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平成３１年第１回公安委員会会議録

自午後１時３０分

日 時 １月１０日（木曜日） 場 所 公安委員会室

至午後３時３０分

公安委員 高木委員長 原委員 山本委員 小野委員 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

交通部参事官 警備部長 情報通信部長

第１ 定例会議

１ 年末年始における雑踏警備等について

(1) 初詣等における人出と雑踏警備

ア 県内の対象施設

２２施設（加藤神社、藤崎八旛宮、高橋稲荷神社、健軍神社、熊本市動植

物園、グリーンランド等）

イ 全対象施設における人出総数（管理者又は主催者発表）

約１６６万人

ウ 従事警察官

１０警察署（熊本中央、熊本南、熊本東、玉名、荒尾、菊池、阿蘇、八代、

人吉、天草）

エ 主な施設の人出状況（管理者又は主催者発表数）

(2) 年末における警察本部員の特別警戒活動

ア 活動期間（活動時間）

平成３０年１２月２１日から２９日までの９日間（午後８時から翌午前２時）

イ 活動場所

熊本市繁華街

ウ 活動内容等

繁華街における犯罪抑止のため、制服による見せる活動を実施するととも

に、通行人に対する客引きへの注意喚起を呼びかけたポケットティッシュを

配付した。

【委員からの質問等】

委員から「熊本市客引き行為等の禁止に関する条例や熊本県風俗案内業の規制

に関する条例がそれぞれ可決された。引き続き繁華街の安全安心対策をお願いし

たい」旨の発言があった。

２ 「１１０番の日」の取組について（外国人留学生に対する研修会の開催）

(1) 「１１０番の日」とは

昭和６１年から毎年１月１０日を「１１０番の日」として、全国一斉に１１０
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番制度の積極的利用、制度に対する正しい認識の定着化及び警察活動への理解

と協力を得るための啓発活動を実施しているものである。

(2) 外国人留学生に対する研修会の開催

ア 開催日時、場所

平成３１年１月１０日（木）午後２時から午後３時４０分まで

通信指令課１１０番センター

イ 対象者

熊本大学在学中の外国人留学生４人

ウ 実施内容

１１０番センター施設見学、１１０番通報模擬体験、防犯講話

(3) 外国人からの１１０番通報件数（平成３０年１１月末現在）

(4) 「１１０番の日」に向けたその他の取組

ア 警察本部庁舎における広報横断幕の掲示

イ 県警ホームページへの１１０番利用に関する情報掲示

ウ 各警察署におけるチラシを活用するなどした広報活動の強化

(5) １１０番受理件数の推移

【委員からの質問等】

委員から「このような取組を行う際は、在熊外国人の拠り所である熊本市国際

交流会館と連携を図ってもらいたい」旨の発言があり、警察から「連携を図りた

い」旨の説明があった。

３ 年末年始における主な取扱い事案について

(1) 強行犯関係
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逮捕事件～１件

１２月３０日 人吉市二日町における公務執行妨害等事件

(2) 特殊犯関係

特異取扱い事案なし

(3) 盗犯関係

逮捕事件～２件

ア １２月２９日 上益城郡山都町における窃盗（金庫破り）事件

イ １２月３０日 菊池市下河原における窃盗（空き巣）事件

(4) 検視関係

ア 取扱件数～５７件（うち検視係臨場４２件）

イ 解剖件数～４件（司法３、調査１）

(5) 知能犯関係

特異取扱い事案なし

(6) 組織犯罪対策関係

特異取扱い事案なし

４ 年末年始における交通諸対策の実施結果について

(1) 実施期間

平成３０年１２月２１日（金）から平成３１年１月３日（木）までの１４日間

(2) 交通事故発生状況

注：発生件数及び負傷者数は、暫定数

※ 死亡事故概要

(3) 暴走族等取締り状況

ア 取締り結果

(ｱ) １１０番通報 ４件（前年比 ±０件）

(ｲ) 検挙件数 ０件（前年比 －８件）

区 分 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 前年比 平均
発生件数（ 件） 363 322 334 325 329 +4 335
死 者 数 （ 人） 4 4 2 7 5 -2 4
負傷者数（ 人） 425 417 439 379 387 +8 409

発生日時 発生場所 路線 類型 死者 事故の概要

12/21(金)
8：08

宇土市
岩古曽町

市道 軽四貨自損
軽貨
７９歳
女性

軽四輪貨物自動車が道路右側用水路に転落

12/22(土)
12：30

宇城市
三角町

国道５７号 軽四乗 対 大バス
軽乗
７０歳
男性

軽四輪乗用自動車が中央線を越え、対向の大型
バスと正面衝突

12/23(日)
13：42

上天草市
松島町

その他 軽四貨自損
軽乗
６６歳
男性

軽四輪貨物自動車が後退中、海中に転落

1/3(木)
16：10

菊池市
隈府

市道 軽四貨 対 歩行者
歩行者
８１歳
男性

軽四輪貨物自動車が左折中、道路横断中の歩行
者に衝突

1/3(木)
22：55

熊本市
南区

南高江

県道
川尻宇土線
(旧国道３号)

普貨 対 歩行者
歩行者
７６歳
男性

普通貨物自動車が直進中、道路横断中の歩行者
に衝突
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イ 主な動向

(4) 交通渋滞状況

別紙「交通渋滞結果図」参照

区分 管内 日時 場所 端緒 台数 状況 措置結果

1 熊本南 12/29（土）
23: 45 熊本新港 110番通報 二輪車

約10台
い集

（旧車會） 現場説諭

2 荒 尾 1/1（火）
01: 25 荒尾市 110番通報 二輪車

2台
走行現認
（旧車會） 県外流出

3 荒 尾 1/1（火)
03: 30 荒尾市 110番通報

(2件)
二輪車
4台

走行現認
（旧車會） 県外流出
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【委員からの質問等】

委員から「平成３０年の交通事故死者数が過去最低だったことは、警察の努力

を評価すべきと思う。併せて、各団体の取組によって、交通事故防止に対する住

民の意識やモラルが向上したことも好結果につながった要因だと思う。これらの

取組を継続してもらいたい」旨の発言があった。

第２ 報告・決裁等

１ 平成３０年第３４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。

２ 審査請求(Ｈ３０№２）審理経過の報告

公安委員会事務室から報告が行われた。

３ 審査請求(Ｈ３０№２）終結の決裁

公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。


