
だより

みなさんが安心して

暮らせる｢まち｣づくりを

目指していきます｡
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三重県警のしくみ

警察署管轄区域

街頭犯罪等抑止総合対策の推進･--･

非行少年を生まない社会づくりの推進

1 10番通報のご利用にあたって---

犯罪情勢

交通事故の防止

大規模災害への対応～広域緊急援助隊の活動～ ---　9

機動隊の活動

国際テロ等に対する警備諸対策の推進-----=-･･･--- 10

オウム真理教関係特別手配被疑者の早期発見･検挙--･ 10

犯罪被害者支援～犯罪の被害にあわれた方のために～ - 1 1

県民の皆さんの要望･相談等への対応･-･--･----･ 12

三重県警察官採用案内

インターネットを利用した申請･届出の受付------･13

インターネットを利用した落とし物の検索

各種統計～発生状況～

1　-"

暦

13
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平成24年

三重県警察運営の重点目標

執務の基本方針

県民と共に築く安全で安心な地域社会
～正しく･強く･温かく　～

執行のせ　点

○街頭犯罪等身近な犯罪の抑止対策の
推進

○大規模災害等緊急事態に備えた対策
の推進とテロの未然防止

○精強な初動警察態勢の確立と重要犯
罪等の徹底検挙

○暴力団の壊滅に向けた総合対策と犯罪
のグoIJでル化･犯罪インフラ対策の

推進

○交通死亡事故等抑止対策の推進

○少年の健全育成に向けた総合対策の
推進

○犯罪被害者等支援対策の推進と要
望･相談等への的確な対応
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警　務　部　　生活安全部 那辛刑 那過交 那備警

機動隊警備第二課警備第一課高速道路交通警察隊交通機動隊運転免許センター交通指導課交通規制課交通企画課科学捜査研究所機動捜査隊鑑識課国際捜査課組織犯罪対策課捜査第二課捜査第一課刑事企画課生活環境課少年課通信指令課地域課生活安全企画課監察課厚生課広聴広報課教義課警務課情報管理課会計課総務課

遺失物･拾得物の取扱い等

総合案内､広報､警察安全相談､警察官募集等

各種犯罪の防止､少年の非行防止活動､環境事犯の取締り､銃砲刀剣類･

風俗営業等の許可事務等

1 10番通報等への初動対応､パトロール活動､巡回連結､水難･山岳遭

難救助､雑踏警備等

殺人･強盗･窃盗･詐欺等の犯罪捜査活動､暴力団取締り､拳銃･覚醒剤
事犯の取締り､鑑識活動等

交通安全教育､交通指導取締り､交通事故･事件捜査､信号･標識等の管

理､運転免許事務等

災害対策･救助活動､要人警護､警備犯罪の取締り等

警察署管轄区域

0桑名警察署
桑名市大字江場626-2

℡0594-24-01 10

◎いなべ警察署
いなべ市員弁町宇野320-1

℡0594-84-01 10

◎四日市北警察署
四日市市松原町4-32

℡059-366-01 10

◎四日市南警察署
四日市市新正5丁目5-5

℡059-355-01 10

◎四日市西警察署
三重郡菰野町大字大強原324 1

℡059-394-01 10

◎亀山警察署
亀山市野村4丁目1-27

℡0595-82-01 10

e鈴鹿警察署
鈴鹿市江島町3446

℡059-380-01 10

◎津警察署
津市丸之内22-1

℡059-213-01 10
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交　番

駐在所

◎津南警察署
津市久居明神町2501-1

℡059-254-01 10

木曽岬町慧警蓋慧_.

r　　　℡0598-53-01 10

0大台警察署
多気郡大台町佐原848

℡0598-84-01 10

◎伊勢警察署
伊勢市神田久志本町1 48ト3

℡0596-20-01 10

⑳鳥羽警察署
鳥羽市松尾町74-4

℡0599-25-01 10

0尾鷲警察署
ら　　尾鷲市古戸町l-50

℡0597-25-01 10

◎熊野警察署
熊野市井戸町380

℡0597-88-01 10

◎紀宝警察署
南牟婁郡紀宝町鵜殿1 709-2

℡0735-33-01 10

◎伊賀警察署
伊賀市四十九町1 929-1

℡0595-21-01 10

⑳名張警察署
名張市蔵持町芝出837-3

℡0595-62-01 10



ー= �� 街頭犯罪等 

県民の身近な不安と

なっているひったくりな

どの街頭犯罪や空き巣な

どの侵入犯罪の発生を抑

止するため､パトロール

活動を強化しています｡

県内一斉特別警戒日のパトロール活動　　　　　年末･年始特別警戒取締り出勤式

合同パトロール　　　　　　子どもの見守り活動

地域で自主防犯活動に取り組んでいる防犯ボラ

ンティア団体や社会貢献活動に取り組んでいる企

業等と連携して､登下校時における子どもの見守

り活動や合同パトロール等の支援活動を行ってい

ます｡

被害防止教室　　　　　　　不審者対応訓練

学校等の教育関係機関と連携して､不審者と遭

遇した場合の対応訓練や被害防止教室を行って､

児童･生徒の安全確保と危険回避能力の向上を

囲っています｡

即か榊削幣日払

警察では､地域住民の身近で起こる車上狙いや自

転車盗などを防止するため､警察本部のホームペー

ジやモバイルサイトを活用した広報啓発活動を進めて

います｡

三工県内では､ひったくりや霊上狙いなど住民に身近な犯Pが鳥ql

しています｡そこで､皆さんに｢セ-フティー･キーワード｣として繊書防止

方法をLl-紹介します｡守っているかチェック良しでみ蒙LJ:モ=

rド77E)tt/I?して.1車内に何も訳かないで.I J

Dパック類を外から見える車内に絶対におかない!

□　少し離れる場合でも.ドアロックする!

rすぼhlI十こ.I -I/-EI.I/I?でBL転事盗難を防ごう.I ｣

□　少し離れる場合でも､自転雷にカギを掛ける!

ロ　ツーロック(補助鍍)をする!

rひったくLJ防<･歩道の　辞己方｣

D Jlツクは道路と反対側に持ち.シヨルダ-はたすき掛け!

ロ携帯電鰭やメールに気を取られて歩かない!
ロ後ろから来るパイクなどに注意する!

ロ　自転霊には､かこネット!

r一呼吸振り込お前にさす確認.I J

D　このt賭.おかしいと思ったら､すぐ雄かに相依する!

讐嚢安全相醗｢#91 10｣に相供してください!

/./..-fJ--I__i-,i 臓脚誓,fzba,a-iL&58323__:Ii,諾 

セーフティー･キーワード



ジ工イウツト

警察では､生活安全企画課に｢子ども･女性安全対策室｣ (通称JVVAT)を設置し､性犯罪等の前兆

と見られる子どもや､女性を対象とする声かけ､つきまとい等の事案を認知した場合､行為者を特定して､

検挙又は､指導･警告する活動を行っています｡

ジェイワット

とは-?

JuvENILE AND WoMAN AEGlS TEAM
子ども･女性安全対策班の略称です｡

※JUVENルE-年少者･少年少女　AEGIS-後援･後ろ盾

呈臼轟少年を生まない社会づくりの推進
最近の少年非行の背景には､少年自身の規範意識の低下　　　　　　_

とコミュニケーション能力の不足､従来少年の規範意識の

醸成を担ってきた家庭や地域社会の教育機能の低下､少年

が自分の居場所を見出せず､弧立化し､あるいは疎外感を

抱いていること等の問題があることから､以下の取組を通

じて､ ｢非行少年を生まない社会づくり｣を推進しています｡

少年や家庭からのSOSを待つのでなく､積極的に

手を差し伸べ､県教育委員会を始めとする関係機関

や地域住民等と協働･連携し､次のような活動を通

じて問題を抱える少年の立ち直りを支援しています｡
･継続的な連絡､訪問を通じた悩み事等の相談

･少年の社会参加活動､体験活動等の場･機会の拡大

･関係機関と連携した就学､就労の支援　等

居場所づくり活動

少年の規範意識の向上を図るとともに､少年と

社会との群の強化を目指し､次のような活動を通

じて少年を見守る社会気運の醸成を囲っています｡
･少年への声掛け運動

･低年齢少年を対象とした非行防止教室の開催

･地域住民及び､企業への情報発信　等

★1 1 0番は緊急通報用の電話です｡

■警察による緊急の対応を要しない相談等の電話は♯91 1 0や最寄りの警察署の電話をご利用ください｡

■いたずら電話や間違い電話も多くあり､緊急通報への対応に少なからず影響が出ています｡いたずら電

話は絶対にしないでください｡

■車両の運転中､携帯電話を手にしての使用は法律により禁止されています｡車を安全な場所に停めてか

ら電話してください｡

1 10番の目的に沿った正しいご利用をお願いします

ト事件事故　緊急通報110番

トご存じですか?　警察相談　♯9110

1 10番すると担当の警察官が次のポイントをお聞きします

ので落ち着いて通報してください｡

●何があったのか　●ケガはあるか　●いつ起きたのか

●どこであったのか　●犯人は　●あなたの住所･氏名など 三重県警察1 10番センター
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平成23年中の犯罪の発生件数は､前年に比べ

て減少しましたが､依然として､殺人･強盗など

の凶悪犯罪､振り込め詐欺､暴力団や来日外囲人

らによる犯罪が発生しており､厳しい犯罪情勢が

続いています｡

安全で安心な地域社会を築くため各種の犯罪対

策に積極的に取り組んでいます｡

■捜査活動へのご理解とご協力､

情報提供のお願い
警察は､職務質問･聞き込み捜査などの捜査活

動を強化し､日々発生する犯罪の早期解決に努め

犯罪(全刑法犯)発生･検挙状況

19年 姪#�D��l21年 姪#)D��l23年 

発生件数 �#R纉cB�25.348 �#R經C��23.425 �#"�#�R�

検挙件数 唐��cB�6.653 澱緜#B�6.480 途�����

検挙人員 �2繝���3.545 �2經s��3.320 �2ﾃ�cb�

発生件数　　弓検挙件数　+検挙人員

ています｡捜査活動に対するご理解とご協力をお願

いします｡また､犯罪解決には､皆さんから寄せられる情報が大切です｡積極的な情報提供をお願いします｡

■振り込め詐欺の現状

平成23年中､振り込め詐欺は､発生件数､被害額ともに増加しました｡犯人は､次々と手口を変えて

皆さんをだまそうとしています｡

最近では､孫や恵子を名乗り｢会社のお金を使い込んで

しまった｡｣と言って､お金を振り込ませる手口や､市役所

や社会保険事務所を名乗り医療費などの還付金があるよう

に装ってキヤ､ソシュカードをだまし取ったU､相手の言う

ままにATMを操作させられて預金がだまし取られる手口

が発生しています｡

｢あれ! ｣と思ったら､すぐに警察相談電話(#9110)､

最寄りの警察署､交番等へ相談してください｡緊急の場合

は､ 110番通報してください｡

平成23年中の発生状況

発生 件数 (件) 儂ﾘ･�ｧ｢�永ﾈ冷��前年比 

発生 件数 儂ﾘ･�ｧ｢�

オレオレ詐欺 �#r�約2.020 諜2�+約970 

架空請求詐欺 ��B�約1.850 蔦r�+約1′010 

融資保証金詐欺 ��b�約2.630 諜���+約2.290 

還付金等詐欺 ��2�約1.270 諜�"�+約1.180 

計 都��約7.780 諜���+約5.450 

■三重県暴力団排除条例について

県民の安全で平穏な生活を確保し､社会経済活動を発展さ

せることを目的とした暴力団排除条例が施行されました｡

条例では､
･青少年の健全な育成を図るための措置

･暴力団昌への利益供与の禁止

を大きな柱とした､暴力団を孤立化させるための施策が規定

されています｡

｢暴力団を容認しない三重県｣ ､ ｢暴力団にNOと言える三重県｣

を実現していきましょう｡

厨雄妙鮎脚

豪Li -Cf繊i毛織lJに来る手l)が鵬It

警察庁･都道府県警察



■暴力団構成員等の検挙状況

平成23年中の暴力団構成員等の検挙人員は250人

(前年比-18人)で､その内訳は､窃盗､傷害､賭博

等の刑法犯が151人､覚せい剤取締法違反等の特別法

犯が99人となっています｡

■薬物､銃器犯罪の検挙状況と

情報提供のお願い
平成23年中の薬物犯罪の検挙人員は160人で､そ

のうち約82%が覚醒剤事犯です｡また､その検挙人員

の約37%が暴力団関係者であり､依然として薬物犯罪

に暴力団が深く関与している状況がうかがえます｡

平成23年中､県内での発砲事件はありませんでし

たが､全国では暴力団関係者による発砲事件が相次

いで発生し､発砲事件数は平成22年に比べて増加し

ています｡県内においても､平成20年には鈴鹿市の

消費者金融において拳銃を使用した強盗事件が発生し

ており､平穏な県民生活の脅威となっています｡

薬物､銃器犯罪を根絶し､安全で安心な県民生活

を守るため､薬物及び拳銃に関する情報提供をお願
いします｡

■来日外国人犯罪の検挙状況

平成23年中の来日外因人による犯罪の検挙状況は､

検挙件数338件､検挙人員163人で､前年に比べて､

検挙件数･人員とも増加しています｡

また､来日外国人による犯罪が比較的平穏に推移してい

た平成の初めころと比べると､依然高い水準にあります｡

国際組織犯罪は､世界的規模で活動する犯罪組織の日

本への浸透や､構成員の多回籍化､犯罪行為の世界的展

開といった､犯罪のグローバル化を急速に進めており､

治安に対する重大な脅威となっています｡

r暴力団に関するご相言斜ま

暴力団構成員等の検挙状況

19年 姪#�D��l21年 姪#)D��l23年 

刑法犯検挙人員 ��ィ�165 ��ヲ�185 ��ｳS��

特別法犯検挙人員 都��57 鉄r�83 涛��

検挙人員総数 �#SB�222 �#Cb�268 �#S��

刑法犯　巨こ特別法犯　+検挙人員

※県内の暴力団勢力･･･33団体､ 880人(平成23年12月末現在)

薬物･銃器犯罪の検挙状況

19年 姪#�D��l2一年 姪#)D��l23年 

覚醒剤検挙人員 ��S"�118 ��3r�158 ��3"�

その他の薬物検挙人員 �#��14 ��B�13 �#��

拳銃押収数 ���14 湯�10 ���

覚醒剤　Lその他薬物　+拳銃押収数

来日外国人犯罪の検挙状況
件.人 1400 1200 1000 800 600 400 ��

200 0 途簫ﾙ?�耳爾�

Xi一流; 

19年 �#�D��21年 �#)D貪#9D��

検挙件数 ��#3r�704 鉄3b�265 �33��

検挙人員 �#湯�233 �#C��157 ��c2�

検挙件数._I_㌔_検挙人員

T　1 6　1 4　1 2　1 0　8　6　4　2　0

｢警察署｣､ ｢交番｣､ ｢駐在所｣でお受けするほか､

｢警察本部｣に暴力相談電話0591228-8704 (ハナレヨ)を開設しています.また､

｢暴力追放三重県民センター｣においても､フリーダイヤル0120-31-8930 (ヤクザゼロ)を開

設しています｡

相談受付時間　午前9時00分～午後4時00分(祝日を除く月～金曜日)

暴力団のことでお困りの方は､一人で悩まず警察又は暴力追放三重県民センターへご相談ください｡

■犯罪のグローバル化･犯罪インフラ対策の推進と情報提供のお願い

｢犯罪インフラ｣とは､犯罪を助長したり､容易にするもので､国内の組織犯罪､詐欺､窃盗等のあら

ゆる犯罪の分野で巧妙に張り巡らされてきており､現在､全回警察を挙げてその解明･解体に向けた取組

を進めています｡

例: ･他人名義の携帯電話や預貯金口座　･地下銀行等の地下営業
･闇サイト　　　　　　　　　　　　･偽変造された運転免許証等の身分を証明するもの

･偽装結婚や偽装養子縁組　など

犯罪インフラを解明･解体していくため､県民の皆さんのご理解とご協力をお願いします｡

犯罪インフラと思われる情報がありましたら､警察本部又は最寄りの警察署へお知らせください｡



交通事故の防止
平成23年中に交通事故で亡くなった人は95人であり､前年に比べマイナス40人と大幅に減少し､

過去最少の死者数となりました｡

警察では､ ｢交通事故のない安全･安心で円滑な交通社会の実現｣を目指して､飲酒運転などの悪質･

危険違反の取締りを始め､地域住民に対する交通安全教育･広報啓発活動や信号機等交通安全施設の整備

等の交通事故防止対策を進めています｡

●高齢死者( 65歳以上)の構成率が高い

人身･負傷

(件･人)

1 6,000

1 4.000

53人で前年よリ18人減少しましたが､全体の半　　　12.000

数以上を占めています｡

●シートベルト非着用死者が多い

田輪乗車中の死者( 36人)のうち､非着用が半数

を占めています｡

●飲酒運転の事故が後を絶たない

飲酒運転による事故は6件で前年と変わっていま
せん｡

●交通弱者の事故が多い

1 0.000

8,000

6.000

4.000

2.000

0

人身事故

負傷者数

歩行中(28人)､自転車乗用中(17人)の死者　ー死者数

が全体の4割以上を占めています｡

交通事故の発生状況

19年 �#�D��21年 �#)D��23年 

12,790 免ﾂ繝ッ�ll.372 免ﾂ�#sR�10′420 

16.957 ��Rﾃc���15,126 ��H�ﾃピ��13,813 

118 �����112 ��3R�95 

悲惨な交通事故

購31 -01 -01 1 0100908070605

飲酒検問の状況

あなたの街の｢どこで･どんな事故がおきているのか｣地園

上で見ることができます｡

詳しくは､三重県警察ホームページにアクセスしてご覧下さい｡

三重県警察ホームページアドレス

《http://www.poLiCe.pref.mie.jp》
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県･市町､関係機関や団体等と連携して､各地で交通安全意識の高揚と交通マナーの向上を図るため､飲酒運

転の根絶などの広報啓発､子どもや高齢者に重点をおいた参加･体験･実践型の交通安全教育を行っています｡

交通安全運動出発式　　　　　チャイルドシート着用モデル幼稚園の指定　　　高齢ドライバー安全運転大会

｣二三二二二±
高齢者宅訪問指導活動 スタントマン自転車教室 ハンドルキーパー運動推進事業所の指定

交通の安全と円滑を確保するため､各種交通規制を実施するとともに､信号機等の交通安全施設の整備を進め

ています｡交通安全施設は､交通事故の抑止､渋滞の解消､地球温暖化の防止等に極めて高い効果を発揮します｡

信号灯器のL ED化

▼　　　　　　　.∵1

tlq.9id-一

電球式に比べ､視認性に優れてお
り､また､電力消費や二酸化炭素排
出の削減にも効果があります｡

交通情報板の設置

文字や図形により交通渋滞の交通
情報を提供し､ドライバーに安全運
転を呼びかけます｡

信号機の歩車分離化 経過時間表示機能付歩行者用信号灯器

W恕=]uq

歩行者と車両が通行する時間を分　　　歩行者用信号の通過時間(残り時
離して､歩行者事故を抑止します｡　　間)を視覚で知らせ､歩行者の信号

待ちのイライラの解消や飛び出しに
よる交通事故を防ぎます｡

自転車専用通行帯の設置　　　　　　　信号機のバリアフリー化

自転車と
歩行者が福
按する箇所
等に対し､
自転車専用
レーン等を

設置し､安
全な自転車
走行空間の
確保を図り
ます｡

垂墓室盛
音響で信号表示の状況を知らせた

り､押ボタン操作や自校の感知によ
り歩行者の青時間を延長し､横断時
の安全を園ります｡



広域緊急援助隊は､阪神･淡路大震災の教訓を踏まえ､大規模炎害発生時において､迅速･的確な災害

警備活動を行うために､都道府県を越えて広域的に即応でき､かつ高度な救出救助能力と自活能力を有す

る炎害対策の専門部隊として､平成7年6月に全国の都道府県警察に設置されました｡

同隊は､救出救助を行う警備部隊､緊急交通路の確保を行う交通部隊､検視や遺族

等への安否情報の提供等を行う刑事部隊で構成されており､全回で約4,700人の警

察官が隊員に指定され､本県においても53人が指定されています｡

■どういう能力を有しているか

救助部隊には､高性能な救出救助用資機材を搭載したレスキュー車や夜

間活動用の投光車等を配備しています｡

また､エアーテント､寝袋､非常用食糧(アルファ米､乾パン等)､ト

イレカー等も配備しており､災害現場では自活しながら災害警備活動を行

うことができます｡

■活動状況はどうか

東日本大震災では､いち早く被災地に入り救出救助活動､交通整理､検

視活動等に当たりました｡ 9月に発生した紀伊半島大水害においては､救

命ボートを活用した弧立住民の救助活動等を行いました｡

また､毎年､中部管区警察局内の部隊(中部管区広域緊急援助隊)が-

レスキュー車

◆レスキュー車に搭載する
主な資機材

エンジンカッター､油圧式カッター､

エッジソ-､エアージャッキ､レスキ

ューフォース､ファイバースコープ等

堂に会して､各県の連携強化と災害対処能力の向上を園ることを目的に合同で訓練を実施しています｡

平成23年度管区内合同訓練

(福井県坂井市)

東日本大震炎の活動状況

(宮城県石巻市)

紀伊半島大水害における救助活動

(熊野市)

機動隊の活動
機動隊は｢県民の安全で安心な地域社会｣を実現するため､集団警備力の充実に努めるとともに､高度

な専門的知識や特殊技能を身につけ､あらゆる事案に迅速的確に対応できるよう日々訓練を行っています｡

警備実施部隊 山岳レンジャー吾郎家 爆発物処理部隊

潜水部隊 N BC対策部隊
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テロ事件は世界各地で相次いで発生し､インターネット等の発達により､国内でもこれらに共感する者

の出現や爆弾マニアによる爆発物製造事案が発生しているところです0

警察では､テロ等を未然に防止するため､爆発物の原料となり得る化学物質の適正管理の推進､テロリ

ストの入国を防ぐ回際港湾等での水際対策の強化及び公共交通機関や重要施設等の警戒警備を行うととも

に､万一､テロが発生した場合に備え､関係機関と連携した訓練を実施しています｡

四日市港でのテロ対策訓練

E,T
eTヽ

津港でのテロ対策訓練

■爆発物対策に御協力を!

警察では､関係機関･団体と連携し､爆発物の原料となり得る11品目の化学物質を対象と

して販売事業者に対し､保管管理に関して指導を行っているほか､不審な購入者に関する通報

を要請するなど爆弾テロの未然防止を図っています｡

爆発物の原料となり得る1 1品目の化学物質の中には､肥料として使用されるものや漂白剤

等として力□工されているものがあります｡保管されている化学物質についても管理の徹底と盗

難等の場合の警察への通報をお願いします｡

※11品日の化学物質～塩酸､硫酸､硝酸､塩素酸ナトリウム､塩素酸カリウム､過酸化水素､

尿素､硝酸カリウム､硝酸アンモニウム､ヘキサミン､アセトン

オウム顛里載関係特別手配被疑者の早期発見･棲芦
12人が死亡し､ 5,000人以上が重軽傷を負った

地下鉄サリン事件の発生(平成7年3月)から17

年が経過しました｡

しかし､特別手配されている

高橋克也(たかはしかつや)

菊地直子(きくちなおこ)

の2人は依然として逃亡中です｡

逃亡中の手配被疑者は三重県内に潜んでいるかも

しれません｡

警察では､この2人を早期に発見するため､引き

続き追跡捜査を推進しています｡
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犯罪による被害者(ご遺族を含みます｡)は､生命･身体･

財産上の直接的な被害だけでなく､精神的苦痛や刑事手続の

過程における負担､周囲の人々の偏見による様々な二次的被

害を受けています｡

警察は､被害者と身近に接し､被害者を保護する役割を担う

機関として､被害者の視点に立った総合的な被害者支援を進め

ています｡また､民間被害者支援団体の公益社団法人｢みえ犯

罪被害者総合支援センター｣との連帯強化にも努めています｡

■犯罪被害者支援のための具体的施策

･被害者への情報提供

･相談･カウンセリング体制の整備
･犯罪被害給付制度

･捜査過程における被害者の負担の軽減

･被害者の安全の確保

■ ｢みえ犯罪被害者総合支援センター｣では､

犯罪被害者やその家族の方々に様々な支援
サービスを行います｡
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犯罪凍割こあわれた方へ
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■電話相談･面接相談
専門的な研修を受けた相談員に

よる相談を行います｡必要に応

じて､臨床心理士･弁護士によ

る専門相談も行います｡

●心理相談

毎月第2水曜日(要予約)

●法律相談

毎月第4水曜日(要予約)

■付添などの支援
必要に応じて､自宅訪

問､警察､病院､検察庁､

裁判所等へ付添などを

行います｡

曲 ≡●被害者自助グループの支援

同じような被害に遭われた被害者の方へ交流場所を提供し

たり､自助グループ活動の支援を行います｡

公益杜団法人

みえ犯罪被害者総合支援センター

URL http://www 1 8.ocn.ne.jp/~mie-hhsc/

○　りO I-l'it

■支援ボランティアの養成
相談･支援を行うボランティアの

技術の向上を園るため継続研修

を行っています｡

■広報啓発活動
被害者の置かれた現状と支援の必要性を社会に周知するた

めの広報･啓発活動を行います｡

t関係機関との連携
警察､県市町をはじめとする関

係機関･団体と連携し､被害者

の立場に立った支援を行います｡

平成19年4月､三重県公安委員会から被害者支援を適正･確実

に行うことができる団体として､ ｢犯罪被害者等早期援助団体｣の

指定を受けました｡

警察が支援を必要と認めた場合､被害者等の方々の同意を得て､

警察からの連終により､必要な支援活動を行うため､当センターか

ら被害者等の方々に連絡を取らせていただき､被害を受けた早い時

期から必要な支援を開始することができるようになりました｡

ナヤミナシ

相談専用電話　059-221-7830

相談受付時間　月曜日～金曜日(10時～16時)
※祝日､年末年始を除く

E-mail mie-hanzai-higaisya@river.ocn.ne.jp



県民◎皆をんの要望･相談等への対応

警察署協議会は､警察署長が警察署の業務運営に地域の皆さ

んの意見が反映されるよう､住民を代表する方々で構成されて

いる委員から意見を伺い､また､業務運営について説明してご

理解とご協力をお願いする場です｡

∫1

1

犯罪の被害や事件事故の未然防止などに関する相談や要望を受け付けています｡

警察への相談･要望は警察総合相談電話又は各警察署の警察安全相談室をご利用ください｡
IL　-　-　- lL　-　-　-　-　-　-　l4　-　-　-　-　-　-　(　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-

警察本部
l　　警察安全相談室
I

1

1

1 警察署

#91 10 (警察総合相談電話) -･

(一部､発信者の番号によって､つながらない場合があります｡)

TE仁 P声_9-,PL214-_S?_119_　　祝日を除く月-豊

91.00-17:00

l　　警察安筆相談室
l

県内18警察署　　-警慧警警護

ヽ

I

I

｣

l

l

l

I

I
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O三重県警察に対する意見･要望については､三重県警察ホームページでも受け付けています｡

○その他､ストーカー･ DV ･暴力相談･少年相談･国際事犯相談の各種専門相談窓口を設けて

います｡

詳細については､三重県警察各種相談電話(裏表紙参照)をご利用いただくか､警察署へお問

い合わせください｡

事件･事故の発生､不審者情報､各種イベントのお知らせ等､身近

な情報を携帯電話で配信しています｡

登録方法等詳しい事については､三重県警察ホームページをご覧く

ださい｡

∵;音.･[･.(･･･.･.

三重県警察音楽隊は､防犯や交

通安全等に関する各種行事に参加

し､音楽を通じて県民の皆さんと

ふれあいながら､親しまれる警察

を目指して活動しています｡
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メール配信をご希望
一三■虹Jニー　　　　　　　の方は､ QRコード

二王守宮で禁..　　から登録を行ってく
二E/-二㌧-　J　　ださい｡
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三重県警察では､警察官として県民のために

役立ちたいという情熱と気概をもった人を募集

します｡

詳細については､警務部警務課採用係又は警

察署の警務課にお問い合わせください｡

また､三重県警察ホームページの採用情報で

は警察学校における生活等の案内､業務の概要､

採用書式験のEj程等を掲載しています｡詳しくは､

県警ホームページの｢三重県警察採用情報｣を

ご覧ください｡
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三重県警察では､ ｢遺失の届出｣と｢公文

書開示請求｣をインターネ､ソトを利用して､

24時間いつでも､どこからでも受け付けて

います｡

また､その他手続についても､手続方法を

確認したり､申請書等をダウンロードするこ

とができます｡

詳しくは､三重県警察ホーL ヽ I

http. vvvvw.poLiCe.pref m.t･ :･

から､ ｢電子申請｣をクリックして､三重県

申請･届出等手続の総合窓口をご覧ください｡
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落とし物や忘れ物をしたときは､インターネットを利用して探すことができます.

自分の物と思われる物があった場合は､表示されている警察署にお問い合わせください｡

詳しくは､三重県警察ホームページの｢落とし物検索･届出｣をご覧ください｡

三重県警察　落とし物検索･届出 http://www.ishitsu･poLiCe･pref･mie･jp/
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非行少年の状況

19年 姪#�D��121* 肇#"｢�l23年 

刑法犯少年 ���ﾃ3CB�1′186 ���#32�1.112 ��ﾃ�S��

特別法犯少年 都��74 塔r�88 都2�

ぐ犯少年 ����5 湯�4 �"�

非行少年総数 ���ﾃC32�1′265 ���ﾃ3#��1.204 ���ﾃ�#R�

(件)　　　空き巣発生状況
1.500 1.200 900 600 300 0 ��

19年 �#�D��2一年 �#)D��23年 

件数 塔#��759 都釘�761 都Sr�

(件)　　　忍込み発生状況
400 350 300 250 200 150 100 50 0 ��

19年 �#�D��21年 �#)D��23年 

件数 �3C��329 �#���302 �#�2�

(件)　　自動車盗発生状況
600 500 400 300 200 100 0 ��

19年 �#�D��21年 �#)D��23年 

件数 鼎���380 鼎�"�430 鼎S��

(件)　　車上狙い発生状況
4′000 3.000 2.000 1.000 0 ��

19年 �#�D��21年 �#)D��23年 

件数 �(�ﾃ3c��2′474 �"繝c��2′161 �"�����

(件)　　ひったくり発生状況
200 160 120 80 40 0 ��

19年 �#�D��21年 �#)D��23年 

件数 ���r�119 ��s"�84 田B�

(件)　　路上強盗発生状況
15 10 5 0 ��

19年 �#�D��21年 �#)D��23年 

件数 途�10 途�2 �2�

捕)　　　強姦発生状況
20 16 12 8 4 0 ��

19年 �#�D��21年 �#)D��23年 

件数 ����18 ��2�12 ����

(件)　強制わいせつ発生状況
160 140 120 100 80 60 40 20 0 ��

19年 �#�D��21年 �#)D��23年 

件数 涛��87 塔��63 �3r�

(件)　　略取誘拐発生状況
3 2 1 0 ��

19年 �#�D��21年 �#)D��23年 

件数 �"�2 ���2 �"�



●警察総合相談電話

(059)224.91 1 0又は#91 10(蒜芸冨…誓い)
【相談受付時間】9:00- 17:00(祝日を除く月～金)

●少年相談1 10番
01 20-41 7･867
【相談受付時間】9:00- 17:00(祝日を除く月～金)

●暴力相談電話
(059)228･8704
【相談受付時間】9 : 00- 1 7 : 00(祝日を除く月～金)

●国際事犯相談電話

(059)223･2030
【相談受付時間】9:00- 17:00(祝日を除く月～金)

●けん銃110番
01 20･1 03-774

●運転免許センターテレホンサービス
(059)223･91 1 0

●オウム110番
0 1 20･006-024

●防犯ボランティア相談電話
0120･7181106
【相談受付時間】9 : 00- 17 : 00(祝日を除く月～金)

●消費生活相談　卜消費生活麿諜夕-

(059)228･221 2
消費者ホットライン0570･064370
日常の消費生活にかかわる商品やサービスに関するトラブル等の相談

●貸金業相談､県農水商=部金融董

(059)224･2447
貸金業の業務に関する相談(県知事登録分)

●交通事故相談　卜県交通安蛮協塞

(059)223･1 331
交通事故に関するあらゆる相談

●交通事故相談　卜県民生活センタ-

(059)22817350
交通事故に係る損害賠償等民事に関する相談

●暴力相談　卜暴力追放三重県東T. :

(059)229･21 40
01 20･31･8930
暴力団に関するあらゆる相談

●民事法律扶助による法律相談法テラ貢≡壷
0503383･5470 *事前電話予約制
【相談受付時間】13:00- 16:00(毎週月･木曜日)

t竃_
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