警察庁で花ひらく
私のやりたいことって何だろう？
警察ってかっこいいけど、男臭い？
危ない仕事じゃないのかな？
迷うあなたに、警察庁で満開の花を
咲かせる⼥性たちを紹介します！

警察庁における⼥性職員の現状
警察庁における⼥性採⽤者数（事務系・研究職）
H23

H24

H25

H26

平

均

（内定）
全体

女性

全体

総合職
警察官

17

５

16

２

14

４

総合職
技 官

４

１

５

１

４

一般職
警察官

７

３

６

２

一般職
事務官

17

５

18

科警研
（研究職）

４

２

管区警察局
技 官
事務官

63

８

警
察
庁

女性 全体 女性 全体

警察庁における⼥性の登⽤
○

都道府県警察本部⻑

○

都道府県警察警務部⻑

女性

割合

18

５

24.6%

○

警視庁課⻑

１

６

２

26.3%

○

警察庁室⻑

５

２

９

３

37.0%

○

科学警察研究所部⻑

９

10

３

20

８

38.5%

３

２

１

１

５

０

38.5%

○

科学警察研究所室⻑

74

５

47

３

74

８

9.3%

警察庁では、毎年多くの⼥性を採⽤しています。

等、様々なポストで活躍中

Q 現在の業務内容は？

Q 心掛けていること

犯罪発⽣を未然に防ぎ国⺠⽣活の
安全・安心を確保するための各種
施策を推進しています。⼦供や⼥
性、高齢者などが被害に遭わない
よう、自らを守るための情報提供
や⾃治体・⺠間団体等との連携が
キーポイントです。また、ストー
カーや配偶者からの暴⼒事案に迅
速・適切に対応するための⽅策に
ついても検討しています。

先⼊観を排して様々な意⾒を客観
的に聴くこと。報告・連絡・相談
をしやすい環境をつくること。あ
る程度のこだわりは持つが情勢の
変化に柔軟に対応すること。必要
な場⾯では⾃ら率先して動くこと
…実践できていると良いのですが
…。あとは、健康管理とスケ
ジュールのやりくり、飲ミュニー
ケーションにいそしむこと（？）。

Q 心に残っている仕事

Q ⼥性へのメッセージ

霞が関（他省庁も含む。）や地⽅
の現場で様々な仕事をさせてもら
いましたが、施策の推進であれ、
事案の解決であれ、チームで一丸
となってことに当たり、苦労しな
がら先に進めたようなものは全て
心に残っています。結果も大事で
すが、試⾏錯誤の過程や失敗・反
省点などもその後の⼤きな糧と
なっているように思います。

霞が関での政策⽴案、現場での
事案対処、在外等他官庁出向…変
化に富んだエキサイティングな職
場で自分らしさを発揮してみませ
んか？ ⼼配ご無⽤、国⺠⼀⼈ひ
とりの安全・安心のために日々奮
闘している警察庁は、職員一人ひ
とりの幸せな家庭生活も大事にす
る官庁です。仕事も、家庭も〜欲
張りな貴⼥にこそ来てほしい！

警察庁生活安全局
生活安全企画課
犯罪抑⽌対策室⻑
（ H４入庁

総合職・警察官）

Q 現在の業務内容は？
現在、内閣官房情報セキュリ
ティセンターに派遣され、主に
情報セキュリティに関する予算
関係業務や国⺠に対する情報セ
キュリティの意識啓発の向上の
ための企画⽴案・総合調整を担
当し、サイバー空間の安全確保
に取り組んでいます。
Q 心に残っている仕事
国内外の専⾨家や関係省庁の担
当官との協議・折衝において、
自分はその業務の「プロ」であ
ると⾃覚して臨むことが肝要で
す。その場における自分が発す
る⾔葉の重み、仕事に対する責
任をひしひしと感じる反面、や
りがいを感じる瞬間です。
Q 心掛けていること
「楽しく」をモットーに、何事
もプラス思考で考えるようにし

ています。ちょっと躊躇してし
まうことでも、「大丈夫、何と
かなる」と思うことで、気持ち
が落ち着き、それでいつも乗り
切っています。また、仕事の仲
間・相手方との信頼関係も日々
構築するようにしており、それ
により、仕事がスムーズに運ぶ
一助となっています。
Q ⼥性へのメッセージ
結婚、出産を含めた自分の将来
構想なんて、まだまだ実感がわ
かないと思います。まずは、自
分がここで働きたいと思える職
場と出会うことです。警察庁の
仕事は、間口が広く、非常に身
近な問題から、国家の安全保障
に係る問題まで様々です。警察
庁ワーキングマザーの姿も参考
にしつつ、自分の可能性に挑戦
してみませんか？

総理⼤⾂官邸にて

内閣官房副⻑官補付
（ H4入庁

一般職・警察官）

Q 現在の業務内容は？

求を⾏い、増員が認められた時、初め
て国家公務員としての仕事のやりがい
平成25年１⽉、アルジェリアにおいて と、僅かながら安心、安全な社会づく
襲撃テロ事件が発生した際、当課から、りに貢献できた喜びを感じたことが、
国際テロリズム緊急展開班（ＴＲＴ− 心に残っています。
２）を現地に派遣し、情報収集や身元
確認などを⾏いました。本事件では10 Q 心掛けていること
名もの日本人が犠牲となったことから、業務に携わる際は、これは何のためな
尊い犠牲を無駄にしないため、官房⻑ のか、誰のためなのかなど、業務の目
官主導の下、本事件への対応に関する 的を意識するようにしています。
検証がなされ、当課も参画しました。 そして、休日は、とにかくリフレッ
現在は、この検証結果を踏まえ、海外 シュする。友⼈と会ったり、料理教室
に居住する邦人等の安全を確保するた に通ったり、旅⾏に⾏ったり。業務か
め、情報収集・分析体制やＴＲＴ−２ ら離れた時間を楽しむことが、業務を
の体制を強化するなどの施策を推進し 頑張る原動⼒となっています。
ています。
Q 心に残っている仕事

Q ⼥性へのメッセージ

警察庁で初めて配属された所属で、国
家公務員の増員要求を担当していた頃、警察庁では、性別に関係なく、幅広い
仕事に不慣れな上、知識も経験も浅い 分野でやりがいのある業務に携わるこ
ことから、何をどうすれば増員が認め とができます。安心、安全な社会づく
られるのかわからず、苦しい日々が続 りに貢献したい方、ぜひ一緒に働きま
きました。周りの方々に支えられ、要 せんか。

警察庁警備局外事情報部
国際テロリズム対策課
係⻑
（H22入庁

総合職・技官）

Q 現在の業務内容は？

Q 心掛けていること

警察装備品の検収出張の旅費

健康管理、体⼒維持、ストレ

の請求や庶務的な一般事務を

スをためないことです。プラ

しています。

イベートは大好きな観劇や

Q これまでに心に残ってい
る仕事
今までの勤務で一番印象に
残っているのは、天皇・皇后

ショピングでリフレッシュす
ることで、次の仕事への活⼒
になっています。
Q ⼥性へのメッセージ

両陛下にご臨席を賜った科学

警察はまだ男性社会と言う面

警察研究所５０周年記念式典

はありますが、一般職の活躍

の司会は、貴重な経験であり

の場も広がっており、育児休

忘れられない思い出です。

業や育児時間も取得でき、結
婚・出産しても仕事が続けら
れます。やりがいのある職場
で頑張ってみませんか。

警察庁
⻑官官房会計課専⾨職
（S48入庁

一般職・事務官）

Q 現在の業務内容は？

Q 心掛けていること

パソコンやハードディスク、携帯
電話といった電子機器の解析や、
捜索差押え現場等においてパソコ
ン等の専⾨的な知識が必要となる
場合の技術⽀援を⾏っています。
技術支援では京都府警の捜査員と
共に日本全国どこへでも出向いて
活動しています。大学は情報系で
したが、更なる専⾨的な知識につ
いては、東京の警察大学校附属情
報通信学校や大阪の近畿管区警察
学校にて、集中的に勉強させても
らいました。

私が仕事をする上で心がけている
ことは、公平中⽴な⽴場で解析業
務を⾏うことです。警察は犯⼈を
捕まえるのが仕事じゃないの？と
思われるかもしれません。確かに
事件の被害者のことを考えると犯
人が憎いと思うこともあります。
しかし、仕事を⾏う上では感情を
捨て、どちらかに有利になるよう
な情報だけではなく事実のみを解
析結果として報告するよう常に心
がけています。

Q 心に残っている仕事

Q ⼥性へのメッセージ

なにごとにも挑戦してみよう！
東京での技術支援業務を終えて帰 やってみよう！という前向きな姿
りの新幹線の中で、電子掲示板に 勢がこれからの就職活動や、その
「○○の容疑で京都府警が逮捕
先、実際に働き出してからも⼤切
…」とニュースが流れていました。 です。どんな仕事でも、つらいこ
つい先程までその現場でパソコン とや、苦しいことはあります。そ
の解析を⾏っていた事件がもう？ れを、楽しいこと、やりがい、充
情報が早いなぁ。と驚いたと共に、 実感に変えていけるかは自分次第
こんな私でも国⺠の安全で安⼼な です。あなたのやりがいのある仕
⽣活を守る役に⽴てたのかと誇ら 事が警察庁であれば嬉しいです。
しく思いました。
一緒に働ける日を楽しみにしてい
ます。

近畿管区警察局
京都府情報通信部
情報技術解析課主任

（H22入庁 一般職・技官）

Q 現在の業務内容は？

に取り組んでいます。

人事給与係として、主に職員の
給与に関することや、職員の採
用業務等に携わっています。職
員の生活を支える給与事務を的
確に遂⾏するため、関係法令へ
の理解を深めることはもちろん
のこと、採用業務では警察組織
で働くことの魅⼒を⼗分に伝え
られるよう、専門分野に固執せ
ず幅広い知識の習得に努めてい
ます。

Q 心掛けていること

Q 心に残っている仕事

Q ⼥性へのメッセージ

入庁後始めて給与事務を任され
た時に、些細な計算の誤りで多
くの人に迷惑をかけてしまいま
した。給与事務は、正確性はも
とより、様々なことに気を配っ
ていないと思いがけず大きなミ
スにつながることがあります。
職員の生活に直結する仕事をし
ているという責任感を持ち業務

警察はまだ男性社会と言う面は
ありますが、一般職の活躍の場
も広がっており、育児休業や育
児時間も取得でき、結婚・出産
しても仕事が続けられます。や
りがいのある職場で頑張ってみ
ませんか。

「迅速かつ正確に」をモットー
に仕事をしています。また、人
との繋がりを⼤切にし、⽇頃か
ら元気で明るい対応を心がけて
います。それに、オンとオフの
切替をすることも⼤切です。私
は休みの日は大好きな岩盤浴に
⾏ったり、スポーツ観戦をして、
リフレッシュをしています。

関東管区警察局情報通信部
通信庶務課係員
（H23入庁

一般職・事務官）

Q 現在の業務内容は？
毛髪及び軟組織に関する研究、
鑑定等を⾏っています。特に、
⼈⽑か動物⽑かの識別、⼈⽑の
発生部位推定などの形態学的検
査や、犯罪現場に遺留された⽑
髪と特定の⼈物の⽑髪との異同
識別を担当しています。現在は、
動物⽑の異動識別法を確⽴する
ため、形態検査に加え、ＤＮＡ
に関する研究に取り組んでいま
す。
Q 心掛けていること
他の研究室の職員との交流を⼤
切にしています。年齢、性別、
所属の壁を越えた交流ができる
のは、科警研の⼤きな魅⼒です。
ランチや⼥⼦会、休⽇にはス
ポーツや旅⾏をすることもあり、
情報交換やストレス発散をして
います。専門性が高い仕事であ

るからこそ、視野を狭めたり、
ストレスをため込んだりしない
よう心掛けています。
Q ⼥性へのメッセージ
現在、私を含めた４名の⼥性職
員が大学院に所属し、学位取得
を目指しています。仕事と家庭
を両⽴させながら学業に取り組
むのは大変ですが、周りの方々
の協⼒もあり、充実した毎⽇を
送っています。入庁後に学位を
取得した先輩も多いので、アド
バイスやサポートをしてもらう
ことが多く、心強く思っていま
す。また、⼥性職員のキャリア
アップに、とても前向きな職場
ですので、様々な知識や経験を
生かして活躍することができま
す。警察組織の一員として、是
非一緒に働きましょう。

科学警察研究所
研究員
（H21入庁

研究職）

Work Life Balance
仕事もプライベートも充実させるために

Work

Life

メンター制度

育児両⽴⽀援制度

留学制度

制度利⽤者から

メンター制度

勤務経験の少ない⼥性職員（メンティー）を先輩職員（メンター）がサポート

し、活き活きと仕事をしてもらうための制度です。キャリアアップや、仕事と家
庭の両⽴、職場の⼈間関係など、何でも相談できます。
メ ン タ ー：警察庁勤務も１年経ったけ
したけれど、特に県警の課⻑時代は、
れど、どんな感じ？
異動直後に東日本大震災が起きて、
ご遺族の対応を担当したので、手探
メンティー：始まる前は、もっと体育会
りの中走り続ける感じだったよね。
系で上下関係も厳しいかなと思って
でも、その分警察の原点を感じたし、
ましたが、思っていたよりフランク
県警の方との結束も強かったよ。
で、働きやすいです。
メ ン タ ー：そうだよね。⼥性は⼈数的 メンティー：警察庁から来ているからと
には少数派だけれど、性別よりも個
いうことで、責任が重くなるという
性を生かして自分らしく働ける職場
こともあるんですか？
だと思うよ。
メ ン タ ー：警察庁出身だからというよ
メンティー：私はまだ、最初の県警勤務
りも、県警幹部の一人という⽴場な
を除けば、庁内の所属しか経験して
ので当然という感じかな？全体を⾒
いないですが、今後はどんなことに
て、改善すべき点は改善していこう
気をつけていけばいいんでしょう？
と心掛けたよ。
メ ン タ ー：総合職採用者ということで、メンティー：そうなんですね。本庁で仕
周りから一挙一動を興味を持って⾒
事をしていると、県警の人と話がか
られているというのは感じたかな。
み合わなかったりということもあり
特に県警勤務の時には、⽴場を守り
ますが、県警で勤務する時には今の
つつも周りとの壁を崩すということ
経験を活かせるといいなと思います。
を意識したよ。私は、３回県警勤務

メンター
入庁11年目
私は少年⾮⾏対策をやりた
いと思って、入庁しましたが、
今までにやった他の仕事もど
れも面白くやりがいがありま
した。まずは思い切って⾶び
込んでみてください。
⼥性の⼈数は今はまだ少な
いけれど、これから変えてい
けるチャンス。そのためにも
⼀⼈⼀⼈の⼒が⼤事なので、
ぜひ一緒に働きましょう。

メンティー
入庁４年目
私の同期には⼥性が
５⼈。⼥性だからと話題に
もならないくらい溶け込ん
でいます。
働きやすい職場になって
いるので、説明会に来てい
ただいて、雰囲気を感じて
ください。

海外・国内留学

警察庁の仕事のフィールドは国内だけにとどまりません。
語学⼒を磨き、国際感覚を⾝につけるべく海外留学中の
職員を紹介します。
現在私は、アメリカのニューヨー
クにあるコロンビア大学国際公共
政策⼤学院に留学し、安全保障政
策及び組織政策を専攻として公共
政策学を学んでいます。テロ対策
や核不拡散等について、実務経験
も有する錚々たる教授陣の指導を
仰ぎながら、⼤量の⽂献と格闘す
る毎⽇は、⽇々新しい発⾒に満ち
ています。

この大学院には世界50カ国以上
から多様なバックグラウンドを持
つ学生が集まっており、授業での
議論においては、思わぬ観点に気
付かされることや、あらためて日
本の警察官・⾏政官としての在り
方を考えさせられることもしばし
ばです。また、授業を離れても、
著名な政治家の講演等が大学にお
いて頻繁に開催されており、知的
刺激に満ち溢れたキャンパスライ
フを送っています。
マンハッタンという大都会の中に
ありながらも閑静で趣のある歴史
的なキャンパスの中で、このよう
に勉学に専念できる貴重な環境を
いただいたことに感謝しつつ、自
己研鑽に励む毎日です。

H21入庁 総合職・警察官

両⽴⽀援制度
入庁

結婚
結婚

警察庁では、仕事と家庭の両⽴を⽀援するために、様々な制度を⽤意しています。
詳しくは、⼈事院の「両⽴⽀援ハンドブック」をご覧ください。

妊娠 妊娠

出産

出産

介護
３歳

１歳

通勤緩和

産前産後休暇

結婚休暇
休息、補食のための
職務専念義務免除

旧姓使用

短期介護休暇

配偶者出産休暇
（男性）

介護休暇

育児参加のための休暇

同行休業

深夜勤務及び時間外勤務の制限
業務軽減
健康診査等のための職務専念義務免除
保育時間

＊

育児休業

平成24年度における育児休業取得率
新規取得
可能者

新規
取得者

取得率

女性職員

20

20

100%

男性職員

105

3

育児短時間勤務、育児時間
超過勤務の制限・免除

2.9%

６歳

深夜勤務、超
過勤務の制限

休憩時間の短縮
早出遅出勤務
子の看護休暇

働くママの本音

育児休業を経て、仕事と育児の両⽴を
実践する３⼈の働くママ達に、復職や
両⽴の現実を語ってもらいました

A：生活安全局生活安全企画課
課長補佐
(一般職・警察官 H６)
５歳と１歳の母

B：長官官房人事課主任
(一般職・事務官 H16)
４歳の母

C：長官官房総務課課長補佐
(総合職・警察官 H14)
１歳の母

 出産まで
C：地方への転勤もある職種なの
で、結婚や出産のタイミングはよ
く考えましたね。私の場合は、県
警の課長勤務を終え、そろそろ産
んでもいいかもと思ったタイミン
グで結婚出産しました。
A：キャリアと年齢の問題は悩み
ますよね。私の場合は、結婚後、
仕事優先の毎日で気づけば30代。
このままでは子どもを授かること
はできないと思って、今でいう
「妊活」をして、36歳で念願の最
初の子を出産しました。その後、
もう一人という思いを断ち切れず、
40歳で２人目を出産しています。
B：私は子どもが今４歳になろう
かとしているんですが、子どもが
２歳くらいまでは、２人目なんて
考えられませんでしたが、最近は
兄弟がいた方がいいのかな、なん
て悩んでいます。
 育休中
B：育休に入るときはどうでした
か？私は、出産直後は体力的にも
辛くて、夜泣きもあったりしたの
で、１年の育休がとてもありがた
かったです。
C：うちは実家が遠く、何があっ

ても夫と２人で乗り切るしかない
ということで、思っていた｢休
暇」と違いましたが、子どもとの
日々に埋没してしまわないよう、
復職直前にフランス語検定をとっ
たり、職場にマメに連絡したりし
ていました。
また、夫が入れ違いに育休を取得
するので、大分早くから相談して
いましたね。
 復帰
A：うちは保育園探しが一番大変
でしたね。2人目の時は、上の子
が通園中にもかかわらず認可は全
滅で、認可外も100人待ちという
ところもあったりして…。結局、
２人別々の保育園に、毎日往復５
キロ自転車を漕いで通園していま
す。
B：うちは、夫が朝も夜も遅いの
で当てにできず、実母にサポート
をお願いしています。その代わり、
休日には夫が家事を手伝ってくれ
ますね。
C：今は、夫が育休中なのでいい
ですが、４月に夫が復職した後の
ことは考えています。
気をつけているのは、１か月、半
年、１年ごとの計画を立て、優先

順位を付けて仕事をしていくこと
ですね。急に休まなければならな
いときに、誰かにサポートしても
らえるようにもしています。
A：一人で抱え込まないようにす
ることは大事ですよね。私は、周
りの人に「ここまでやってありま
す。いなければこれをお願いしま
す」とメールを送って帰ります。
周りを巻き込むことと、準備を２、
３日前に終わらせておくことは心
掛けています。
B：仕事を理由に子どもに影響も
出したくはないですし、仕事も責
任持ってこなしたいですね。私も
制度に甘えすぎずにがんばりたい
です。
C：育児中はどうしても周りに迷
惑をかけてしまうのですが、長い
目で見て、将来どう職場に恩返し
ができるかを考えてみたいです。
A：育児中の女性や将来育児をす
る女性の意欲を削ぐことのないよ
う、よい先輩になれるよう精進し
ようと思っています。

仕事と育児の両⽴ってどんな感じ？

H20年に第１⼦、H24年に第２⼦

復帰前
⼦育ては、体⼒的にも精神的に
も⼤変なので、育休制度があって
よかったです。育休中は、仕事の
ストレスから解放される⼀⽅、復
職後の大変さを考えると憂うつに
なったり、不安はありました。
幸い、⼀⼈⽬の復職時に、上司
や同僚が⼤変温かく迎え⼊れてく
ださり、仕事へのモチベーション
を維持できたので、2人目の時は
不安が軽減されました。１⼈⽬の
時が肝心ですね。
また、保育園探しは苦労しまし
た。今も、２人別々の保育園に毎
⽇往復５キロも⾃転⾞を漕いで通
園していて、いい運動になってい
ます。

を出産し、H25年４⽉から現職。





生活安全局生活安全企画課
課長補佐
(H６入庁 一般職・警察官)
夫は都道府県警察官。

現在、生活安全企画課には、自身
も含め４人の働くママ達が、それ
ぞれ仕事と育児の両⽴を図ってい
ます。

仕事との両⽴
上の子は９か月、下の子は１歳
ちょうどでいずれも４⽉に復職し
ました。両⽴の上で⼀番⼤事なの
は、やはり夫の協⼒ですね。
夫が宿直でいない日や子どもの
病気の時には、祖⽗⺟の⽀援や

ファミリーサポート、病後児保育
を活用し、ベビーシッターにも登
録しています。
復職からまもなく１年ですが、
親も子もなれてきたなと思います。
同僚は、残業せざるを得ない⼈
もたくさんいるので、その中で早
く帰るのは申し訳ない気持ちにな
ります。最近は、業務量が増えま
したが、両⽴のペースが掴めてい
たので、対応できます。
今の想い
育児しながらの仕事にはいいこ
とも色々あります。家族の絆が強
くなったことや、いわゆるママ友
との情報交換は、生活安全の仕事
にも役だっています。
復職に当たっては、⾊々な⼈か
ら支援していただき、感謝してい
ます。今後は、限られた時間でも
成果が出せるよう仕事をし、将来
育児をする⼥性たちの良き先輩と
なれるよう精進します。


Oneday Schedule
５:00

起床（朝食・夕食準備、
お弁当作り、ゴミ出し）

５:30

夫出勤

7:00

子ども起床、朝食、着替え

8:00

保育園送り（⾃転⾞で保育園
２カ 所を回ります！！）

9:30

登庁

12:00

昼食

16:30

退庁（短時間勤務のため早めに。
残業の時は、延⻑保育に。）

18:00

保育園お迎え、買い物

18:30

帰宅

19:30

夕食、子どもの世話

20:00

夫帰宅（お⾵呂、⾷器洗い
洗濯は夫の担当）

21:00

子どもの寝かしつけ

Q＆A

Q 体育会系のイメージがあるけど？
筋⼒勝負という仕事はありません。忙しい勤務
が続いても体調を崩さないだけの最低限の体⼒は
必要ですが、文化系のノリでも違和感は感じない
はずです。

Q 職場に⼥性が少ないのでは？
確かに、⼥性は少数派かもしれません。でも
その分⼥性同⼠のネットワークは緊密です。
ロールモデルとなる先輩もたくさんいます。
まずはぜひ話を聞いてみてください。

Q どんな場所で勤務するの？異動が多くて⼤変？
活躍の場は全国！霞が関だけではなく、全国の
都道府県警察や海外の在外公館でも活躍の場が用
意されています。色々な現場を肌で感じて、それ
を政策⽴案に⽣かすことができる職場です。
異動はありますが、先輩たちのキャリアステッ
プを参考に、ライフプランを組むこともできます。
＊科警研については、基本的に転勤はありません。

Q 「男社会」で働きづらくはないの？
⼥性だからという理由で特別扱いされること
はありません。性別に関係なく、活躍すること
のできる職場です。

Q ⼦どもが⽣まれても両⽴できる？
両⽴⽀援制度も充実し、育児と仕事を両⽴して
いる先輩もたくさんいます。
メリハリをつけて、仕事も家庭も充実させるこ
とができます。

Q 残業が多くて大変？
仕事が佳境に入ったときは残業が続くことも
あります。でも、仕事にメリハリをつけて、早
く帰宅できるときはプライベートを充実させる
ことも可能です。
子どもが小さいうちは、時短勤務という選択
肢もあります。

採用窓口
窓口

住所

連絡先

総合職警察官

警察庁長官官房人事課

東京都千代田区霞が関２−１−２

03(3581)0141(2647)
jinji@npa.go.jp

総合職技官

警察庁情報通信局情報通信企画課

東京都千代田区霞が関２−１−２

03(3581)0141(6027)

一般職警察官

警察庁長官官房人事課

東京都千代田区霞が関２−１−２

03(3581)0141(2631)

一般職事務官

警察庁長官官房人事課

東京都千代田区霞が関２−１−２

03(3581)0141(2663)

北海道警察情報通信部通信庶務課

北海度札幌市中央区北２条西７丁目

011-251-0110(6032)

東北管区警察局情報通信部通信庶務課

宮城県仙台市青葉区本町３−３−１

022(221)7181(6032)

関東管区警察局情報通信部通信庶務課

埼玉県さいたま市中央区新都心２−１

048(600)6000(6032)

東京都警察情報通信部通信庶務課

東京都千代田区霞が関２−１−１

03(3581)4321(60311)

中部管区警察局情報通信部通信庶務課

愛知県名古屋市中区三の丸２−１−１

052(951)6000(6032)

近畿管区警察局情報通信部通信庶務課

大阪府大阪市中央区大手前２−１−22

06(6944)1234(6032)

中国管区警察局情報通信部通信庶務課

広島県広島市中区上八丁堀６−30

082(228)6411(6032)

四国管区警察局情報通信部通信庶務課

香川県高松市中野町19−７

087(833)2111(6032)

九州管区警察局情報通信部通信庶務課

福岡県福岡市博多区東公園７−７

092(622)5000(6032)

科学警察研究所

千葉県柏市柏の葉６−３−１

04(7135)8001

一般職技官

研究職

