう一度旅してみたいとの事。 

 次年度開催地の松本空港 RCは、松茸を沢山召し上

がっていただくと約束されていました。ただし雨が降

らなかったら無しですよという事です。自然のもので

すからどうなるか分かりませんが、是非来年楽しみに

参加してみて下さい。 

 空港フォーラムの詳細は、本日お配りしています週

報に佐々木幹事・鶴田幸彦さんが詳しく書いてくださ

いましたのでどうぞご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

《配布物》週報1044号、ロータリーの友、ガバナー月信 

     『がん検診へ行こうよ』パンフレット 

《回 覧》三原本郷 LC50周年特別後援  

三原室内管弦楽団第 34回定期演奏会案内 

          第 4回広島空港 RC 親睦ゴルフコンペ出欠表 

     名古屋空港 RC御礼状 

委員会等報告 

奉仕プロジェクト委員会 大下委員長より 

10月 15日(土)16日(日) 

本郷商工祭りにてチャリティーバザーを行います 

バザーの品物は、本日から集めており、 

9月 28日(水)、10月 5日(水)、12日(水)の例会日 

又は、大下建設に持ってきていただければと思います。 

ガン予防推進委員会 楠部さんより 

検診で見つかったガンの人と、症状が出て医者に行っ

て見つかったガンの人では、治療を受けた後 3～5年の

生存率は圧倒的に違いが出ます。特に肺がんは、検診

で見つかった場合は治る可能性があります。 

是非この機会にがん検診を受けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



卓 話 時 間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三原警察署広島空港警備警察官派出所長 

広島県警部  勇 宜則 様 

 

「空港の安全を守る 

    ～テロ被害に遭わないために～」 

 

 三原警察署広島空港警備警察官派出所長の勇と申

します。皆様方には平素から警察業務各般にわたり、

深い理解とご協力を賜っておりますことに、この場を

お借りしましてお礼申し上げます。また、本日はこの

ような機会をもうけて頂きましたことを重ねてお礼

申し上げます。 

 

広島空港の沿革 

 広島空港は、広島県のほぼ中央に位置し、広島市中

心部から東方約 50㎞の山岳地(標高 331.0ｍ)に平成 5

年 10月に開港しました。国(国土交通省大阪航空局広

島空港事務所)が管轄する空港で、3,000ｍの滑走路 1

本を有し、1日 14時間運用されています。 

平成 27年 4月現在の航空路線(定期便)は、国内線 5

路線(東京国際、成田国際(国際乗継便)、新千歳、仙

台、那覇)、国際線 7 路線(ソウル、大連、北京(大連

経由)、上海、成都(上海経由)、香港、台北)が就航し

ています。 

 平成 26 年度の年間の乗降客数は、国内線約 243 万

7,000人、国際線約 28万 3,000人の合計約 272万人、

一日平均 7,000人以上が利用する中国地方一の空港で

す。また、来県する要人の大半が利用されるなど、広

島県の玄関となる重要な施設となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三原警察署広島空港警備警察官派出所の概要 

 新広島空港(当時)開港に合わせて平成 5年 10月、所

長以下 15人体制で開所し、現在は所長以下 8人体制で

勤務しています。時差日勤勤務、宿直勤務を行う事で

勤務員が 24時間常駐して、保安立会、警ら等による空

港施設、同関連施設及び周辺地域の警戒警備、不審者

に対する職務質問、不審物件に対する対応等による犯

罪予防と検挙、地理案内や遺失拾得などの通常業務や

空港関係機関等との連絡・調整、各種訓練への参加、

会議への出席などの管理者対策をつうじて、広島空港

施設及び利用者等の安全・安心の確保を図っています。 

 このような多種多岐にわたる業務の中でも、テロ行

為の未然防止に係る諸対策(水際対策等)は重要なもの

の一つです。 

 

テロの被害に遭わないために 

1 近年のテロの傾向 

 近年の国際テロ情勢は、ISIL(いわゆる「イスラム

国」)などのイスラム過激派組織によるプロパガンダに

影響を受け過激化した者(ローン・ウルフ)が、世界各

地でテロを敢行する傾向にあります。 

 特に、比較的容易に入手できる刃物や車を利用した

ソフトターゲットを狙ったテロが多発していますが、

事前の把握も難しく、警戒警備も非常に厳しい情勢に

あります。 

 

2  ISILが世界のイスラム教徒に呼び掛けた内容 

  自爆を含む爆弾テロ、銃器を用いたテロだけでなく、

「IED や弾丸が見つからない場合は、岩で頭を打撃す

る、ナイフで殺害する、車両で轢過する、高い所から

突き落とす、首を絞める、毒を盛るなどせよ。それが

出来ない場合は、家屋、車両、会社に放火する。それ

も出来ない場合は、顔に唾をはけ。それも出来ない場

合は、信仰を考え直したほうがよい」と、あらゆる方

法で米国主導の有志連合の市民を攻撃するよう指示し

ています。 

 

3 なぜ日本人が狙われるのか 

 2014年 9月、ISILは、欧米を含む世界イスラム教徒

(スンニ派)に対して、対 ISIL連合諸国の国民を攻撃す

る声明を発出しており、ISILによるとみられるテロ事

件が多数発生しています。日本に対しては、昨年初め、

シリアにおいて日本人 2人を殺害する動画を発出した

ほか、同年 9月には、その機関紙において、ボスニア、

マレーシア及びインドネシアの日本の外交使節(大使

館等)を攻撃対象としています。 

 以上のように、彼らのいう標的から日本人か除外さ

れていないということを、十分認識する必要がありま

す。 

 



 

4 近年の日本人が被害に遭ったテロ事件 

■在アルジェリア邦人に対するテロ事件 

 2013 年 1月 16 日、武装集団がアルジェリアの天然

ガス関連施設を襲撃し、日本人 10 人を含む多数が

殺害されました。 

■シリアにおける邦人殺害テロ事件 

 2015 年 1 月から 2 月にかけ、ISIL が、拘束して

いた日本人 2人を殺害したとみられる映像を発出し

ました。 

■チュニジアにおける銃撃テロ事件 

 2015 年 3月 18 日、チュニジア首都チュニスで、武

装集団が博物館を襲撃し、日本人 3 人を含む 22 人

が殺害され、日本人 3 人を含む 44 人が負傷しまし

た。 

■バングラデシュにおける邦人殺害事件 

 2015 年 10 月 3 日、バングラデシュ・ロングプール

で、武装集団の銃撃を受け、日本人 1人が殺害され

ました。 

■バングラデシュにおける襲撃事案 

 2016年 7月 2日、バングラデシュ首都ダッカ市内の

レストランにおいて数人の武装グループが人質を

取って籠城し、日本人 7 人を含む約 20 名が殺害さ

れ、多数が負傷しました。 

 

5 テロ被害に遭わないために 

①企業として何をすれば良いか 

 ■危険情報の収集、分析 

 ■危険把握時の出張自粛や帰国指示 

 ■渡航者家族の連絡先の把握 

②個人として何をすれば良いのか 

 ■渡航先における治安情勢等の関連情報の入手 

 ■在外公館への「在留届」の提出 

 ■「たびレジ(外務省海外旅行登録)」への登録 

 ■危機管理意識の保持と安全確保 

  ・テロの標的となり得る場所(デパート、公共交

通機関等の集客施設)を訪れた際の注意喚起 

  ・不審人物や状況を察知した場合の離脱等の安全

確保 

 ■家族や友人、職場等への渡航先の連絡先を伝達 

 ■緊急時の連絡先の把握 

  ・警察、救急、消防 

  ・日本大使館、総領事館 

③万が一発生した場合、企業としてどういう動きをす 

ればよいのか 

 ■安否確認 

 ■帰国指示、出張自粛、自宅待機指示 

 ■警察による捜査への協力 

 ■外務省への協力 

6 不審者などの発見の着眼点(警察からのお願い) 

 日本国内では、幸いなことに市民が被害に遭うよう 

なテロ行為はいまだ発生していません。しかし、先程 

来お話ししてきたとおり、国内でテロが敢行されるお 

それは十分にあります。警察は、テロ行為を未然に防

止するため様々な活動を行っていますが、テロ行為を

防ぐためには市民の皆様方の協力が不可欠です。そこ

で、次のような不審な行動をとる人・物を発見した際

には、警察への通報をお願いします。 

■見慣れない人(物)が長時間、同じ場所にいる(ある) 

■観光地(所)以外の場所を写真、ビデオで撮影してい 

 る 

■常に人の目を気にして行動している 

■話し掛けても対応しない 

■自分の住所や名前を書き間違える 

質     問 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．警察学校は何年行くのですか 

Ａ．警察官の試験に合格後、警察学校に入ります。   

  初任研修、職場実習、また学校で総合教養 

  大卒は 6ケ月、7ケ月、2ケ月…計 1年 3ケ月 

  高卒は 10ケ月、8ケ月、3ケ月…計 1年 9ケ月 

 

Ｑ．警察学校の男女比 

Ａ．女性の比率は非常に高くなっております。 

  私が拝命したのは平成 12年 10月ですが、私の同

期に女性は一人もおりませんでした。 

  県警も女性の活躍に力をいれており、目標として

今後約 1割女性の警察官を配置させることを組織

として取り組んでいる所です。 

  警察の仕事の中では女性が活躍できる場が沢山あ

りますしこれからも増えていくと思います。 

 

Ｑ．広島空港警備警察官派出所での経験等 

Ａ．私は 3月から赴任いたしました。 

  4月に外相会合があり警護に携わり、仕事の重要

さ、広島空港における任務の重大さを実感いたし

ました。 

Ａ．ポケモンゲームが流行っております。中には女性

の人を撮影する人物の通報もありますので、そう

いった事も注意しております。 


