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令和２年第８回公安委員会会議録

自午後１時３０分

日 時 ３月１２日（木曜日） 場 所 公安委員会室

至午後４時００分

公安委員 原委員長 小野委員 山本委員 高木委員 下山委員

会 議

本部長 警務部長 生活安全部長 刑事部長

出席者 警察職員

交通部長 警備部長 情報通信部長

第１ 聴聞等についての決裁

運転免許課長から、聴聞９件、意見の聴取３８件について説明があり、決裁が

行われた。

第２ 定例会議

１ 令和元年中の警察安全相談対応状況について

(1) 警察安全相談について

警察安全相談は、県民からの来所、電話等による相談に対して、必要な指導

助言、防犯対策及び警告・検挙の措置等を講じることにより、犯罪等による被

害の未然防止活動を行い、県民生活の安全と平穏を確保する活動である。

(2) 相談受理件数の推移と令和元年中の相談部門受理件数の状況

○ 令和元年の相談受理件数は３６，２８８件（前年比１，９６５件増加）

○ 過去５年間年々増加傾向にあり、平成２９年から３万件の大台を突破

○ 生活安全部門の相談が７０．８％

(3) 主な相談項目の件数と推移
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図 １ 相談受理件数の推移（平成２７年～令和元年）
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○ 項目別の件数で多いのは、刑事部門の「刑事事件」生活安全部門の「家庭

・職場・近隣関係」生活安全部門の「犯罪等による被害防止」の相談が増加

○ ＤＶ・ストーカー等の人身安全関連事案の相談を受理した際には、生活安

全企画課人身安全関連事案対策室等に速報し、連携して対応

(4) 所属別受理状況

～非常勤警察安全相談員配置所属

○ 警察本部と熊本市内４警察署での相談取扱件数は合計１７，９２３件で県

下の約半数

○ 熊本北合志警察署、玉名警察署など６警察署で、前年比１００件以上の大

幅な増加

○ 本部及び相談件数の多い警察署には、非常勤の警察安全相談員を配置

(5) 相談の対応事例

ア 相談受理後迅速に捜査体制を確立し、検挙に至った事例

イ 他県と連携した自殺企図者に対する早期対応事例

ウ 精神的に不安定な女性に対する入院措置を実施した事例

【委員からの質問等】

委員から「相談の中には事件の端緒となるような情報もあるということなので、

まずは相談に対して真摯に耳を傾けて欲しい」旨の発言があった。

２ 「令和２年度熊本県警察職員任命式及び初任科入校式」及び「令和２年度熊本

県警察学校採用時教養日程」について

(1) 令和２年度熊本県警察職員任命式及び初任科入校式について

ア 日時・場所

令和２年４月６日（月） 午前１１時から

図 ３ 主な相談項目の件数と推移（平成２７年～令和元年）
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ＤＶ事案

ストーカー事案

所　属 本　部 中　央 熊本南 熊本東 北合志 玉　名 荒　尾 山　鹿 菊　池 大　津 小　国 阿　蘇

受理件数 3,303 3,146 4,412 4,072 2,990 1,922 1,554 996 897 1,258 282 666

前年比 +555 －51 ＋80 －106 +821 ＋412 +237 －215 +6 +58 ＋27 ＋23 

所　属 高　森 御　船 山　都 宇　城 八　代 芦　北 水　俣 人　吉 多良木 天　草 上天草 牛　深

受理件数 351 1,511 308 1,852 2,723 354 465 989 405 1,057 471 304

前年比 －11 ＋227 ＋17 －133 ＋102 －40 －38 ＋7 －23 ＋123 －12 －103
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熊本県警察学校 講堂

イ 入校生

９５人（うち女性２９人）

(ｱ) 初任科第３１１期短期課程生 ５５人（男性４１人、女性１４人）

(ｲ) 初任科第３１１期長期課程生 ３４人（男性２４人、女性１０人）

(ｳ) 一般職員初任科第３５期生 ６人（男性 １人、女性 ５人）

ウ 出席予定者

校長以下教職員

(2) 令和２年度熊本県警察学校採用時教養日程について

令和２年度に予定されている採用時教養日程について報告があった。

【委員からの質問等】

委員から「新型コロナウイルス感染の問題があるが、入校式は警察官の第一歩

として、厳かで、非常に身の引き締まる大切な行事であるので、感染対策に万全

の注意を払った上で実施していただきたい」旨の発言があった。

３ 電話で「お金」詐欺事件被疑者の検挙について

令和２年１月２８日（火）に熊本市で発生した「電話で『お金』詐欺」事件に

つき、令和２年３月７日（土）に被疑者Ａ（無職、２３歳）を詐欺罪で通常逮捕

した。

【委員からの質問等】

委員から「警察の迅速な対応が被疑者検挙に結びついたと思う。引き続き、余

罪などの捜査についても進めていただきたい」旨の発言があった。

第３ 報告・決裁等

１ 熊本県道路交通規則の一部改正の決裁

交通規制課長から説明があり、決裁が行われた。

２ 福井県公安委員会からの援助要求の決裁

警備第二課次席から説明があり、決裁が行われた。

３ 熊本県公安委員会の権限に属する事務の専決の決裁

生活環境課長から説明があり、決裁が行われた。

４ 熊本県公安委員会事務専決規則の一部改正の決裁

生活環境課長から説明があり、決裁が行われた。

５ 古物営業法令事務取扱規則の一部改正の決裁

生活環境課長から説明があり、決裁が行われた。

６ 令和２年第７回公安委員会会議録の決裁

公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。

７ 審査請求(R２№３)受理の報告

公安委員会事務室から報告が行われた。


