
警 察 事 務 の 待 遇

《昇任制度》

《初任給》

《採用時教養システム》
警察事務職員は採用後、約１か月間警察学校に入校し、

警察職員としての基礎知識を学びます。

《勤務形態・休暇》
警察事務職員の勤務時間は、原則として月曜日から金

曜日までの午前９時から午後５時45分までの勤務で、

週休２日制です。また、休暇は年次有給休暇に加え、夏

季休暇等の特別休暇があり、育児休業や介護休暇制度

もあります。

※この他に、住宅、通勤、扶養、単身赴任、休日勤務等の各種手当も支給

　されます。

大 学卒

188,700円

短 大卒

165,900円

高 校卒

154,900円

警察事務職員の昇任は実力と年齢、経験年数で決まります。

主任・

主事級
係長級

課長

補佐級
課長級

大分県警察組織図

警察官とともに公共の安全と秩序の維持のため業務を行います。職務内容は、予算編成、職員の給与や福利厚生、備品・施設管理等の事務のほか、犯人の指紋や

足跡の鑑定、犯罪の分析統計等の専門的な分野にもわたります。勤務形態は、原則週休２日の毎日制勤務ですが、当直勤務等の変則勤務や緊急時の深夜の呼び

出し、休日勤務を伴うこともあります。採用時には、業務の特殊性から警察学校に約１か月入校し、職員に必要な知識等を学び、その後、警察署へ配属されます。

警察官と共に大分を守る。

人身安全・少年課 捜査第二課

組織犯罪対策課

交通機動隊

高速道路交通警察隊

交通企画課 警備企画課

外事課

機動隊

警備運用課

鑑識課

科学捜査研究所

保安課

サイバー犯罪対策課

広報課

会計課

厚生課

監察課

留置管理課

情報管理課

警務課

施設装備課

生活安全企画課

捜査第一課 交通指導課

交通規制課

運転免許課

刑事企画課

地域課

警察署
大分中央警察署　大分東警察署　大分南警察署　別府警察署　杵築日出警察署　国東警察署　豊後高田警察署　宇佐警察署

中津警察署　玖珠警察署　日田警察署　竹田警察署　豊後大野警察署　佐伯警察署　臼杵津久見警察署

大分県公安委員会

大分県警察本部

警務部 生活安全部 刑事部 交通部 警備部 警察学校

総務課
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現役職員からのメッセージ

警察事務職員を目指す方々 へ

県民の安心・安全を守る警察組織の一員安心感を持って

   業務に取り組むことのできる職 場

学校や会社に通いながら、限られた時間の中で試験勉強をされてい

る方も少なからずいらっしゃるかと思います。私自身も、民間企業を

退職した後、臨時職員の仕事をしながら警察事務職員を目指して試

験勉強をしていました。不安になったり辛くなったりすることもある

かもしれませんが、県民の安心・安全を守る警察組織の一員として尽

力できるこの仕事は、「あの時頑張って目指してよかった！」と思える

ほど、やりがいを実感できる仕事だと私は思っています。ぜひ、チャ

レンジしてみてください！

警務部 警務課 給与係（採用10年目） 警務部 総務課 総務係（採用7 年目）

世界中がコロナ禍による苦境の中、これほど収入が安定し、働きがい

もある仕事は少ないのではないでしょうか。もちろん辛く、苦しいこ

とも多々ありますが、他の公務員と比べても上司、同僚とのつながり

が深く、安心感を持って業務に取り組むことのできる職場です。採用

されて警察学校に入校すること、転勤があること等不安に感じるこ

ともあるかもしれません。しかし実際入ってみればそれほど気にはな

りません。私自身最初は不安でしたが、10年間勤務した結果、むしろ

この職場で働くことができている感謝の方が大きくなっています。み

なさんと働くことができる日を楽しみにしています。ぜひ一緒に頑

張りましょう！！

「 先 輩 の 声 」
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Police Affairs 
Department

組織の基盤を支えている「警務警察」では、警察組織を円滑かつ効

率的に機能させるため、職員の採用・育成や、予算の編成、職員の給

与や福利厚生、備品・施設の管理など人事管理、組織管理を行って

いるほか、警察情報システムの構築・管理、警察署等の留置施設の

管理等も担っています。また、犯罪被害者支援や広報活動を担う県

警音楽隊は広報課に属しています。

警務部警察本部

警察組織を円滑かつ効率的に機能させる

①総務課 ②広報課 ③会計課 ④施設装備課 ⑤警務課 

⑥厚生課 ⑦監察課 ⑧留置管理課 ⑨情報管理課
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Criminal Affairs 
Department

Traffic Affairs Department

県内で発生する交通事故の分析、交通安全教育、

交通違反の指導業務、運転免許証の更新や行政処

分手続き業務などを行っており、コンピュータ制

御による交通規制を担当する交通管制センター

でも勤務しています。

県内で発生する犯罪の統計業務や、鑑識課では、犯罪

現場等に残された指紋や足跡の鑑定、現場で撮影し

た写真の管理を行っており、科学捜査研究所では、Ｄ

ＮＡ鑑定、ビデオ画像の鮮明化、ポリグラフ検査等の

専門的な業務も行っています。

犯罪の抑止に向けた各種施策等の企画業

務や、少年犯罪の抑止活動、サイバー犯罪

の技術支援、許認可事務等を行っていま

す。地域課航空隊では航空整備士として勤

務する職員もいます。

（航空整備士には特別な資格が必要です。）

①生活安全企画課

②地域課

③人身安全・少年課

④保安課

⑤サイバー犯罪対策課

①交通企画課

②交通指導課

③交通規制課

④運転免許課

⑤交通機動隊

⑥高速道路交通警察隊

生
活
安
全
部

交
通
部

刑事部

Community Safety Department

犯罪の抑止に向けた活動

犯罪の統計や証拠の鑑定

交通事故の分析や交通安全教育

①刑事企画課 ②捜査第一課 ③捜査第二課 

④組織犯罪対策課 ⑤鑑識課 ⑥科学捜査研究所
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警察署員の勤務管理や福利厚生、共済、健康管

理等の事務、警察車両・装備品の管理、来庁者

への応接・案内、警察署における各種企画等

多岐にわたる業務を担当しています。

管内で発生した犯罪に関する統計事務や、刑

事事件の検察庁への送致業務等を担当して

います。

警察署における予算執行・管理、警察署・交番

の施設維持管理、交番に届けられた落とし物

を集約し落とし主に返還する遺失拾得業務

のほか、署員に対する給与支給事務、旅費事

務等を担当しています。

大分中央警察署／大分東警察署／大分南警察署／別府警察署／杵築日出警察署／国東警察署

豊後高田警察署／宇佐警察署／中津警察署／玖珠警察署／日田警察署／竹田警察署

豊後大野警察署／佐伯警察署／臼杵津久見警察署警 察 署

総務課

会計課

刑事課

その他

交通課 ／生活安全課

多岐にわたる業務を担当 犯罪に関する統計事務

予算執行・管理や給与支給事務
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警務部警務課採用・育成企画室長の場合 大分中央署総務官の場合

キャリアモデル 警察事務職員のキャリアステップとして、

 2名のモデルケースをご 紹 介します。

CAREER UP CASE 01 CAREER UP CASE 02

世の中の治安が守られていることは、県民が

安全で安心して社会生活を送るための前提

であり、根幹です。警察事務は、様々な分野の

仕事に分かれていますが、その一つ一つが県

民の安全・安心につながり、警察官と協働し

て誇りを持って取り組める仕事です。また、

警察官と同様に、公平な昇任試験を受けて幹

部や所属長のポストにも昇任できます。必

ず、自分のやりたいことや目標を見つけるこ

とができると思います。みなさんと一緒に大

分県の治安を担う大分県警察を支えていけ

る日を楽しみにしています。

「警察事務」とは、どんなイメージですか。「縁の下の力持

ち、裏方」、そう思っている方、決してそうではありませ

ん。警察官と連携して仕事をすることや、県民の皆様の

安全・安心に直接繋がる仕事も多く、自分の仕事が誰か

のためになっていると日々感じることができます。

また、堅いイメージがありますが、実際は、笑いの絶えな

い明るい職場で、女性も多く、働きやすい環境が整備さ

れています。私は高校卒業から約41年、警察事務に従事

し、その間、2人の娘を育てましたが、ここまで仕事を続

けてこられたのも、一緒に働く仲間や上司の手厚いサ

ポート、支援体制があったからです。

誰かのために、やりがいをもって働きたい、自分の可能

性を広げたい、そう思っているあなた、ぜひ大分県警で

一緒に働いてみませんか。

〈受験者へのメッセージ〉〈受験者へのメッセージ〉

中津署会計課会計係 遺失物の取扱い、物品の管理

警務部警務課法制係 規則・訓令等の案の審査

警務部警務課情報室主任 公文書公開請求の処理

日田署総務課会計係長 収入・支出事務、財産の管理

県総務部法務室主査 条例・規則等の案の審査、訴訟の処理

警務部警務課法制補佐 規則・訓令等の案の審査

中津署会計課会計課長 収入・支出事務、財産の管理

警務部監察課訟務室室長補佐 訴訟の処理、行政不服審査の処理

大分中央署総務官 総務・会計事務の統括

H5年

H8 年

H14年

H15年

H18年

H23年

H24 年

H25年

R2年

警務部警務課企画第二係 文書浄書S55年

警務部秘書課庶務・書記係 総務・会計・文書逓送S58年

別府署会計課会計主任 会計業務（旅費・遺失拾得）H11年

交通部高速隊管理主任 総務・会計業務H17 年

学校総務課総務・会計主査H22年

豊後大野署総務課総務課長H24年

警務部厚生課厚生補佐H26年

警務部警務課企画・働き方改革・法制補佐H28年

警務部会計課出納補佐H31年

警務部警務課採用・育成企画室長R2年

総務・会計の統轄

福利厚生、互助会、警生協

働き方改革、女性職員支援の推進、県行政関連業務、法制審査等

国費・県費支出の審査、出納

採用、教養（職場・学校・術科）

総務・会計業務
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大分県警察本部警務課採用係
〒870-8502　大分市大手町3丁目1番1号（大分県庁舎新館8階）

tel.097-536-2131（内線／2664・2665）

大分県人事委員会事務局
〒870-0022　大分市大手町2丁目3番12号（大分県市町村会館6階）

tel.097-506-5212　https://www.pref.oita.jp/site/saiyouzyouhou/
大分県警察　採用

https://www.pref.oita.jp/site/keisatu/saiyou.html

0120-204-110
フリーダイヤル　　　　　　フレッシュ　　　　　  110 番

採用係直通

試験項目（ 上 級）

1次

教養試験

専門試験

論文試験

面接試験2次

1次

2次

教養試験

教養試験Ⅱ

作文試験

面接試験

※上記は令和２年度の試験内容です。詳細は令和３年度大分県職員採用受験案内をご確認ください。

※詳細は令和３年度大分県 警察官募集パンフレットをご確認ください。

警察官採用試験

警察事務採用試験

第１次試験日　令和3年9月26日（日） 第１次試験日　令和3年6月20日（日） 

申込受付期間　 令和3年5月6日（木）～ 5月24日（月） 申込受付期間　令和3年7月26日（月）～ 8月13日（金）

第１次試験日　令和3年5月9日（日） 

申込受付期間　令和3年3月15日（月）～4月8日（木）

試験項目（初級）

公務員として必要な一般的知識（社会、人文、自然）及び知能（文章理解（英文を含

む。）、判断推理、数的推理、資料解釈）についての５枝択一式50問の試験を実施しま

す。

公務員として必要な一般的知識（社会、人文、自然）及び知能（文章理解（英文を含

む。）、判断推理、数的推理、資料解釈）についての５枝択一式50問の試験を実施し

ます。

国語の基礎力についての筆記試験を実施します。

職務の遂行に必要な表現力、構成力等についての筆記試験を実施します。

人物についての個別面接を行います。

専門的知識（政治学、行政学、憲法等）の能力についての５枝択一式40問の試験を実

施します。

職務の遂行に必要な論理性、表現力等についての筆記試験を実施します。

「コミュニケーション能力」「責任感・倫理観」「積極性・行動力」「考察力・柔軟性」等に

ついての個別面接を行います。

警察官A
（大学卒業程度）

第１次試験日　令和3年9月19日（日） 

申込受付期間　 令和3年7月26日（月）～8月19日（木）

警察官B
（高校卒業程度）

上
級

初
級


