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県民を守る組織力

三重県警察の組織
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会計課 遺失物・拾得物の取扱い等

警務課 総合案内/広報/警察安全相談/警察職員募集等

留置管理課 留置施設の管理運営/被留置者の護送等

生活安全課
犯罪の予防/ストーカー・ＤＶ対策/少年の非
行防止/生活経済事犯・風俗事犯・サイバー犯罪
の取締り/銃砲刀剣類・風俗営業等の許可事務

地域課 110番通報等への初動対応/パトロール活動/
巡回連絡/水難・山岳遭難救助、雑踏警備等

刑事課
殺人・強盗・窃盗・詐欺等の犯罪捜査活動/
暴力団取締り/拳銃・覚醒剤事犯の取締り/
鑑識活動等

交通課 交通安全教育/交通指導取締り/交通事故・事件
捜査/信号機・標識等の管理/運転免許事務等

警備課 災害対策・救出救助活動/要人警護/
警備犯罪の取締り等

警察学校

警察署18署

警務部 総務課/会計課/情報管理課/警務課/厚生課/デジタル推進監

生活安全部 生活安全企画課/人身安全対策課/少年課/生活環境課/
サイバー犯罪対策課

地域部 地域課/通信指令課/自動車警ら隊

刑事部 刑事企画課/捜査支援分析課/捜査第一課/捜査第二課/捜査第三課/
組織犯罪対策課/鑑識課/機動捜査隊/科学捜査研究所

交通部
交通企画課/交通規制課/交通指導課/交通機動隊/高速道路交通警察隊
運転免許センター
　運転免許管理課/運転免許試験課

警備部 警備企画課/警備第一課/警備第二課/警衛対策課/機動隊

警察署協議会

警察官を志すあなたへ

「正義感」を抱いて職務を全うする。
それが警察という仕事

女性の活躍の場が広がることで、
警察組織に新たな風が吹き込む

日々様々な事件や犯罪が発生し、被害に遭われる方がいま
す。犯人を検挙し、事件を解決することは、被害に遭われた
方の思いに応えるとともに、新たな犯罪を抑止して三重に
暮らす人々の更なる被害を防ぐことにもなります。安心し
て暮らせる社会を作る喜びを肌で感じられる、自分の「正
義感」を生かして職務を全うできるのが、警察の仕事です。
警察の世界に身を投じることに不安を感じる方もいるで
しょう。しかし、三重県警察では今まで何千・何万の若者を
迎え入れ、成長を後押ししてきました。先輩たちは山の遥
か上の方から皆さんが登ってくるのを待っているわけでは
ありません。登山靴の履き方や山道の歩き方から丁寧に教
えた上で、皆で一緒に登っていくのが警察の教育体系で
す。警察学校での学びを始めとする育成メソッドの充実度
では、警察の右に出る組織はないと自負しています。警察
には多岐にわたる業務があり、必ず自分の力を生かせる場
所が見つかります。それぞれの場所で警察官・警察職員と
してのやりがいをぜひ味わってください。

平成元年４月	 三重県警察官採用
平成１５年３月	 いなべ警察署刑事課長【警部昇任】
平成１７年４月	 警察庁長官官房人事課
平成２０年４月	 警務部警務課課長補佐
平成２２年３月	 警務部警務課調査官
平成２４年３月	 津警察署事件指導官【警視昇任】
平成２５年３月	 警務部広聴広報課広報室長
平成２６年３月	 生活安全部生活環境課生活環境犯罪捜査室長
平成２７年３月	 伊勢警察署副署長
平成２９年３月	 生活安全部サイバー犯罪対策課長
平成３０年３月	 刑事部機動捜査隊長
平成３１年３月	 警務部参事官（会計課長）
令和３年３月	 現職

鈴鹿警察署長 警視

栁生 裕也

三重県警察に入って２０年、様々な業務を経験してきまし
た。現在は県庁財政課に出向し、知事の下で県全体の予
算案の査定・編成と県議会対応の調整に携わっていま
す。私の前任者も女性で高校生のお子さんがいます。
今春までは警察本部警務課企画室で組織体制の見直し
や女性活躍施策の推進を担当しました。在任中に５ヵ年
計画を策定し、女性採用枠を拡大するとともに女性未配
置の部門に門戸を広げ、活躍の舞台を整えました。三重
県警察は女性の割合が多いのが特徴です。
多くの女性が充実した支援制度の下で出産や育児を行
い、家庭と仕事を両立させています。私も出産・育児休暇
を経て最前線に復帰しました。育児しながら働くのは自
然な形。周囲の「配慮」に遠慮しながら働く時代ではあり
ません。女性の視線が加わることで組織に新しい風を吹
き込むこともできます。今後は女性も更に上の役職に就
き、新しい景色の中で活躍することは間違いありません。
私はこれから警察に入る皆さんを全力で応援します。

平成１２年４月	 三重県警察官採用
平成１８年３月	 桑名警察署地域課【警部補昇任】
平成２１年３月	 生活安全部通信指令課
平成２３年３月	 伊勢警察署生活安全課
平成２７年３月	 警務部総務課
平成２８年２月	 大台警察署地域課長【警部昇任】
平成２９年３月	 鳥羽警察署生活安全課長
平成３１年３月	 警務部警務課企画室課長補佐
令和３年３月	 現職

三重県庁派遣（総務部財政課）

中西 裕美子

[  幹部職員からのメッセージ ]
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卑劣な犯罪から、子どもや女性、高齢者らを守る。 地域のコミュニティに溶け込み、有事に即応する。[  生活安全部門 ] [  地域部門 ]

私が担当しているストーカーやＤＶ
事件は、内容がエスカレートして殺
人事件などに発展するおそれがあ
るため、緊張感とスピード感を持っ
て対応に当たっています。また、被
害者の大半が女性であることから、
相談に当たる私たち女性警察官の
役割はとても重要です。被害者が
一日でも早く安心して日常生活を
送れるよう、臨床心理士などと連携
した支援も行っています。

自動車警ら班は、パトロール活動により、警察署
管内全域の治安維持に当たっています。
事件や事故が発生した場合、機動力を生かして早
期に現場に臨場し、犯人の検挙や目撃者からの事
情聴取、現場保存などの事案対応に当たります。
警察学校での実習経験を生かし、パトロール中に
発見した不審者に職務質問を行い、その言動や
所持品等から不審点を追及して犯罪を検挙した
時、警察官としての成長を実感しました。

サイバー犯罪は、広域で不特定多数に被害が及ぶ犯罪で、インターネットやスマー
トフォンの普及に伴って、とても身近な犯罪となっています。
インターネット等の情報通信技術は日々進化しているため、ネットに絡んだ犯罪は
言わば「時代の最先端の犯罪」と言えます。
そのような犯罪に立ち向かうため、これまでの捜査手法に加えて、新たな捜査手法
を用いて犯人を検挙したときは、大きな達成感を味わうことができます。
今後、ネット犯罪等に絡んだ手口もますます巧妙化することが予想され、常に「最
先端な視点」を維持し続けなければならないことには苦労が伴いますが、解決に必
要な知識や技術を体得できることもサイバー犯罪捜査の魅力だと感じています。

交番勤務は、１１０番通報があると真っ先に現場臨
場するため、様々な経験を積むことができます。
交番を訪れる人も様々で、多くの方から様々な相
談を受けます。それらの相談の中には難しい内容
のものもありますが、上司・先輩のアドバイスを
受け、解決できたときに、相談者が「ありがとう。」
と声を掛けてくれることがあります。
一つ一つの「ありがとう。」が私のモチベーション
の維持にも繋がっています。

津南警察署
生活安全課生活安全係
巡査長

警察本部
サイバー犯罪対策課サイバーセキュリティ対策係長
警部補

鈴鹿警察署
地域課地域係
巡査

津警察署
地域課地域係
巡査
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被害者の無念を思い、わずかな痕跡も見逃さない。

高度な技術で、道路交通の安全と円滑を確保する。

[  刑事部門 ]

[  交通部門 ]

真実を明らかにし、被害者の無念を晴らす
ことが刑事の使命です。必ず犯人を捕ま
えるため、犯罪現場に残されたわずかな
痕跡も見逃すことのないよう、現場鑑識
活動などの地道な捜査に加え、防犯カメ
ラ映像の解析や犯行手口の分析など科学
技術を活用した追跡捜査を行っています。
「検挙に勝る防犯なし！」検挙率１００％を目
指し、犯罪に立ち向かいます。

専門的な訓練と教育を受けた警察官だ
けが白バイ隊員になることができます。
厳しい訓練を経て白バイ隊員に任命さ
れ、自分専用の白バイを貸与されたとき
の喜びは今でも忘れられません。
交通事故は減っていますが、「あおり運
転」や「飲酒運転」などを行う悪質危険ド
ライバーは後を絶ちません。
「安全で安心して走れる三重の道」を実
現させるため、これら悪質ドライバーの
徹底検挙に取り組んでいます。

交通事故をなくすための警察の重要な業務の一つに交通規制があります。私は、警
察本部交通規制課で信号機や横断歩道の設置、管理を行っています。新しく道路がで
きたり、学校や病院、大型商業施設ができたりすると交通流や交通量が大きく変化し
ます。そのような場合に最適な交通環境を構築するため、国や自治体、地域住民とよ
く連携し、信号機等を設置したり、移設したり、時には撤去したりしています。計画段階
から「安全な街づくり」に携わり、それを実感できるとてもやりがいのある仕事です。

私は、外国語大学に在学中にスペイン語を専攻し、その語学力を活か
して現在は、スペイン語の通訳官として仕事をしています。
近年、外国人による犯罪だけでなく、外国人が犯罪の被害者になる事
案も増えており、警察業務における通訳の必要性は高まっています。
外国人など相手の国の文化や風習等を踏まえ、不安な気持ち・悩みに
しっかり耳を傾け、心を開いて話をしてくれたときや自分が行った通訳
が事件解決に役立ったときには、通訳官としてのやりがいを感じます。

鈴鹿警察署
刑事第二課組織犯罪対策係長
警部補

警察本部
捜査第三課盗犯係主任
巡査部長

警察本部
交通機動隊第一小隊第一分隊長
巡査部長

警察本部
交通規制課施設係主任
巡査部長
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全国一体となって、公共の安全と秩序を維持する。 多彩なスキルで、３,５００人の組織を支える。[  警備部門 ] [  事務官・技官部門 ]

私は、内閣総理大臣をはじめとする国家機
能を担う国内要人の警護および国賓などの
来日外国要人の警護を行っています。
平成２８年の伊勢志摩サミットの際には当時
の安倍首相の車列の警護を担当しました。
計画の作成から始まり、装備品の準備、不
測の事態を想定した対応、現場での車列の
先導と、一瞬たりとも気を抜くことが許され
ない緊張感の中で、無事に任務を完遂する
ことができ、大きな達成感を得られました。
県民の方が“何も起こっていない”という安
心感を感じている光景の陰では、多くの警
察官の地道な作業が積み重ねられていま
す。与えられた任務に懸命に取り組む中で、
自分なりのやりがいが得られ、成長の糧と
なっていく世界に身を置くことができてい
ることを実感しています。

警察業務が円滑に行われるように、経理、情報管理、勤務管理、福利厚生、鑑識、
免許など様々な部門で警察事務官が活躍しています。
私は、警察本部情報管理課でシステムの開発・運用を担当しています。これまで
犯罪捜査だけでなく、落とし物や拾い物に関するシステムや運転免許に関する
システムの開発・運用に携わってきました。今は、行政事務のデジタル化や在宅
ワークが効率的に行えるようなシステムの構築に向けた取組を進めています。

科学捜査研究所では、法医、物理、化学、人文
部門の技官が、それぞれの専門的知識や技
能、最新の機器を活用し、捜査を科学技術に
基づいて支援しています。
私は、法医分野を担当し、犯罪現場に残され
たわずかな痕跡の中からＤＮＡ型鑑定によっ
て識別を行い、事件を真相解明へ導きます。
鑑定が裁判でどのように評価されるか、非常
に重い責任を伴う業務ですが、大学で学んだ
専門的知識が犯罪解決に結びついたときの
達成感はこの上ないものです。また、働きな
がら、学術研究も行えることも魅力です。

警察本部
警備第二課警護担当補佐
警部

警察本部
情報管理課電算運用係
事務官

科学捜査研究所
法医係
技官

7      8



警察学校

一般教養 倫理、英会話、社会情勢、ICT技術 など

関係法令 憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法 など

警察実務 職務質問、交通取締り、鑑識、無線通信 など

術科訓練 拳銃、逮捕術、柔剣道（いずれか選択） など

授業カリキュラム

※警察学校における教養期間

入校後の流れ

初任科 配置先での勤務
※４週間

警察行政・
警察事務職員

初任科 職場実習 初任補修科 実戦実習 ２１か月
※１０か月 ３か月 ※３か月 ５か月

警察官
【長期過程】
短大・高校卒など

初任科 職場実習 初任補修科 実戦実習
※６か月 ３か月 ※２か月 ４か月

１５か月	
警察官

【短期過程】
大学卒

警察官としての職責の自覚と社会人としての心構えを養い、専門的な
法学、地域警察活動の基本となる知識、技能を習得します。

県内各警察署の交番等に職場実習生として配属され、パトロールや
住民の方々との交流を通して警察業務の基礎を磨きます。

初任科教養 職場実習	 	 	

1、2年かけて警察学校での教育訓練と警察署での実習を反復することで、
無理なく段階的に一人前の警察官へと成長することができます。

教官 入校当時はどんな気持ちだった？

学生 寮生活で人間関係に悩むと思いました。
学生 私は運動部ではなかったので、体力面の
心配があって、めちゃくちゃ走らされて脱落した
らどうしようと不安で一杯でした。

教官 そうでもなかったでしょう？

学生 寮は個室で、授業時間以外はスマホが使
えます。テレビもあります。平日は買い物に出掛
け、土日は家に帰ることができたので２４時間・３
６５日べったり共同生活という感じじゃなかった
です。もっと駅から近いと良かったのですが。
学生 最初は、運動部に入っていた同期生と差
を感じましたが、教官や同期生から効果的なト
レーニング方法を教えてもらったりして、卒業
するときには自分でも見違えるほど、体力がつ
いていました。法律の勉強や無線技士の資格
の勉強も大変でした。試験前はみんな必死でし
たね。

教官 特に印象に残っていることは？

学生 職場実習に行き制服姿で街を歩いた時で
す。直接、市民の方に接してとても緊張しました。
教官に見守られる有り難みを感じました（笑）。
初めて制服に袖を通したときのように、改めて
警察官になった実感が湧き上がりました。
学生 職務質問や交通取締りのような人と接す
る訓練は真剣でした。卒業すれば、実習生とは
いえ、市民から見れば一人前の警察官ですから。

教官 同期生ってどんな存在？

学生 いつも一緒にいるので悩みを相談しやす
かったです。みんな真剣に話を聞いてくれまし
た。
学生 誰かが困っていたら自然と手を差し伸べ
合う関係でした。私も何度も助けられました。
卒業後も連絡を取り合って絆を深めていきた
いと思います。

[  学校対談 ]

体力の限界まで鬼教官が厳しく指導する
警察学校はドラマや漫画の世界の話で
す。三重県警は段階を踏む体系的なカ
リキュラムで皆さんを育成します。予備
知識がないことを前提に法律や職務執
行の手順を一から丁寧に教えます。体
力は１年かけて徐々に鍛えれば見違えま
すので心配することはありません。未知
の世界に飛び込む不安は私も味わいま
した。しかし警察学校は成長する手応え
を日々実感できる良き学び舎でした。昔
の自分を見る気持ちで皆さんを全力で
支えます。ぜひ一緒に学びましょう。

警察学校
教官

教官 学生
令和２年４月採用大学卒
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※平均的な扶養、通勤、時間外、宿日直、
　特殊勤務、地域、住居手当を含む
※最速で昇任すると仮定

警察官 採用１年後
（巡査）

採用５年目
（巡査･巡査部長）

採用10年目
（巡査部長･警部補）

採用15年目
（警部補･警部）

大学卒
月給 約339,000円 約369,000円 約424,000円 約494,000円

期末勤勉 約1,051,000円 約1,221,000円 約1,428,000円 約1,780,000円
年収 約5,125,000円 約5,651,000円 約6,513,000円 約7,714,000円

高校卒
月給 約296,000円 約327,000円 約378,000円 約437,000円

期末勤勉 約885,000円 約1,004,000円 約1,252,000円 約1,475,000円
年収 約4,437,000円 約4,927,000円 約5,782,000円 約6,714,000円

※平均的な扶養、通勤、時間外、宿日直、
　地域、住居手当を含む
※最速で昇任すると仮定

一般職員 採用１年後
（係）

採用５年目
（係）

採用10年目
（係･主任）

採用15年目
（主任）

大学卒
月給 約288,000円 約315,000円 約372,000円 約423,000円

期末勤勉 約898,000円 約1,000,000円 約1,267,000円 約1,460,000円
年収 約4,359,000円 約4,785,000円 約5,737,000円 約6,540,000円

高校卒
月給 約249,000円 約276,000円 約321,000円 約379,000円

期末勤勉 約746,000円 約850,000円 約1,020,000円 約1,289,000円
年収 約3,729,000円 約4,159,000円 約4,876,000円 約5,839,000円

警察官・職員の待遇
給与・昇任
警察官の給与は、職務の特殊性から優遇されています。また、住宅や通勤、扶
養、休日勤務などの諸手当や年２回の賞与も支給されているので、安心して
職務に専念することができます。

個々の努力と実力が公正に評価され、試験により昇任への道が開かれます。
採用区分に関わらず本人の能力・意欲に応じ、公平に昇任する機会が与えられ、昇任時には専門の教養を受けます。

大学卒 短大卒 高校卒
警察官
（初任給） 約218,000円 約199,000円 約188,000円

警察職員
（初任給） 約195,000円 約174,000円 約162,000円

大学卒 高校卒

210,200円 167,400円

※毎年４月の昇給期には、勤務成績に応じて昇給が加算される場合があります。
　右記の表は、給料月額に地域手当を加えた額（1,000円未満四捨五入）であり、給与
　改定等により変更されることがあります。また、このほかに各種手当が支給されます。

令和２年４月現在

給与モデルコース 令和２年４月現在

昇任制度

初任給の全国平均

活躍の場を広げる研修・出向制度

他機関で活躍する職員

体系的な教育・研修制度

教育訓練は三重県の警察学校だけで行われるのではありません。上位の階級に昇任する際や専門的知識・技能を深める際は、愛知県にある中部管区警
察学校や東京都にある警察大学校で、他の都道府県の警察職員と合同で研修を受ける機会が得られます。
語学力や国際感覚に優れた人材を育成するため、半年間から２年間の語学研修や海外研修が幅広く行われています。得られた知識を生かし、３年間また
は４年間、世界各地の大使館や総領事館で外交官として勤務する機会もあります。
多くの職員が警察庁や中部管区警察局に数年間出向し、国の治安行政に携わっています。三重県庁や県内主要市の幹部職員として出向する機会も少な
くありません。これらの総数は毎年70人に上ります。

ワークライフバランスを確立して能力を発揮できる
職場環境作りを推進しています。

福利厚生
制度

給付制度 警察職員及びその扶養家族の病気、負傷などの医療費の給付と
出産、冠婚葬祭などに伴う給付制度があります。

全国約36万人の警察職員が支え合う安心の共済・団体保険制度保険制度
定期健康診断、特別健康診断を行っています。健康診断等

（健康相談）保健師、臨床心理士、産業カウンセラーが相談に応じます。
（生活相談）弁護士、税理士、介護福祉士に相談できます。各種相談

単身寮・家族住宅を完備しています。職員住宅

勤務制
月曜から金曜まで（土曜日・日曜日・祝日が休み） 
◎勤務時間／8：30～17：15通常勤務

当番、非番、日勤又は週休日を繰り返す3交代制勤務等交代制勤務

休暇制度
年間20日間で、未使用の日数は20日を限度に翌年に繰り越しができます。年次有給休暇
夏季・結婚・忌引などの特別休暇、病気休暇、介護休暇があります。その他

資格取得支援 成長し続けるための、公的資格等を取得した職員に受験料を助成します。
語学・簿記・基本情報技術者等スキルアップできる環境も整っています。

厚生労働省
「令和元年賃金構造基本統計調査結果（初任給）
の概況」より

私は愛知県小牧市にある中部管区警察学校で
教官をしています。本校は、中部６県の警察か
ら警部補又は巡査部長に昇任した者を集め、幹
部に必要な実務能力や指揮能力を向上させる
ための教育を行う機関です。また、刑事警察や
交通警察等の専門職種に携わる職員を対象に
捜査技法等の専門的な知識及び能力を向上さ
せるための課程もあり、そのカリキュラムを編
成し、司法関係者や大学教授等を講師として招
いたりするのも重要な業務です。
私は長年刑事部門で勤務していましたが、今は
異なる環境で日々刺激を受けています。将来
を担う幹部の育成という任務を誇りに思い、新
たなやりがいを感じながら仕事をしています。

私は東京の霞が関にある警察庁で、全国の地
域警察部門の運営に関する企画立案、情報の
収集と統計、各都道府県警察に対する業務指
導、国会対応等を担当しています。交番・駐在所
を中核とする地域警察は住民と密接に関わり
合う警察の原点であり、その全国的な指導監
督と調整に三重県警察で得た知識経験を生か
しています。警察庁には私を含めて約１５人が
三重から出向し、同じように働いています。
警察の仕事は多種多様であり、「エキスパート
として自分の専門分野を突き進んでいきたい
人」「ゼネラリストとして様々な分野に携わって
いきたい人」のいずれの方も、自分の能力や適
性に応じたキャリアを形成していける職場で
す。皆さんと仕事が出来ることを楽しみにして
います。

私は市役所で、これまで警察官として身に付け
た安全対策のノウハウを生かし、日常生活の中
で起こり得る事件や事故を防止するための広
報啓発活動を立案したり、保育園や小中学校、
高齢者の集まりに出向いて交通安全教育や防
犯教育を行なったりしています。年齢層に合わ
せて表現を変えたり資料を自作したりと常に一
工夫入れるように努めており、参加者から「分か
りやすかった！」と言ってもらえると次に繋がる
活力が湧き上がります。
他にもたくさんの県警職員が県や市に出向
しています。自分たちが警察と自治体の架け橋
となって相互に連携協力しやすい環境を作る
ことで、事故や事件を減少させ、県民の皆さん
が安心して暮らせる街を実現したいと考えて
います。

伊藤 八起 田中 文美松崎 好浩
中部管区警察学校指導部学生科教官警察庁生活安全局生活安全企画課 鈴鹿市役所危機管理部交通防犯課

学校教養
学校教養

初任教養
初任補修教養
任用教養
専科教養

職場教養

職場教養

幹部養成研修
実務講習・研修
術科講習・研修

など

警察本部および
各所属において行う
教育訓練
・情報リテラシー研修
・鑑識実務講習
・白バイ乗務員訓練 など

警察学校で行う教育訓練
・警部補任用科　　・巡査部長任用科
・係長任用科　　　・主任任用科
・刑事任用科　　　・交通捜査任用科
・職務質問任用科　・警護専科
・会計専科 など

部外の施設・学校などで行う教育訓練
・海外実務研修
・企業研修
・航空機操縦・整備技術研修
・プログラマ要員養成講習 など

その他教養 その他教養

委託教養
その他の講習・研修

など

職名・職務 係　員 係　員 主　任 係　長 本部の課長補佐
警察署の課長

本部の課長
警察署の署長

本部の部長
大規模警察署の署長

階級・階級章

受験資格
大学卒：2年以上
短大卒：３年９ヶ月以上
高卒等：４年９ヶ月以上

大学卒：1年６ヶ月以上
短大卒：2年以上
高卒等：３年以上

４年以上 選考 選考

巡査 巡査長 巡査部長 警部補 警部 警視 警視正
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「警察＝刑事」のイメージがありますが？
テレビでのイメージはそうかもしれません。実際は生活安全・地
域・刑事・交通・警備の5部門があり、それぞれにドラマがあります。

捜査は足で稼ぐもの？
聞き込みや張り込みは基本ですが、防犯カメラ画像の解析、DNA
型の鑑定、犯人像のプロファイリング等の科学捜査に力を入れ
ています。

交通は違反取締りが中心ですか？
ひき逃げ捜査も、年間20億円の予算で交通管制ネットワークを整
備するのも、違反者の行政処分をするのも交通警察の仕事です。

デスクワークが多い市役所や県庁と迷っています。
警察にも予算編成や規則制定の仕事があります。捜査でも法令
の吟味や司法書類の作成は大事な業務です。市役所や県庁、国の
省庁にも出向します。デスクワーク指向の人も大歓迎です。

仕事の幅が広い気がします。
それが魅力の一つです。

都会の県警の方が面白そう？
三重の治安指標は全国平均。都市型の犯罪も地方部特有の治安
情勢もあり、バリエーション豊富です。県警の人数も程よくて、
顔の見える関係が作りやすいです。暮らしやすさは三重が日本一
だと思っています。

転勤は多いですか？
配置人数が多いのは本部と都市部の署です。極力自宅から通え
るよう人事担当者が配慮しています。

固い人ばかりですか？
おしゃべりな人が多いですよ。多趣味な人もいます。正義感の強
い人が多いのは事実です。

求められる資質は？
専門的な得意なものがある方、体力自慢、アウトドア、インドア、
理系、文系、どんな方も歓迎します。「面白そうだから警察に入っ
てみようかな」という位の感覚でちょうど良いと思います。

運動に自信がありません。
全く問題ないです。馬力勝負の仕事ばかりではありませんし、警
察学校で徐々に慣らせば体力は無理なくつきます。なので体力
試験はなくしました。

試験勉強は何年くらい必要？
1年コツコツ勉強した合格者もいれば、1か月短期集中の猛者も
います。

勉強のコツは？
出題傾向をつかむと能率的です。受験案内に例題や過去問があり
ます。市販教材も傾向分析がされていて有用です。

妊娠 産前
８週 誕生 産後

２週
産後
８週

１歳
３か月

１歳
９か月

小学校
入学

小学
４年３歳

妊娠中の通勤緩和
（１日６０分)
母体、胎児の保護を目的とし、通
勤時の交通混雑を避けるための
休暇。勤務の始め又は終わりに１
日を通じ１時間を超えない範囲
で取得できる。

妊娠障害休暇
つわり等妊娠に起因する障害のため、勤務す
ることが著しく困難な場合にとれる特別休暇。
１妊娠休暇を通じて、１４日を超えない範囲。

産前産後休暇
産前８週～産後８週（多胎妊娠の場合は１４週）。

家族の看護休暇
妻の出産や子の傷病等家族の看護のた
めに取得できる特別休暇。配偶者、父母等
１年に４日、中学校就学前の子の看護は１
年に８日。

育児休業（満３歳の誕生日の前日まで）
３歳に満たない子を養育するための休暇。

育児時間
子を養育するための特別休暇。１日２回各４５分以内。
生後１年９か月に達しない子を保育する場合に限る。

部分休業
子の養育のため、１日の勤務時間の一部について勤務しないことができる。
１日２時間以内。子が小学校就学前であることが必要。

早出遅出勤務
育児のため始業及び終業の時刻（定刻８：３０～１７：１５）を早出勤務（🅰７：３０～１６：１５、🅱８：００～１６：
４５）、遅出勤務（🅰９：００～１７：４５、🅱９：３０～１８：４５）に振り替える勤務制度。

育児参加休暇
子の養育のため、男性職員が取得できる特別休暇。
妻の産前、産後各８週間の期間に５日、妻の出産に係る
子又は小学校就学前の子を養育する場合に限る。

三重県警察には、仕事と家庭を両立させながら、男女共に長く働き続けられる環境が
あります。

女性警察官は、警察の様々な分野で活躍しています。

妊娠・出産・育児の支援

女性警察官の仕事

三重県警では、現在約350名
の女性警察官が勤務しており、
刑事・要人警護・白バイ隊員等、
様々な分野で活躍しています。
今後も、現場で必要とされてい
る女性警察官の採用を拡大し
ます。

女性が働きやすい職場づくり

働く女性を支援する体制・制度

女性警察官も当直勤務があります。地域警察で交番勤務をすると、当直・非
直・週休を繰り返す3交替制になります。通常勤務の場合も月に数回の当直勤
務があります。そんな中、当直中も安心して勤務できるよう、シャワールームや
トイレのある女性仮眠室の整備を積極的に進めています。

警察組織で女性の活躍が広がっている今、妊娠中や育児をしながらでも働き
やすい、家庭と仕事を両立できる環境が整っています。例えば育児休業で長
期間仕事を休んでも復帰しやすいよう職場復帰前研修、復帰後の部分休業等
さまざまな制度が設けられています。

三重県警の女性警察官 組織も制度も働く女性を支援する体制1

近年多く発生しているDVやストーカーなど、女性が事件の被害者や
関係者となることも多いです。そんな時に女性ならではの視点から、
事件を分析したり、被害者の心のケアを行うなど、女性警察官の能
力・特性が発揮できる場面が多々あり、なくてはならない存在です。

女性ならではの活躍の場、
やりがい・求められているところ2

4

女性寮は、男性寮とは区分されています。
お風呂、トイレ、洗濯機、乾燥機もあり女性
が安心して快適な学校生活を送ることので
きる環境が整っています。

警察学校での女性の生活6

家庭と仕事を両立しながら働いている女性警察官はたくさんいます。昇任、給
与、仕事内容で男性との違いはありませんし、昇任も、男性と同一条件で勤務
年数等の資格を満たせば昇任試験を受けることができます。

家庭と仕事を両立しながらキャリアアップ5

警察官全員が運動部や、
柔道・剣道の経験者とい
うわけではありません。
警察学校で自身がコツ
コツとトレーニングを重
ねれば、ちゃんと体力も
ついてきます。

運動が得意でなくても大丈夫3

「 警 察 官 になる人 は 特 別 だ 」 
そんな風 に思っていませんか？
特別なことなんて何もありません。警察の仕事は、皆さんの「当たり前の日常」を守ることです。
仕事内容は様 で々すが、どんな業務に携わっても、確かなやりがいを感じられる、崇高な仕事
です。「守る人になる」。警察官という生き方を選んでみませんか。
皆さんと共に働ける日を楽しみにしています。

警察本部　警務課採用係　警部補

採用担当者に聞く!!
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環境対応型インキを使用しています

三重県警察職員募集
三重県警察本部 警務部警務課 採用係   ☎059-222-0110

QRコードで
簡単アクセス!

三重県警察
警務部警務課採用係

TEL	059-222-0110
ht tps : //www.po l i ce .p re f .m ie .jp/

〒514 -8514 	津市栄町1-100

三重県警察


