平成２９年第１２回公安委員会定例会議概要
開

日

平成２９年４月２７日（木）

開 催 場 所

熊本県警察本部公安委員会室

第１

催

聴聞等についての決裁
運転免許課長から、聴聞５件、意見の聴取３１件について説明があり、決裁
が行われた。
第２ 定例会議
各部からの報告
１ 平成２８年度会計監査の実施結果について
【報告の要旨】
平成２８年度会計監査は、警察本部３４所属、警察署２３署、また、平成
２８年度捜査費証拠書類の書面監査は、警察本部１６所属、警察署２３署に対
して実施した。
実施項目は、
○ 収入事務
○ 支出事務
○ 物品管理
○ 文書管理
○ 遺失物管理
であり、改善等必要な事項は認められなかった。
監査結果については、各所属へ通知するとともに、適正な会計経理に反映さ
せる。
また、平成２９年度の会計監査において指導事項の改善状況を検証するとと
もに対面確認を実施する。
２ 熊本県公安委員会事務専決件数報告について
【報告の要旨】
警務部から、平成２９年３月中の熊本県公安委員会事務専決件数についての
報告が行われた。
３ 国際情報照会手配出資法違反事件被疑者の逮捕について
【報告の要旨】
熊本県警察では、平成２９年４月１９日、出資の受入れ、預り金及び金利等
の取締りに関する法律違反で、被疑者Ａ（無職、女性、６２歳）を通常逮捕した。
【委員からの質問及び警察からの説明等】
委員 から、「加 害者の 不動 産を差し押さえ ることはできない のか。全国的 に
注目を集めている事件なので、警察の信頼を得るためにも加害者が所有する財
産 の全て を解 明し、 被害者 救済がで きるようお願いす る。」 旨の発 言があ り、
警 察から 、「 犯罪収益 で得 た物であ れば、差し押さえ をする ことが できる 。不

動産、現金等の所在特定を行うよう指示している。」旨の説明があった。また、
委 員から 、「 テレビ、 週刊 誌等のマ スコミ報道が過熱 してい るが、 どこで 情報
を入手しているのか。県警では情報を一本化しているのか。」旨の質問があり、
警 察から 、「 県警から の情 報はほと んどなく、報道各 社が海 外での 取材等 によ
り情報を入手したものと思われる。県警では本部の担当課を窓口に一本化して
対応している。」旨の説明があった。
４ 熊本市中央区において連続発生した強盗致傷事件の発生・検挙について
【報告の要旨】
熊本県警察では、平成２９年４月７日及び同年４月１１日に熊本市で連続し
て発生した強盗致傷事件につき、被疑者Ａ（無職、男性、４１歳）を同年４月
１３日、強盗致傷罪で通常逮捕した。
５ 広域盗犯特捜係(見当り捜査班)による指名手配被疑者の検挙等について
【報告の要旨】
熊本県警察では、平成２９年３月２８日発生したタクシー無賃乗車事件（詐
欺）につき、平成２９年４月１３日、指名手配被疑者Ａ（飲食店従業員、男性、
２９歳）を見当り捜査により通常逮捕した。
見当り捜査とは、指名手配被疑者の特徴を記憶し、繁華街等において手配者
を捜し出す手法の捜査である。
【委員からの質問及び警察からの説明等】
委員 から、「見 当り捜 査で 指名手配を検挙 しているのは、す ごいことだと 思
う。また、実績を挙げることは、若い警察官の目標となり、励みにもなるので
しっかりと評価していただきたい。」旨の発言があった。
６ 春の連休期における交通諸対策の推進について
【報告の要旨】
平成２９年４月２８日(金)から同年５月７日(日)までの１０日間、春の連休
期における交通諸対策を以下のとおり推進する。
(1) 交通死傷事故抑止対策
ア 「見せる警戒活動」・「直接呼び掛けによる街頭指導」の推進
イ 隣接警察署との連携強化
(2) 暴走族等対策
ア 基本方針
暴走族及び違法行為を敢行する旧車會員（以下「暴走族等」という。）
による集団暴走行為や各種違法事案の封じ込めを図る。
イ 対策の重点
○ 個別指導の強化
○ 事前情報の収集及び組織的共有
○ 管理者対策の強化
○ 情勢に合わせた暴走族等取締り
○ 取締りの強化
(3) 交通渋滞解消対策
ア 事前対策
○ 交通渋滞予想に基づく事前広報等

イ 期間中の対策
○ 渋滞情報の収集及び交通情報板等による渋滞情報の提供
○ 渋滞発生時の交通整理、う回誘導、現場広報、信号機の手動操作等
○ 道路工事、各種作業等の抑制及び違法駐車車両の排除等
○ 高速道路における、道路管理者と連携した渋滞抑止対策及び渋滞発生
時の安全確保対策
【委員からの質問及び警察からの説明等】
委 員 から、「連休中 は、店舗 のオー プン、 クルーズ船の入港等により、市街
地の 交 通渋滞 、雑踏 事故が 懸念 される ので対 策をお願いする。」旨の発言があ
り、 警 察から 、「イベ ントの責 任者に 対し、 駐車場周辺の交通渋滞を回避する
ため、警備員の配置、代替え駐車場の措置を指示し、状況により警察官の現場
派遣を行うこととする。」旨の説明があった。
７ 平成２９年春の全国交通安全運動の実施結果について
【報告の要旨】
平成２９年春の全国交通安全運動（４月６日～１５日）実施期間の交通事故
発生状況は、以下のとおりであった。

発生件数
死者数
負傷者数

平成２９年
平成２８年
増減数
増減率
１５９件
１５２件
＋７件
＋４．６％
１人
２人
－１人
－５０．０％
２１９人
１９７人
＋２２人
＋１１．２％
※ 発生件数及び負傷者数は暫定値

また、飲酒運転による人身事故の発生状況は、０件（前年同期間比±０件）
であった。
４月１０日（月）、「交通事故死ゼロを目指す日」の交通事故死者は、 全国
の死者は１３人で、本県は１人であった。
広報啓発活動等において、各署の実施状況は、以下のとおりであった。

出発式
27

パレード 推進大会 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 競技大会 安全教育
13

16

105

9

81

その他

合計

16

267

運動期間中の主な活動では、各警察署等において、
○ 第３１回交通安全県民大会（４月 ６日 交通企画課）
○ ３世代交通安全教室
（４月１４日 熊本東警察署）
○ 高齢者交通教室
（４月１４日 菊池警察署）
などを開催した。
【委員からの質問及び警察からの説明等】
委員から、「高齢者に対する夜間の交通教室は、反射材の効果を実際に体験す
ることができるので効果的である。反射材の着用をさらに推進していただきた
い。」旨の発言があった。

８

警備情勢について
【報告の要旨】
警備部から、警備情勢の報告が行われた。
９ 出入国管理及び難民認定法違反事件被疑者の検挙について
【報告の要旨】
熊本県警察では、平成２９年４月１３日、出入国管理及び難民認定法違反（不
法残留）で、被疑者Ａ（解体作業員（自称）、男性、４４歳）、同Ｂ（解体作業
員（自称）、男性、２９歳）、同Ｃ（解体作業員（自称）、 男性、２８歳）、（※
国籍は全てフィリピン共和国）を現行犯逮捕した。
【委員からの質問及び警察からの説明等】
委員から、「この手の事件は増えているのか。他に事件を起こすことはな
いのか。」旨の質問があり、警察から、「年間１～５人の検挙であったが、震災
後は、２５人を検挙しており増加している状況にある。今のところ他の事件に
ついての報告はされていない。」旨の説明があった。
第３ 審議
警察署協議会委員の委嘱及び感謝状の贈呈について
警務部から、警察署協議会委員の委嘱及び感謝状の贈呈についての説明の後、
審議が行われ、原案どおり承認された。
[説明の要旨]
警察署協議会は、警察改革要綱で示された「国民のための警察」を確立する
ため、警察法第５３条の２により「警察署の管轄区域内における警察の事務の
処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べ
る機関」として設置され、その委員は、都道府県公安委員会が委嘱するもので
ある。
今回の委嘱は、平成１３年６月１日の警察署協議会発足から９度目であり、
平成２７年に委嘱した委員の任期が５月３１日で満了となることから、新規、
再任及び再々任を含めて１５１人を委嘱するものであり、任期は２年である。
平均年齢は５６．５歳で、女性の占める割合は４３％（６５人）である。
委員の選出に当たっては、住民の意見を警察行政に反映させるという警察署
協議会設置の趣旨に鑑み、様々な地域、分野、年齢層等幅広い意見・要望の集
約が図られ、警察署協議会の更なる活性化に資する委員の選出を基本方針とした。
６月１日以降に、各警察署において、委員に対する委嘱状の交付を行う予定で
ある。
また、各警察署協議会の委員として３期を務め、満期で退任する４６人の委
員に対して、感謝状を贈呈する予定である。
第４ 報告・決裁等
１ 監察業務の報告
首席監察官から、監察業務の報告が行われた。
２ 熊本県暴力団排除条例違反に係る勧告の決裁
組織犯罪対策課長から、熊本県暴力団排除条例違反に係る勧告についての説
明があり、決裁が行われた。
３ 福岡県弁護士会からの照会の回答

交通規制課長から、福岡県弁護士会からの照会についての説明があり、回答
の決裁が行われた。
４ 平成２９年第１１回定例会会議録の決裁
公安委員会事務室から、平成２９年第１１回定例会会議録の説明があり、決
裁が行われた。
５ 要望（Ｈ２９№６及び№８）の報告
公安委員会事務室から、要望（Ｈ２９№６及び№８）の報告が行われた。
６ 要望（Ｈ２９№７）の報告
公安委員会事務室から、要望（Ｈ２９№７）の報告が行われた。
７ 協議会委員の解職承認の決裁
公安委員会事務室から、協議会委員の解職承認の説明があり、決裁が行われた。
８ 平成２９年度警察署協議会委員委嘱の決裁
公安委員会事務室から、平成２９年度警察署協議会委員委嘱の説明があり、
決裁が行われた。
９ 平成２９年度警察署協議会委員の表彰上申の決裁
公安委員会事務室から、平成２９年度警察署協議会委員の表彰上申の説明が
あり、決裁が行われた。
第５ 事務連絡等
公安委員会事務室から、当面の行事予定について事務連絡等が行われた。

