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令和３年度第２回鶴岡警察署協議会の開催
鶴 岡 警 察 署

日 時 令和３年10月15日（金）午後３時30分から午後５時まで

（午後２時から午後３時30分まで研修）

場 所 研修会 鶴岡警察署

協議会 鶴岡警察署401会議室

出 席 者 (1) 鶴岡警察署協議会委員 会長以下10名

(2) 鶴岡警察署 署長以下14名

議 題 （1）治安概況説明を踏まえた意見・要望等

(2) その他

研 修 会

交通安全ゆとり号、危険予測トレーニング（動画ＫＹＴ）の体験

会 長 挨 拶

協議会の前に研修会として、交通安全ゆとり号、危険予測トレーニングを体験させて

いただいたが、このトレーニング等を多くの市民の方にも体験してもらうことにより事

故防止の意識が高まり、交通事故が減ると思われる。

鶴岡警察署管内では昨年11月から交通死亡事故が発生していないということで、鶴岡

警察署員はもちろん、交通関係団体の努力のおかげである。

一方、新聞等で鶴岡警察署の警察官が不祥事を起こしたことを知ったが、再発防止に

向けて十分な対策を取っていただきたい。

署 長 挨 拶

本県警察職員による非違事案が相次いで発生しており、今後は、全署員で危機意識を

共有して非違事案の絶無を図るとともに、目に見える業務の成果を挙げることで信頼回

復に努めていく所存である。
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当署管内の治安情勢は、本年９月末現在で、事件、事故ともに発生件数は低い水準を

維持しており、穏やかな治安情勢であることから、今後も管内の治安維持のため、各種

街頭活動の強化を図り、地域の安全安心の確保に全力を挙げて取り組んでいきたい。

【治安概況説明】

刑事官、交通課長からの説明

○ 犯罪の発生状況等について

○ 交通事故の発生状況と特徴について

【協議内容】

議 題 警察全般に対する意見、要望等について

委員からの意見等 警察署の回答

○ 可搬式の速度取締り装置が県警に配備さ 御質問の装置は、正式には、可搬式速度

れたと聞いたが、どのようなものか。 違反取締装置という名称のものです。

これは、一定以上の速度で走行中の車

両を自動で撮影し、撮影された記録を基

に違反車両及び運転者の特定を行い、速

度違反を検挙するための装置です。

その特徴は、

・装置自体が小型、軽量で持ち運びが

容易

・所要人数が２名程度

・夜間も運用可能

で、この装置により、これまでよりも取

締りスペースの有無に左右されず、交通

実態や事故分析に基づき、必要な場所に

必要なタイミングで速度取締りを行うこ

とが可能となっています。

道路状況等から、これまで取締りが困

難であった場所においても取締りを行う

ことが可能となり、ドライバーに緊張感

を持たせ、結果として実勢速度の低下に

繋がることが期待されます。
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現在県警では、令和２年12月に１台導

入し、運用中です。当分の間は「やまが

た110ネットワーク」を通じて取締り情

報を県民に発信していきます。

○ 交通安全ゆとり号の活用促進について 高齢ドライバーの事故では、加齢に伴う

高齢者で、運転免許証を更新するか悩ん 身体的機能の低下による、交差点通過時の

でいる方もおり、家族も心配しているので、 判断ミスや運転操作ミスによるものがあり

自分の運転の現状を認識できる「交通安全 ます。

ゆとり号」の活用を促進していただきたい。 高齢ドライバーの皆様方に「交通安全ゆ

とり号」で運転適性検査を受検していただ

き、自分の身体機能の現状を正しく認識し

ていただくとともに、その検査結果に応じ

た警察官からのアドバイスを実践していく

ことで、安全運転に繋げていただきたいと

考えております。

○ 交通安全ゆとり号の活用状況とＰＲの方 「交通安全ゆとり号」は、市町村や老人

法について クラブ等からの依頼により公民館等に出向

き、検査結果に基づいて個別に安全運転ア

ドバイスを行っております。

当署における現在の活用状況ですが、９

月末現在で４回68名の方に利用いただいて

います。

新型コロナウィルス感染症拡大の影響

で、１回当たりの利用人数が制限された中

での実施となりますが、感染防止に配意し

ながら今後も活用してまいります。

ＰＲ方法については、交番・駐在所が発

行するミニ広報紙で紹介したり、地域の情

報紙等を活用してＰＲを行っております。

○ 道路のセンターラインについて センターラインの引き直しは、ラインの

道路のセンターラインが薄かったり、消 色が黄色の場合と白色の場合とで施工主体

えてなくなっている道路が多く見られる。 が異なります。

特に見通しの悪いカーブやセンターライ 警察が主体となるのは「黄色」の場合で、

ン、路側ラインが消えている道路について 薄かったり消えかかっているような状況を

は早急な対応が必要であることから、何と 点検しながら毎年春先に塗り直しの工事を

か早くラインを引いてもらえるようお願い 発注して対応しています。

したい。 今後も現場を確認のうえ迅速な塗り直し
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を行います。

「白色」のセンターラインや車道外側線

の場合は道路管理者になります。引き直し

の要望については、道路管理者に情報提供

を行い、可能な限り早めの対応になるよう

働き掛けを行っていきます。

○ 今回の非違事案について 委員御指摘のとおり、不祥事案について

今回の不祥事については、個人のことで は、警察官としての自覚の欠如にほかなら

あって何とも言えないが、特に警察官とし ず、我々職員一同、改めて襟を正す必要性

ての自覚が足りなかった。また、署として を実感しており、誠に申し訳ありませんで

は市民から見て理解されるよう速やかに公 した。

表してほしい。 先日、委員に説明させて頂いたところで

すが、新聞等で御覧になった今回の非違事

案の内容については、県警で発表したもの

ではなく、報道機関が独自に入手した情報

になります。

懲戒処分の発表は、警察庁で示している

「懲戒処分の発表の指針」に基づいて行わ

れ、発表する場合は、捜査及び調査を経て、

懲戒処分を科した後、速やかに行うことが

原則とされております。

なお、事件捜査については、逮捕事案以

外、発表はしておりませんので、御理解を

お願いします。

○ 子供達の通学路の安全対策について 警察では、通学路対策として、警察官に

狭い道路については、車の通行禁止等の よる街頭立哨や、パトカーのレッド走行、

対応も必要ではないか。 交通取締りなど、警戒活動を強化しており

ます。

また、教育委員会や学校、道路管理者等

の関係機関と連携をとりながら、合同点検

を実施しており、その結果、

・交通量が多く、道路を渡るのに危険

・通行車両の速度が速く危険

といった危険箇所を把握しております。

把握した危険箇所については、

・横断歩道、一時停止等の新設や塗り

直し

・最高速度規制の実施
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・速度取締りの実施

等の対策を実施してまいります。

また、委員から御意見があった、狭い道

路への車の通行禁止についても、当署管内

ではスクールゾーンと呼んでいる、登下校

の時間帯を指定しての車両通行止め規制を

実施しています。

通行止め規制は、道路利用者の利便性を

妨げることになりますので、地元住民の意

見、要望等も踏まえながら、現場の交通状

況や交通事故発生状況等を見て総合的に必

要性を判断していきます。

今後とも、関係機関や地域住民、生徒の

保護者の皆様とも協力して、子供達の通学

路の安全確保に努めてまいります。

○ 警察官の不祥事に関しての具体的な取組 県警では、一連の不祥事を受けて、倫理

はあるのか。 意識を涵養し、倫理観の高い組織風土を醸

成するための教養を実施しているほか、階

級ごと、各年齢層に分けて少人数による討

議を開催して再発の絶無に努めておりま

す。

一例として、全体朝礼の際に、副署長が

署員に対し、「格言」などを読み聞かせて、

警察官としての在り方を問いながら、一人

ひとりに考えさせる教養を行っています。

引き続き職員個々が感じていることを汲

み取れる職場づくりを確立していきます。

○ 職員の心のケアをする必要があるのでは ○ 職員の心のケアについて、警察本部に

ないか。 は臨床心理士の資格を持つ職員がおりま

警察として第三者に相談できるような体 す。また、県内の医師をカウンセラーと

制はあるのか。 してお願いして、困りごと等の相談がで

きる窓口を提供しております。

全職員に対し、定期的に個別面接を実

施しておりますが、それだけでは職員の

心の状態等の全てを把握することはでき

ません。

そのため、部内、部外に資格者を配置

して、相談できるような体制を構築して
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います。

また、弁護士にも相談受付の外部委託

をしており、例えば借金などの相談もで

きるよう配慮しています。

○ 全国で子供が犠牲になる事故が起きてい ○ 貴重な御意見として承ります。

ます。

資料を見る限り非常に多くの危険箇所が

あり大変ですが、是非安全対策をお願いし

たいと思います。

○ 先日、交通事故で渋滞している場面に遭 ○ 二次的な事故防止については、これか

遇したが、見通しの悪い場所で勝手にＵタ ら特に天候の悪化等も考えられるので、

ーンする車両等があり、二次的な事故が発 現場の体制を増やしたり、セーフティー

生するのではないかと心配になった。 コーン等の装備資機材を有効活用したり

渋滞で後ろに並んでいる車両は先頭部分 して対応してまいります。

で何が起こっているのかも分からない状況 分かりやすい案内としては、長時間の

なので、デジタルサインの電光掲示板など 交通規制については交通管制センター

で何が発生しているのか分かりやすく知ら や、やまがた110ネットワークにより広

せてほしい。 報しているところであります。

また、迂回路について現場の警察官に質 それに満たない小さな事故については

問したところ、「分からない」という回答 現場の警察官がより分かりやすく迂回路

だったが、もっと分かりやすい説明をして を示して誘導できるように指導していき

もらいたい。 ます。

○ 迂回路について「分からない」という

回答をしたことは、今の状況を伺った限

りでは、不適切な対応だったと思われま

す。

署員に対して、言葉遣い等について十

分注意するように指導しているところで

ありますが、今回の例も踏まえて不適切

な発言が無いように、今後十分指導して

まいります。

○ 防災ヘリについて、どこの所属なのか、 ○ 県警ヘリ「がっさん」は、本部生活安

どこから飛んでくるのか、個人的に依頼で 全部地域課の管理です。

きるのか、お金がいるのか等基本的なこと 県警ヘリは、東根市内にある山形空港

を教えてもらいたい。 に停留してあり、個人的な依頼はできま

せん。

ヘリの出動が必要か否か判断する上で



- 7 -

も、事案が発生したり、気付いたりした

際は、ためらわず110番通報をお願いし

ます。

なお、同ヘリの運用に際して、代金等

はかかりません。

３ 開催状況の写真

ゆとり号体験 危険予測トレーニング（ＫＹＴ）の体験

会長あいさつ 署長あいさつ


