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警察官 は
都道府県の警察組織
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都道府県には、都道府県知事の所轄下
にある都道府県公安委員会の管理の
下に都道府県警察が置かれています。
都道府県警察には、警察本部、警察署
が設置されており、さらに警察署の下部
組織たる交番、駐在所のネットワークが
全国に張りめぐらされ、安全で住み良い
社会づくりを目指しています。

やりがいがある仕事がしたい。人の役に立ちたい。――就活に臨 んで多くの人が考えるこの要素を満たす職業は、

社会の中にたくさん存在することでしょう。しかし、いい仕事を するためには安定して働ける環境が必要です。

また、仕事は決してひとりではできません。教えてくれる人、支 えてくれる人、助け合える仲間がいて、

初めて前へ進むことができるのです。全国の警察官は約26万人。 全員が仕事への誇りを胸に秘め、

それぞれの役割を果たしています。私たちが望む人材は使命感や 心身の強さを持つ人だけではありません。

人の痛みや矛盾を理解できる人、人々の心に寄り添える人をつね に求めています。

そのため従来の警察官像とは異なる、幅広い特性を持つ人材にも 門戸を開放しています。

「警察官」という職業イメージにこだわらず、将来なりたい自分 像を、

これからのあなたの生き方を、ぜひ私たちに聴かせてください。
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生 活
安 全
警 察
環境犯罪、悪質商法事犯、少年非行など、
平穏な暮らしの中には様々な犯罪の病巣が
潜在しています。そうした地域住民の身近で発
生する経済、環境、風俗、少年、サイバー犯罪
といった事犯を取り締まり、早期に発見し、各
種対策を行うことで地域住民の安心・安全を
守ること。それが生活安全警察の役割です。
私はその中で、近年急増しているサイバー犯
罪に特化して捜査・取締りを行う「サイバー
犯罪対策課」の警視として、複雑多岐にわた
るサイバー犯罪の解決に向けた指揮を執っ
ています。
サイバー犯罪といっても、犯人は現実生活の
中にいます。高度な情報工学やネットワークの
専門知識を駆使し情報収集を行った後は、
尾行、家宅捜索、張込みといった地道な捜
査が待っています。また、少年課や知能犯係
など他部課との連携や、時には県境をまたぐ
捜査が必要な場合もあり、深刻化する情報
化社会の闇に切り込んでいく実にやりがいの
ある仕事です。

日常生活の“安心”を守り抜く。

地域住民の安全・安心を守る警察官に
とっては、知力・体力・精神力ともにつねに
ワンランク上を目指し続ける向上心と使命
感が不可欠です。
私の座右の銘は「行雲流水」。突発事案
にも舞い上がることなく、雲のようにどっし
りと、流れる水のようにさらさらと対処し、つ
ねに地域住民に頼られ、信頼される存在
でありたいと考えています。

私の考える警察官

少年時代の剣道の先生が地域の交番に勤務す
る警察官であったため、その方に憧れて警察官
の道を志しました。また剣道の武士道精神と警
察業務は重なる部分も多く、自分を律し、人の役
に立つこの仕事に非常にやりがいを感じました。
私が警察官に採用されたのは数十年前ですが、
犯罪の情勢は変わっても、社会正義を守るその使命は同じです。そして自らが県民の規
範となるため研鑽を重ね、人間的にも成長ができることも警察官の仕事の魅力でしょう。

サイバー犯罪がますます巧妙化する今、捜査技
術のさらなる向上が急務となっています。そうした
状況に対応するため、平成21年に福岡県警技
能指導官、平成24年に警察庁指定広域技能指
導官に指定していただきました。県内のみならず、
全国のサイバー犯罪捜査技能の向上に貢献す

るため、実地の事件捜査アドバイスなどを行っていくことが今後の私の使命であると考
えています。

仕事の最終的な目標は、被疑者
を逮捕し、全てを調べ上げた上
で、反省へと導くことです。サイ
バー犯罪は少年たちが犯罪とい
う意識が希薄な中、遊び感覚で
行っている場合もあります。です
から取調べも教育的な側面があ
り、被疑者に厳しく対峙しながら
も愛情を持って接することで真
の反省を促し、再犯防止につなげ
ていきます。
私のもう一つの目標。それは部下
職員の成長です。そのために仕事
のやりがいと誇りを持たせ、経験
の少ない若手職員にも幅広い業務
に積極的に挑戦してもらいます。

平成20年の秋葉原無差別殺傷事件を契機に
連続発生した「電子掲示板への殺人等予告書き
込み事案」です。連日連夜の非常招集に全員ヘ
トヘトになりました。しかし「あの痛ましい事件
を再発させてはいけない」とチーム一丸となって
取り組んだ結果、そのほとんどを解決に導くこ
とができ、指揮官としての手ごたえとやりがいを実感した事案でした。

最も重要なことは「なぜ警察官になりたいのか」「どういう警察官になり
たいのか」をしっかりと自問自答し、自分自身の気持ちを見つめなおす
ことだと思います。目標が明確になれば、試験勉強に対するモチベー
ションも大きく変わってきます。そして、面接ではあなたの“本気”を、熱
意を持って面接官に伝えてほしいと思います。

福岡県警察本部　生活安全部　サイバー犯罪対策課　警視

■ TIME TABLE

犯人を反省へと
導くことが、
サイバー捜査の
最終目標

● 9:00
    出勤。各特捜班長から個別に
    業務報告を受け、捜査指揮に関する
    アドバイスや調整を行う。

● 10:00
　 事務決裁・教養等に関する
    資料作成。

● 12:00　
　 昼食

● 13:00　
　 特捜本部（警察署）を巡回し、
    捜査の進捗状況の把握や
    指導を行う。

● 16:00　
    警察本部に戻り、上司への報告や
    他所属との打ち合わせなどを行う。

● 17:45
　 退庁　

なぜ警察官を選んだのですか？

将来の目標は？

印象に残っている事案は？

私の採用試験対策

Beginning

Dream

Incident

　　I will become a police officer. 　 0403　　I will become a police officer. 



祖父も父も警察官で、子どもの頃から身近な職
業に感じていました。父は仕事に関して多くを語り
ませんでしたが、職務遂行にかける姿勢を尊敬し
ていました。警察官になることは目標というより、
必然と思っていました。警察官になった今、父から
は「仕事に集中しろ」という言葉を常々、もらって
います。

刑事になることです。とりわけ詐欺などの知
能犯罪を取り締まる先頭に立ちたいです。
特に、子どもや孫を想う気持ちを利用し、現
金をだまし取る振り込め詐欺は許せません。
人々が安心して暮せるように、凶悪な犯罪を
捜査する刑事は警察官の中でもやりがいが
あるポジションだと考えています。

通報が入ったら、すぐ現場に駆け
付けるのが私たち地域警察官の
役割。どんな些細なことでも、こ
ちらで勝手に判断せず、まず現場
に急行することが重要です。そこ
で予想外の展開があるかも知れ
ませんから。地域警察は窃盗、傷
害、交通事故、殺人…など、あらゆ
る事案を取り扱います。われわれ
が迅速、的確に行動することで
犯罪や事故を未然に防ぐことに
つながり、事件解決に貢献できる
やりがいのあるポジションです。
通報者、被害者の立場を理解し
任務を遂行することを常に心が
けています。第一線で信頼される
警察官を目指しています。

警察学校卒業直後、管内で発生したコンビニ
強盗です。丸亀警察署だけでなく、近接の警
察署の協力を得て、ほどなく犯人を逮捕するこ
とができました。私は犯行現場の保存や店員
からの事情聴取を行いました。犯罪捜査にお
ける警察の組織力に頼もしさを感じるとともに、
自分もその一員であることに誇りを覚えました。

大学3年生のとき公務員試験対策講座を受講し、ひたすら問題
集を解き試験対策を行いました。一方で毎日ランニングや腹筋、
腕立て伏せを自らに課して体力づくりに励みました。「絶対、警察
官になるんだ」という熱い思いを伝えることが何より重要だと思
います。

地 域
警 察
全国に張りめぐらされた交番を通じて地域
住民と接する地域警察。それは“警察の
顔”であり、頼もしい存在でなければなりませ
ん。安全と安心を託す110番――。通報が
あれば直ちに現場に駆け付ける地域警察
官は、地域の人々の安全な暮らしを最前
線で支えています。交番・駐在所を拠点と
した活動のほか機動力を活かしたパトカー
などにより管内をくまなく警戒。あらゆる犯罪
の抑止に全力を傾け、いざ事が起これば
即、対応します。24時間体制で地域の治
安維持に大きな役割を果たし、幅広い任
務をこなします。地域警察は、今日もあなた
の安全な暮らしを守っています。

地域住民と心を通わせ、
安全の最前線に。

あくまでも相手の立場になって行動できる
警察官が理想です。警察官にとっては次々
に発生する事件の一つでも、当事者にとっ
ては人生を左右しかねない出来事です。不
安で心配で、早く解決してほしいという思い
でいっぱいでしょう。そのような相手の気持
ちを考え、親身になって行動するように心が
けています。この初志を警察官人生で貫き
たいと思っています。

私の考える警察官

香川県丸亀警察署　地域課　巡査長

■ TIME TABLE

交番は
地域住民との窓口
いつも相手の気持ちで

● 8:30
　 署で朝礼。
    昨日の引き継ぎを受け、交番へ

● 9:00
　 パトロール、巡回連絡
    事件・事故への対応

● 13:00　
　 昼食後、交番で関係書類の作成
    市民からの通報対応

● 19:00　
　 夕食。事件発生にともなう出動
    犯行現場で事情聴取

● 21:30　
    事件関連の書類作成

● 1:00
　　仮眠後、深夜パトロール
    不審者への職務質問

● 8:30
　 引き継ぎ。勤務終了

なぜ警察官を選んだのですか？

将来の目標は？

印象に残っている事案は？

私の採用試験対策

Beginning

Dream

Incident

　　I will become a police officer. 　 0605　　I will become a police officer. 



警察官の父が「駐在さん」として地域住民のみ
なさんに信頼されているのを見て育ち、「警察
官っていいな」と考えるようになりました。人の
役に立つ仕事がしたい。自分にしかできない仕
事がしたい。とりわけ女性や子どもの心に寄り
添い、犯罪から守ってあげたい。そんな想いに
ぴったりな職業が警察官でした。

刑事課に配属されて半年。まだまだ未熟なので、
周囲のすべての先輩が目標です。先輩の取調
べを横で見ていると、「こんなふうに質問すれば
いいんだ」「こういう言い回しがあるんだ」など、と
ても参考になります。捜査方針の立て方、書類
の作成方法なども見習う点ばかりです。先輩の

仕事ぶりを見習いながら、あらゆる経験を仕事に活かし、犯罪に立ち向かいたいです。
薬物に関わる事案の特徴は、女性
が被疑者になるケースが多いこと。

「痩せられる」「彼氏が使っている
から」などの理由で薬物に手を染
め、抜け出せなくなった女性を数多
く見てきました。このような女性被
疑者の身体検査は女性警察官に
しかできません。取調べで本音を聞
き出したり、被疑者の自宅を訪ねて
家族の相談に乗り、再犯防止に努
めるのも、女性警察官の特性を活
かせる仕事だと思います。
テレビドラマとは違い現実の事案で
は、目を背けたくなるような現場に行
くこともあります。自分が苦手とする
ことであっても、刑事として対応しな
ければなりません。女性警察官だか
らか、男性警察官より被疑者に否
認されたり反抗されることが多く、悩
んだ時期もありました。そんなとき上
司からかけられた言葉が「警察官な
ら絶対に逃げるな。困難に立ち向
かえ」。この言葉をずっと大切にして
います。

刑事課に配属される前、交番に勤務していたと
きのこと。女子中学生が不審者に大声で怒鳴ら
れ、大泣きしているところを保護しました。私は抱
きしめて慰めることしかできなかったのですが、後
日彼女がお父さんとともに交番を訪れ、とびっきり
の笑顔で 「あなたのような警察官になりたい」と
言ってくれたのです。彼女の泣き顔を笑顔に変えられたことに、私も胸が熱くなりました。

高3の夏休みは「これほど勉強したことはない」というほど勉強に
打ち込みました。実は警察官になりたい気持ちがあまりにも強過
ぎて、面接試験で泣き出してしまったのです。いったん休憩をい
ただき、再び面接に臨んだときには肩の力が抜け、落ち着いて話
すことができました。私の経験からも、面接では素直に「警察官
になりたい気持ち」を伝えるのがいちばんだと思います。

刑 事
警 察
刑事警察は犯罪の種類により、専門の
分野に分かれます。殺人、強盗などの凶
悪犯罪を取り扱う強行犯捜査、違法薬
物や銃器を取り締まる薬物銃器捜査、
暴力団等に関連する捜査をおこなう組
織犯罪捜査、窃盗を取り扱う盗犯捜査な
どのほか、指紋や足跡などの遺留品を採
取・鑑定する鑑識、DNA鑑定や薬物分
析などをおこなう科学捜査研究所も刑
事警察に含まれます。
私が所属するのは薬物銃器係。主に覚
せい剤や大麻などの薬物捜査を担当し
ています。

全身全霊で
犯罪に立ち向かう。

社会的弱者の心に寄り添える警察官に
なりたいです。社会的弱者には女性や子
ども、高齢者はもちろんのこと、被疑者
の薬物使用で悲惨な状況に陥った家族
も含まれます。被疑者が心から反省して
いるなら、立ち直る手助けもしたいです。
薬物犯罪は再犯が多いので、再び薬物
に手を出させないことも重要。そのため、
家族へのフォローに力を入れています。

私の考える警察官

茨城県土浦警察署　刑事第二課　巡査

■ TIME TABLE

刑事警察の使命

● 8:30
　 勤務開始
    書類作成、被疑者取調べ、
    突発事案があればその対応など
● 12:00　
　 昼食

● 13:00　
    勤務（午前中に同じ）

● 17:15
　　勤務終了

　 書類整理、翌日の捜査の準備等を

　 終えて退庁

なぜ警察官を選んだのですか？

将来の目標は？

印象に残っている事案は？

私の採用試験対策

Beginning

Dream

Incident

　　I will become a police officer. 　 0807　　I will become a police officer. 



多いときで週3回、地域の小学校
などに赴き、交通安全教室を開
きます。小学生には道路の正しい
横断方法や正しい自転車の乗り
方をレクチャーするのですが、私
はもともと人前で話すことが苦
手。今では慣れましたが、当初は
ずいぶん緊張しました。いちばん
苦労したのは、子どもたちに交通
ルールの大切さをわかりやすく
伝えること。子どもはすぐに飽き
てしまうので、飽きさせない工夫
も必要です。
また、横断歩道での歩行者保護
活動ではたくさんの高齢者に接
します。丁寧に誘導するととても
感謝され、「この仕事をしていてよ
かった」と、やりがいを感じます。
私たち交通警察官の使命は、子
ども、高齢者をはじめ、あらゆる
人々を悲惨な交通事故から守る
こと。そのための活動を日々懸命
に続けていきたいです。

交通安全教室で出会った子どもたちが、
私が教えたことを実践している姿を街で
見かけると、本当にうれしくなります。交
通課に勤務する者として特に心が痛むの
は、子どもが被害者となった交通事故が
発生したとき。なかには青信号を渡って
いる途中の事故もあり、「交通ルールを
守っていても事故に遭うケースをどうすれば減らせるのか」と考えています。

まず体力をつけるためジムに通い、ジム以外でもランニングを続
けました。論文試験対策は、やはり本を読むこと。反則切符を作
成するときなど漢字を書く機会が多いので、漢字力をつけること
も大切。なにより面接で人柄を見られるので、明るく元気よく張り
のある声で面接に臨んでください。「警察官になりたい！」という
気持ちが強ければ、その想いは伝わるはずです。

交通警察の使命

印象に残っている事案は？

私の採用試験対策

Incident

小学生の頃から正義感が強く、ルールやマナー
を守らない人を注意する子どもでした。当時から
警察官はあこがれだったのですが、体力に自信
がなく、自分がなれるものとは考えていませんでし
た。転機となったのは大学で開かれた警視庁の
採用説明会。「女性にしかできない警察官の仕
事がある」と聞き、「自分の性格を活かすにはこの職業しかない！」と決意しました。

子ども、大人、高齢者、さらには企業など、あらゆ
る対象者に向けて、わかりやすく交通安全教
育ができるようになるのが目標です。プライベー
トでは結婚して母親になってもこの仕事を続け、
「お母さん、すごいね！」と子どもに尊敬してもら
えるようになりたいです。職場には育児をしなが
ら働く女性の先輩が多く、とてもあこがれます。

警視庁三鷹警察署　交通課　巡査長

■ TIME TABLE

● 8:30
　 出勤
    免許事務の窓口につく

● 10:00
　 交差点にて
    交通安全キャンペーン活動

● 12:00　
　 昼食

● 14:00　
    地域の小学校で
    交通安全教室を開催

● 16:00
　 再び署に戻り、免許事務

● 17:15
　 退庁

なぜ警察官を選んだのですか？

将来の目標は？

Beginning

Dream

交 通
警 察

交通警察のおもな仕事は、交通事故防
止のための指導・取締りや交通安全の
ための教育です。白バイやパトカーなど
機動力を活かして取り締まる交通機動
隊も交通警察の一員。ほかに、ひき逃げ
事件などの捜査もおこないます。
私が所属する交通総務係では、全国
交通安全運動をはじめとする交通安全

キャンペーン活動や運転免許の更新に
関する事務などが業務の中心です。ほか
に交差点での安全運転の呼びかけ、イ
ベントでの広報、事故現場での捜査や
交通整理まで、幅広い業務をこなしてい
ます。子どもや高齢者に接する機会が多
いため、女性警察官が活躍しやすい場
だと思います。

私の街を事故から守る。

街の人々の相談に親身になって対応す
る。相手の気持ちになって考え、なにかあ
れば頼りにされる――私の理想像はそん
な警察官です。少しでも理想に近づける
ように、街頭に立ったときは道行く人に
あいさつをしたり、笑顔を見せることを心
がけています。地域のみなさんから「私の
街のおまわりさん」と親しみを持っていた
だけるようになるのが夢です。

私の考える警察官
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警備
警察
警備警察は、台風や地震などの自然災
害や大規模事故の救助活動、雑踏警
備、国内外の要人の警護、テロ・ゲリラの
防圧・検挙、密入国事犯などの阻止・取締
りを担当しています。
その中でも私は機動隊のレンジャー部隊
（兼広域緊急援助隊）に所属し、自然災
害などから国民の生命、身体、財産を守
るための活動に取り組み、大規模災害
時には都道府県の枠を超えて遠方まで
応援に駆けつけ、被災地における救出救
助活動や行方不明者の捜索活動などに
従事します。
私は「困っている人の助けになりたい」と
の思いから日頃の厳しい訓練に取り組ん
でおります。

人 の々生きる力になる。

いつでも、どんな状況にあっても、常に被
災者や被害者の方を守るため、全身全霊
で手を尽くせる警察官でありたいと思って
います。世の中には、様々な理由で困って
いる方がたくさんいらっしゃいます。そうし
た方々の気持ちをくんで、同じ目線で、問
題の解決に取り組みたいと思うのです。そ
れが私の理想とする、地域住民の身近に
いる警察官のあり方だと考えています。

私の考える警察官

制服を着て歩いていると、時々、
地域住民の方から「ご苦労様」
「ありがとう」と言葉をかけてい
ただくことがあります。私のよう
な若い人間に対してお年寄りが
お礼の言葉を口にしてくれるこ
とに、喜びと誇りを感じ、この人
たちのために頑張るんだ、という
思いが一層強くなります。もちろ
ん仕事は楽ではありません。災
害時の救助活動に備え、普段は
訓練に打ち込んでいますが、常
に本番を想定し、緊張感を持っ
て取り組んでいます。甘えは許さ
れず、どんな状況でも完璧に対
応できるよう、訓練を積んでいま
す。夜間の警戒活動には夜を徹
して従事するため、最初の頃は
慣れるまで苦労しました。いつで
も全力を発揮できるよう備えてお
くことが大切で、健康管理には
最も気を遣います。

千葉県警察本部　警備部　第三機動隊　巡査

■ TIME TABLE

警備警察の面白さ

● 8:30
　 出勤

● 9:00　
　レンジャー部隊訓練

● 12:00　
　 昼食

● 13:00　
    広域緊急援助隊訓練

● 16:00　
    訓練終了

● 17:00
　　夕食

● 18:00
　 警戒活動に従事するため出隊

● 11:00
　 終了して帰隊、片付け、書類作成

● 11:30
　 非番用指示を受け解散

中学から柔道を続けていて体力面には自信がありました。ランニ
ング、筋トレでその体力の維持に努めました。一番心がけていた
のは、社会で何が起きているか、常に関心を持つことでした。新
聞、ニュースを必ずチェックするようにしていたのは、言うまでもあ
りません。問題集で過去問を勉強するのも有効ではありますが、
まずは社会に関心を持つことが大切だと思います。

私の採用試験対策

将来は、刑事課や生活安全課などの部門に
進んで、被害者を救うだけでなく犯罪を未然
に防ぐために仕事をしたいと考えています。
そのためには法律の知識や捜査書類作成の
技能なども必要になってくるでしょう。今から
コツコツと勉強を重ね、いつかこの夢を実現
させたいと思っています。

将来の目標は？

Dream

やはり東日本大震災です。当時私は地域課に所属し、
交番で勤務していました。地震発生時、ものすごい揺
れに驚いてまず家族のことを案じたのですが、直後、
自分の着ている制服が目に入り「自分は警察官だ。何
よりも管内の安全を守ることが使命なのだ」と思い、
すぐにバイクに飛び乗って安全確認のため管内を走
り回りました。家族より、自分より、まず地域住民を守
る。そんな使命を痛烈に自覚した瞬間でした。

印象に残っている事案は？

Incident

小学校の卒業文集に「将来は警察官になりた
い」と書いていたほど、早くから警察官を志して
いました。特に何かきっかけがあったわけではな
く、女性や子ども、お年寄りなどの弱い立場の人
を守りたいという思いが、幼い頃から自然に胸の
中に芽生えていたのです。正義感が人より強かっ
たのは間違いありません。そんな小さい頃からの夢を実現できたことは、とても
幸せだと感謝しています。

なぜ警察官を選んだのですか？

Beginning
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ほとんどの警察官は、数年単位
で様々な部署を経験します。私
の場合も音楽隊や駅伝特別訓練
生、警察署の刑事課、少年係、
警務係、本部の相談係などを経
験して、現在は本部の広報係に
所属しています。警察署の警務
係で携わったのは、まさしく“署
員のサポート役”。制服が破れた
際の申請、ケガをした際の労災
申請、会議の資料準備など実に
様々。相談係では1年間に3万件
以上ある相談を取りまとめて各
署・各部門につなぐ役割を担って
いました。広報係では、警察の活
動を伝えるために、記者発表をし
たり、ホームページの制作・更新
をしたり。また、子どもや地域の
方々が見学などで来庁された場
合のアテンドや広報イベントの
司会、ラジオ出演を通して交通安
全や防犯についての呼びかけを
することもあります。

総務・警務警察は、目立たないけれど警察組織
にとってなくてはならない存在です。刑事は犯
人を捕まえます。でも総務・警務警察が働きや
すい環境をつくったり、採用活動をしなければ、
警察組織は運営することができません。組織の
土台であり、潤滑油。各課の連携を促すのも総
務・警務警察の役割です。何か一つの事案を挙げるのは難しいですが、一つひとつ
の業務が、警察官の支えとなり、その先にいる地域住民のためになっているのです。

採用試験の直前、夏休み期間中は、とにかく猛勉強していた記憶
があります。過去問題を何度も解き、苦手分野を見つけては集中
的に勉強。教養試験、論・作文と出題範囲が広く大変でしたが、何
度も問題を繰り返していくうちに、自分なりに傾向がつかめてき
ます。実はこれが大切。どの試験にも言えると思いますが、警察に
は警察の特徴があるので、経験を通して自分のものにしてください。熱い心を持っ
た仲間を、心からお待ちしています。

警察の活動を
伝えたい

印象に残っている事案は？

私の採用試験対策

Incident

人の役に立ちたい。警察官として大切な信念で
すが、当時は漠然とした思いでした。女性警察
官の凛とした姿も格好いいと。街を守ってくれる
という認識程度で、仕事内容について明確には
理解していませんでした。実際に警察官になる
と、女性が仕事を続けやすい環境であり、また、
様々な仕事があり多くの経験ができる職業であることも魅力だと感じています。

相手に適した目線で人と接することです。私は
結婚・出産を経験していますが、刑事課に所属し
ていたとき、女性被害者を支援する仕事をして
いました。当時は同じ女性としての目線で活動し
ていたのですが、今なら母親の目線でも接する
ことができます。その方が、安心・信頼してくれる

方もいるはず。警察官は、多くの人と接することができるからこそ自分の成長に合わ
せた関わり方ができるようになるのだと思います。

三重県警察本部　警務部　広聴広報課　警部補

■ TIME TABLE

なぜ警察官を選んだのですか？

将来の目標は？

Beginning

Dream

総務・
警務
警察

総務・警務警察は、警察のあらゆる組
織運営・活動をバックアップする部門で
す。総務警察の主な役割は、公安委員
会や県議会とのパイプ役をはじめ、県
警予算の管理、装備資機材の整備、情
報システム管理など。また警務警察は、
警察職員の採用や福利厚生の整備を

はじめ、広報活動、条例の企画立案、
各種相談の対応、犯罪被害者の支援
などを行っています。どの業務も、現場
の警察官のように表立ってはいないもの
の、地域住民の生活をより良くしていく
ために存在する警察組織の目的を推進
しています。

あらゆる活動をバックアップ。

警察官にとって欠かせないのは、“人の
役に立ちたい”という信念。そのために
私たちは活動しています。ただ、思いだ
けでは何もできません。私が上司に教え
られたのは判断力と実行力。警察官に
とって、物事を正しく見極める判断力、
困難にも諦めない実行力を備えることが
大切だと感じています。

私の考える警察官

● 8:30
　 出勤
    関係新聞記事等の確認
　 報道発表資料の作成

● 10:00　
　 来庁者（社会見学）のアテンド

● 12:00　
　 昼食
    お弁当持参

● 13:00　
    記者発表・取材対応

● 15:30
　　地元ラジオ局にてラジオ出演

● 17:15
　 退庁
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警察
学校
警察官として採用された後は、各都道府
県警察の警察学校に入校。職務に必要
な知識・技能を育み、教官や同期生と絆を
深めていきます。厳しい訓練を乗り越え手に
する卒業証書は、プロとしての成長の証で
あり、今後の警察人生の力強い指針となる
はずです。

卒業生

熊本県警察学校　警部補 山口県山口警察署　地域課　巡査

Police Academy

警察官への第一歩。
この経験こそがすべての
ベースになる。

知識と技能と熱意を育む、警察官の原点。 警察官としての基礎と心構えを学ぶ。 30年たっても「輝ける顔」のできる警察官が目標！
警察学校の門をくぐった瞬間から、自らの目
標とする警察官を目指して、鍛錬の日々が始ま
ります。学校内では学生ですが、肩書きは「各
県警の巡査」。警察官としての基礎を学び、自
己の能力向上を図ることこそがあなたの職務
となります。

警察官としての基礎を体系的に学べる手厚い
カリキュラムを用意していますが、学生たちを
プロフェッショナルへと成長させる大切な時
間は授業だけではありません。全寮制で同期

生とともに規則正しい集団生活を送り、教官
や同期生との絆を深めていき、寮の部屋で夢
を語り合い、喜びも苦難も全員で分かち合っ
て乗り越えることで、精神的にも大きく成長で
きることでしょう。

警察学校の卒業式はゴールであり、同時に警
察官としてのスタートでもあります。その日に
流す感動の涙が、警察官として道を歩んで行
くための何よりの原動力となるのです。

父が警察官だったこともあって、大学の3年ま
では、警察官にだけは絶対にならないと思っ
ていました。ところが、就活を始めて父に相談
するとその顔が別人みたいに輝いて、警察官
の仕事について説明してくれました。30年たっ
てもこんな輝ける顔ができる仕事もいいな、と
思ったのが警察官をめざすきっかけです。警
察学校での6カ月は、大変充実していました。
厳しい訓練も、専門的な授業も、そして寮での
共同生活も、大学生活でゆるんでいた気持ち

や身体を十分に引き締めてくれました。
警察学校に入校し、その後現場に配属されて
あっという間に過ぎたこの2年間は、自分の人
生の中でもいちばん濃い2年間だったと思い
ます。いまでも続く同期の仲間たちとの交流
や現場で経験したさまざまな事件やできごと
を通して、この仕事をどんどん好きになってい
く自分がいます。もっともっと頑張って、立派
な警察官になりたいと思っています。

警察学校のカリキュラムは英語、パソコンな
どの「一般教養」や憲法、刑法などの「法学」、
各警察部門の「警察実務」、柔道、剣道、逮捕
術などの「術科」で構成され、気力・体力を鍛
錬し、幅広い知識と実践的な技術を身につけ
ます。文化祭や体育祭などの行事もあり、同
期生と心を一つにして取り組む中で、チーム
ワークと仲間との連帯感を育んでいきます。

一般教養 職業倫理・国語・OA実習など

法　　学 憲法・行政法・刑法・刑事訴訟法など

警察実務
警務一般・生活安全警察・刑事警察・交通警察・
警備警察・その他実務に必要な知識

術　　科 体育・柔道・剣道・逮捕術・救急法・けん銃操法

そ  の  他 実務研修・各種行事

6：00 起床

8：30 朝礼/ホームルーム

9：00 1時限目授業

10：35 2時限目授業

11：55 昼食・休憩など

13：00 3時限目授業

14：35 4時限目授業

16：10 5時限目授業/クラブ活動など

17：15 日課時限終了

18：00 夕食

23：00 消灯

●警察学校のカリキュラム

●警察学校の1日のタイムスケジュール（例）

警察学校は知識・技能だけでなく、警察
官としての使命感や責任感を培う場でも
あります。私が担当する警察礼式や部
隊活動の授業は、規律を身につけ、組織
人としての自覚を育むことが大きな目的で
す。また志を同じくする仲間と切磋琢磨
する中で仲間を思いやる心や連帯感も身につけてほしいと思います。

さまざまなイベントが思い出に残っ
ています。山口から萩への旧道を
歩いて踏破する「萩往還強歩訓
練」やソフトボールなどのスポーツ
大会は特に記憶に残っています。
また、逮捕術や柔道などの術科の
授業も楽しかったですね。

入校当初は自分自身が成長することだ
けを考えていましたが、集団生活を送る
中で、同期生全員で力を合わせて苦難
を乗り越えていくことの大切さを学びまし
た。苦楽をともにした同期生は、現在も
大切な仲間であり、良き相談相手です。

警察学校は警察官としての基礎や心
構えを学ぶ場所です。同期の仲間と
共同生活をすることでチームワークを
学び絆の大切さを実感しました。個別
の授業では警察法や警察官職務執
行法などの法律の授業で学んだこと
が、現場に出てからも活きています。

「一生懸命」これが私のモットーです。
苦手なことも一生懸命に取り組めば必
ず上達しますし、失敗の悔しさや成功
の達成感が自らを成長させてくれます。
警察学校では結果はもちろん、どれだ
け一生懸命取り組んだかもきちんと評
価しています。

警察官として一人前になるための6カ月間。
今、思えば大変な集中訓練でしたが、教官
の指導と同期の仲間たちとの友情でなんと
か乗り切ることができました。毎朝のグラウン
ドでのランニングもきつかったですが厳しい
経験が今の私のベースになっています。

警察学校で学んで欲しいこと 警察学校の思い出

私の警察学校時代 警察学校で学んだこと

座右の銘
教官にひとこと

■ Profile

■現在の勤務●警察学校を卒業後、
熊本南警察署地域課
に配属。交番勤務を通し
て、警察官としての責任
感・使命感を深める。

●機動隊に配属され、災
害救助活動や治安警備
活動に従事。

●機動捜査隊で事件の
初動捜査を、熊本北警察
署刑事課では窃盗事件
を担当。あらゆる事案に
対応するための幅広い技
能と視野を身につける。

●地域課の機動警ら係
に所属しており、パトカー
に乗って管内を日夜巡回
し、犯罪の予防、検挙、
交通違反の取締り等に
努めています。

●山口県内では年々犯
罪発生件数は減少して
いますが、更にパトロール
を強化し、県民の味方と
して、犯罪の予防などに
貢献できればと思ってい
ます。

警察学校を
卒業して間もない
若手警察官

警察学校教官

Learn

School days

Mottos
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Entrance
Examination

警察官になるには、警察官採用試験に合
格しなければなりません。採用試験には一
般教養や体力検査など複数の科目があり
ますが、もっとも重要なものは「警察官になり
たい」という熱意。人のために働く能力とや
る気が求められています。

警察官への道を拓く警察官採用試験

充実の人生には、ゆとりのオフがある 都道府県ごとに実施。すぐに資料請求を！

ホームページで採用情報を入手

共同試験を利用すれば、併願も可能

幅広い研修プログラムでスキルアップ

●各種研修制度の例（警視庁の場合）

やる気と実力次第でキャリアアップが可能

警察官の給与体系

充実の独身寮。結婚後は家族住宅へ

福利厚生・待遇

研修制度

昇任制度

警察官採用試験

警察官の1週あたりの勤務時間は38時間45
分。1日7時間45分の通常勤務と、交番などの
交替制勤務の2つに分けることができます。
繁忙状況により変動はありますが、通常勤務
は完全週休2日制。交替制勤務は平均して1
週あたり2日の休日を取れるように設定され
ています。週休以外の休日としては、有給休
暇が年間20日間（勤務年数などにより異な
る。最高40日間）あり、趣味や旅行を楽しむ
ことができます。

また、出産休暇、育児休業などの制度も充実
しているため、女性警察官が出産後に仕事を
続ける例が少なくありません。

警察官採用試験は各都道府県の警察本部ご
とに実施されています。まずは受験したい都道
府県警察の募集内容をよく確認し、指定の資料
を添付して願書を提出します。体格基準も定め
られていますので、希望する都道府県警察に確
認するといいでしょう。

試験日程は第一次試験、第二次試験に分か
れます。試験科目は「教養試験」「論文試験」
「面接試験」「適性検査」「身体・体力検査」
など。第一次試験は原則的に各都道府県にて
おこなわれます。警察官の採用試験の中には複
数の都道府県が共同で実施する「共同試験」
という制度があり、志望者は一度に複数の都道
府県警察に出願することができます。

警察学校や本部・各所属でおこなわれる教
育以外にも、部外の教育訓練施設などでさ
まざまな研修制度が用意されています。その
内容は、各専門分野に必要な知識や技能を

高め、エキスパートを養成する「専科教養
研修」、一般の大学や専門学校などで語学
やOA、税務、簿記などを学ぶ「委託教育研
修」などがあります。

採用試験に合格して採用された者は、警察
学校に入校すると同時に巡査となります。巡
査以降の昇任には、試験によるものと勤務成
績等に基づくものがあり、原則的に大卒者は
採用後概ね2年で、大卒以外の者は採用後
概ね4年で昇任試験を受けることができます。

巡査に続く階級は、第一次的な幹部である
巡査部長、そして「係長」として係をまとめる
警部補、「課長」として業務管理の要となる
警部など。さらにその先には所属組織を指揮
監督する警視や警視正といった階級が設定
されています。

地方公務員ですので、都道府県ごとに給与体
系が定められています。ただし、人々の命や安
全を守る「公安職」のため、地方公務員の中で
も優遇措置がとられています。勤務成績や勤続
年数によって昇給します。もちろん、昇任した際
も昇給が待っています。ほかに、通勤、住居、扶
養、期末、勤勉などの各種手当が充実。安心し
て働ける環境が整っています。

職員住宅はワンルームタイプの独身寮から
家族住宅まで整備され、希望に応じて入
寮・入居できます。家族が増えると、より広い
住宅へ転居することも可能です。

また、警察共済組合が契約するホテル、旅
館、レジャー・スポーツ施設が全国にあり、
オフには家族旅行等に利用することができ
ます。

学 校 教 養
巡査部長任用科、警部補任用科、刑事任用科、
職務質問専科、交通捜査任用科、警護専科など

職 場 教 養
白バイ乗務員訓練、少年相談実務研修、
鑑識実務講習、情報技術活用研修など

その他教養 外国語委託研修、警察犬担当者委託研修など

●給与体系例（4年制大卒／静岡県警察例）

●合格発表までの流れ

〈具体例 〉

※詳細は各都道府県警察にお問い合わせください。

※都道府県警察によって異なります。

※詳細は各都道府県警察にお問い合わせください。

初任給（3％の地域手当込）

約 215,000 円

1年目の賞与総額（6月・12月）

約 555,000 円

応募
（各都道府県警察に応募）

第一次試験
（教養試験（SA方式）など）

第一次合格発表

第二次試験
（論文・面接試験など）

最終合格発表

Career up & 
　Welfare
地方公務員である警察官は給与・勤務時
間・職員住宅などの待遇面が保障されてお
り、安心して職務に励むことができます。希
望と適性に応じて各種研修を受講し、実力
を磨いて実績を積むことで、キャリアアップも
可能です。

充実の各種制度でバックアップ

http://www.npa.go.jp/police/index.htm

教養試験
法学、政治、経済、歴史、数学などの一
般教養。一般の公務員試験とほぼ共通。

論文試験
出題されたテーマについて、わかりやすく論
理的に文章をまとめます。

面接試験
試験官が面接し、質問しながら人柄を見極
めます。

適性試験
マークシート形式の試験で、警察官として
の適性を判断します。

身体・
体力検査

体格基準の測定、関節や指の機能を見る
検査、体力・運動能力を測る検査など。

体格基準 視力基準

男子
身長160cm以上、
体重47kg以上、
胸囲78cm以上

裸眼視力が両眼

とも0.6以上

または矯正視力

が1.0以上女子
身長155cm以上、
体重45kg以上

警察庁の採用ポータルサイト「POLICE HOME」は、全国
の都道府県警察の採用ホームページにリンク。各都道府
県警察の採用情報をチェックし、希望の職種を見定めて目
標を絞り込むのに便利です。年2回募集するケースもあります
ので、こまめにチェックするといいでしょう。

ほかにも警察官の職種紹介やQ&Aなどのコンテンツがライ
ンナップ。警察官採用に関する情報収集をサポートします。

警視正

警　視

警　部
4年以上

2年以上

2年以上

警部補

巡査部長

巡査長

巡　査
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