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高尾警察署に着任して
高尾警察署 署長 水落 豊蔵
本年 2 月 19 日付で航空隊長から高尾警察署長に着任しました水落です。
これまでの警察署での勤務は八丈島署を除けば区部の警察署ばかりでしたが、年間約３００万人と
登山者数が日本一の高尾山、皇室ゆかりの地である武蔵陵墓地、八王子城跡や甲州街道の繁栄の歴史
を伝える各所を数多く管内に有する高尾警察署に勤務することができ光栄であるとともに、着任後、
休日等を利用して実際にこれら名勝・史跡等を訪れ、改めて管内の素晴らしさと奥深さに感銘している次第です。
高尾交通安全協会の皆様方、また、地域の皆様方には、平素から交通安全活動をはじめ、警察行政の各般にわたって、
深いご理解と多大なご支援ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、私が高尾の街を守るため、署員には、
「現場で勝負できる力を身につける」を第一にお願いしております。
現場で実際に経験したことだけが自分の力になり、失敗や成功の体験の中でしか人間は成長できないと言われております。
私はこれまで刑事や組織犯罪対策部門での勤務が長かったことから、迷ったら現場に戻る、行き詰ったら現場からヒントをもらう、
ということを繰り返して行けば、自然と「現場で判断できる力」＝「現場力」が身に付くと思います。
毎日発生する各種事案に対し興味を持って、真摯に対応することで現場で勝負できる真の力を身に付けることができ、この経験を
活かし、管内の交通事故防止に知恵をだし、汗を流して貢献できる力の源になると考えております。
高尾署といたしましては、管内の交通事故「０」を目指し、
「明るく住みやすいまち高尾」を実現するために高尾交通安全協会の
皆様、地域の皆様との連携を深め、
署員一丸となって各種対策に取り組んでまいりますので、
今後ともどうぞよろしくお願いします。
結びに高尾交通安全協会会員の皆様方とご家族のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。

交通安全祈願祭
祈願パレード
高尾山薬王院にご協力頂き、
高尾交通安全協会・高尾幼稚園・
高尾交通少年団による清滝駅か
ら薬王院祈祷殿まで総勢３００
名の大行進パレードを行いま
す。薬王院祈祷殿において、皆様
にご協力頂いた「なで木」を燃え盛る護摩壇に
投じて「市民の交通安全祈願」と「交通事故による犠牲
者の慰霊」を行い広く交通安全を願います。薬王院祈祷殿広場
の「火のまつり」に関しては、当日一般観客のご参加もできますので、
大勢の皆様のご参加をお待ちしております！「なで木」一座 200 円で購入できます。

全国交通安全運動は、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けると
ともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として
います。
秋の全国交通安全運動の全国重点‼
〈１〉子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止〈２〉夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
〈３〉全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底〈４〉飲酒運転の根絶〈５〉二輪車の交通事故防止
みなさん一人ひとりがマナーや交通安全について考え、行動し、守り、悲惨な交通事故を無くしていきましょう。
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９月１５日(土)

交通安全祈願パレード
「火のまつり」

９月２１日(金)
～３０日(日)

秋の全国
交通安全運動

９月２１日(金)

交通安全
「出陣式」

「出陣式」10:15～ 高尾警察署駐車場 「ハーレー隊パレード」10：30 頃出発
11：45 頃～「交通安全キャンペーン」パレード終着地、高尾山清滝駅前に
おいて大勢の観光客に対し交通事故防止の呼掛け、チラシ配布を行う

９月２２日(土)

交通安全
「関所」開設

北条氏照の「小仏関所」にちなみ、関所代官の裃姿で通行車両等に交通事故防止
の呼掛け、チラシ配布を高尾警察署前甲州街道上線において行う
10：30～ 高尾警察署前において、高尾交通少年団による鼓笛演奏開催

９月２３日(日)

交通安全フェスタ

９月２５日(火)

自転車ストップ作戦

めじろ台駅前 10：30～自転車事業協力店による「自転車無料点検」

９月２６日(水)

ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ･ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ
着用キャンペーン

圏央道高尾山インターにおいて、行楽車両に対する交通安全の呼掛け
全ての座席でのシートベルト・チャイルドシートの着用推進

９月２６日(水)

独居高齢者宅家庭訪問

日 程 調 整 中

管内事業所訪問

「交通安全祈願パレード」 14:00～ 清滝駅→薬王院祈祷殿までパレード
「火のまつり」
14:45～ 薬王院祈祷殿において交通安全を願う
高尾警察署員、高尾交通安全協会による街頭配置
管内全域、事故多発路線における車載マイクでのテープ広報
署長、各課長、安協会長による各配置場所指導員に対する激励巡視

狭間駅 イトーヨーカ堂において 14：00～15：00「交通安全フェスタ」開催

高尾交通安全協会女性部と高尾警察署の協働による、独居高齢者宅家庭訪問
交通事故防止及び特殊詐欺等からの被害防止の防犯指導を行う
安管運輸関係事業所を訪問し、飲酒運転根絶ポスター提示依頼及び
従業員に対する交通安全教育資料を配布

※行事内容は一部の情報になります。またスケジュールは変更になる場合がございます。

警視庁騎馬隊と横山中学吹奏楽部をお招きし、多摩
御陵参道をステージに迫力ある騎馬隊と横山中学
校の素晴らしい演奏、ダンスを披露して頂き、高尾
交通少年団の演奏に合わせて高尾幼稚園の園児た
ちの可愛いダンス、騎乗体験。富士森高校ボランテ
ィア部にご協力頂き、大勢の方にご参加して頂き
ました！

地域の安全をサポートしています

総勢 100 名による交通安全「出陣式・オープンカーパレード」を行いました。
高尾山清滝駅前広場において大勢の観光客に対し交通安全の呼掛けを行いました。

活動の内容・写真は高尾交通安全協会公式
ホームページに詳しく記載されています！

薬王院祈祷殿前甲州街道上下線において、
1 年ぶりの「関所」開設！多くの通行車両
等に交通安全の呼掛けとチラシ配布を行
いました。

自転車シミュレーターや輪投げ等を行い、
遊びの中から子供と高齢者に交通安全意識
の周知や事故防止を呼びかけました。

安全運転管理者部会事業所の、医療法人財団青渓
会駒木野病院様・株式会社むつみ様にご協力頂き、 高尾警察署講堂において、春の全国交通安全運動に伴う「表彰式」が行われ
ました。受賞された皆様、おめでとう御座います。
事業所訪問を行いました。

自転車は道路交通法上「軽車両」です。
くるまと一緒‼ 守るべき交通ルール‼

自転車は、車道が原則、 歩道は例外

車道は左側を通行

以下の場合は歩道を通行する事ができます。

車道はもちろん、路側帯も左側を通行しましょう。
一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があ
り、自転車の規制が除外となっている場合に通行
(逆行)する場合も同じです。

・13 歳未満の子供
・70 歳以上の高齢者
・身体の不自由な人
・
「普通自転車歩道通行可」標識等があるとき
・道路工事などで普通自転車の通行の安全を確
保するためにやむを得ないと認められるとき。

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行する際は、歩行者に注意してすぐに
停止できる速度で運転しましょう。
歩行者優先が大原則です。

子どもはヘルメットを着用

安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進走行の禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号遵守
一時停止の場所では必ず止まって安全確認
傘・携帯電話・ヘッドホンイヤホンなどを
使いながらの運転は危険です。

保護者の方は、１３歳未満の子どもにヘルメットを
かぶせるよう努めなければなりません。
幼児をシートに乗せるときも着用をお願いします。
2018 年 高尾交通安全協会 9 月～ 行事予定
9 月 15 日

火のまつり 交通安全祈願パレード

9 月 21 日～30 日

秋の全国交通安全運動

10 月中旬

八王子ロードレース大会

11 月初旬

秋の交通安全運動に伴う表彰式

11 月 17 日、18 日

いちょう祭り 街頭配置

12 月 1 日～7 日

TOKYO 交通安全キャンペーン

12 月 17 日～22 日

年末特別警戒

2 月 10 日

夢街道駅伝警備

3 月 30 日

市民のつどい 交通安全パレード

3 月～6 月

新・旧 指導員講習会

高尾署管内交通事故 (本年８月７日 現在)
発生件数
本
年
前
年
増減数
発生件数
２００
１８４
＋１６
死
者
１
０
＋１
負傷者数
２２０
２１４
＋６

高尾山の花をご紹介
しろばなやま は っ か

白花山薄荷

シソ科・
ヤマハッカ属

開花期・９月

ヤマハッカの品種で白花の事です。葉の形が薄荷に似て山野に咲く事から
「ヤマハッカ」の名前があります。葉腋から花柄を出し唇形花の花を何段
にも付けて咲かせます。山地の草地や林緑に普通に見られますが「白花ヤ
マハッカ」は稀にしか咲きませんので、是非探して見て下さい！

〈お問い合わせ先〉高尾交通安全協会
〒193-0844 東京都八王子市高尾町 1735-1
TEL 042-667-3500 FAX 042-667-2877
ホームページ http://takaoankyo.net

高尾の街のすみずみに
交通安全の輪を広げる
活動に是非ご参加下さい！
詳しくは、高尾警察署交通総務
ＴＥＬ ０４２－６６５－０１１０

