香川県警察

警察官
香川県警察には県外出身の警察官もたくさん働いています。 香川県の基本情報
『県民の安全・安心を守る。』
県外出身でも、地元出身でも、思いは同じです。
県庁所在地：高松市
香川県警察で活躍している、
県外出身の警察官からのメッセージや
香川県の魅力を紹介します。

うどん県
観光課係長
「うどん健」

▊ 職務内容・やりがい

▊ 職務内容・やりがい

▊ 職務内容・やりがい

女性刑事として、窃盗
事件を主とした事件捜査
に従事しています。
様々な捜査を駆使して
犯人を割り出す「刑事」。
「全ては被害者の為…」
というこの仕事にとても
やりがいを感じていま
す。

交通事故捜査係として、
職務に従事しています。
運転手さんに安全運転
を約束してもらえた時や、
ひき逃げ事件の犯人を
検挙して被害者から感謝
の言葉を頂いた時などに
は、やりがいを感じます。

管内のパトロールや巡回
連絡、事件・事故への対応
にあたる交番勤務に従事
しており、常に親切・丁寧
な対応を心掛けています。
住民の方に「ありがとう。」
とか「がんばってね。」と
言ってもらえた時、警察官
になって本当に良かったと
実感します。

▊ 香川県に来て
良かったと思うこと

▊ 香川県に来て
良かったと思うこと

鳥取 から

香川へ

巡査長
警察署刑事課

県花・県木：オリーブ
県民鳥：ホトトギス
県魚：ハマチ
県民獣：シカ
総面積：日本一小さい
うどんの消費量：日本一多い

香川県は、雨も雪も少
なく、温暖な天候に恵ま
れています。また、栗林
公園やこんぴらさん等の
心が癒されるスポットな
ども沢山あり、休日もしっ
かりと楽しんでいます(笑)

岡山 から

香川へ

警部補
警察署交通課

香川県の大学に通った
ことから香川県との縁が
生まれました。
仕事だけでなく、私生活
への行政面のサポートも
充実していて、子育てを
するのにも恵まれている
環境だと思います。

▊ 香川県に来て
良かったと思うこと

徳島 から

美味しい食べ物もあり、
阿波踊りに負けないくらい
盛り上がるお祭りも沢山
ありますので、仕事だけで
なく、私生活でも充実した
毎日を送っています。

香川へ

巡査長
警察署地域課

▊ 受験者の方へのメッセージ

▊ 受験者の方へのメッセージ

▊ 受験者の方へのメッセージ

香川県警は、警察官が約1800人と小規模ですが、アット
ホームな雰囲気で、女性にとっても働きやすい職場です。
是非、一緒に働きましょう!!!

悲惨な交通事故を防ぐことは、香川県警察の大きな課題
です。ぜひ、一緒に交通事故抑止に取り組みましょう!!
皆さんの熱い気持ちを待っています。

香川県は本当にいいところですので、安心して飛び込んで
きてください。「困った人を助けたい。」というそこのあなた!!!
私たちと一緒にこの香川県で仕事をしましょう。

▊ 職務内容・やりがい
地域課で交番勤務に
従事しています。交番の
勤務は、地域の方々の
生活に密着した活動を
するので、香川県民のや
さしさや温かさを肌で感じ
ることができ、私自身も
助けられています。

本州と四国を結ぶ
瀬戸大橋
道路・鉄道併用の
橋としては
世界最長です
空の玄関、高松空港
県外なら
羽田、成田、那覇
海外なら
ソウル、上海
台北、香港
の直行便があります

▊ 香川県に来て
良かったと思うこと

神奈川から

香川へ

巡査
警察署地域課
電車やバスに揺ら
れて、のんびり観
光もできます

香川県は雨が少なく
洗濯物がいつでも干せ
て助かっています(笑)
初めての一人暮らし
でしたが、程よく都会で
程よく田舎な香川県の
生活は快適です!!!

▊ 受験者の方へのメッセージ
縁も所縁もない香川県での生活に最初は不安もありまし
たが、知り合う人がみんな良い人ばかりで公私ともに充実
した生活を送れています。香川県・・・良いところです!!!

愛媛 から

香川へ

▊ 職務内容・やりがい
採用となった警察官が
早く一人前に職務を執行
できるように、教育係とし
て日々教壇に立ち、様々
な訓練を実施しています。
学生たちが立派に卒業
していく姿を見送る時は、
感慨深いものがあります。

警部補
警察学校教官
▊ 香川県に来て
良かったと思うこと
日本一狭い県ですので、
県外出身者でもすぐに地理
が把握でき馴染み易いです。
愛媛県の実家にも、１時間
もかからず帰省できるなど、
交通アクセスも充実してます。

▊ 受験者の方へのメッセージ
香川県警察の魅力は狭い県ということで、アットホームな
環境で仕事ができます。当初は不安でしたが、支えて下さる
方々のおかげで故郷が増えました。
続きます →

▊ 職務内容・やりがい

香川県クイズ

四国管区機動隊という
警備部隊に所属しており、
災害発生時には被災地
に駆けつけて救助活動や
支援活動を行い、国際的
なイベントが開催される
時には警戒警備に派遣
されたりと、全国各地を
飛び回って治安の維持
に努めています!!!

です。

の中をうめてください。

香川県では、お正月に
餅 入り、

島根 から

香川へ

白味噌でつくる

巡査
警察署地域第二課
（管区機動隊）

▊ 香川県に来て
良かったと思うこと

「瀬戸内国際芸術祭」
美しい瀬戸内海の島々を舞台に、
３年に一度開催される現代アートの祭典です
草間彌生「赤かぼちゃ」2006年直島・宮浦港緑地

写真/青地 大輔

さぬきといえば、やっぱ
り「うどん」ですよね(笑)
「安い・うまい・早い」の
三拍子揃っていて、よく
食べています。

▊ 受験者の方へのメッセージ

お雑煮を食べます。
※ 答えは右下にあります。

埼玉 から

香川へ

巡査
警察署地域課

採用試験を受けた時に初めて香川県を訪れ、その時に
感じた県民の方々の温かさや程よく都会で程よく田舎な
街並みに一目ぼれして香川県警の警察官になることを
決心しました。

▊ 職務内容・やりがい

▊ 職務内容・やりがい

▊ 職務内容・やりがい

交番勤務員として、事件
や事故が発生した時には
真っ先に現場に臨場し、
助けを必要としている人
の対応にあたっています。
女性ならではのソフトな
対応ができるよう、勉強の
毎日です。

白バイ隊員として、交通
キャンペーンや交通指導
取締りに従事しています。
高度な運転技術と集中力
が求められるので、日々
の勤務や訓練は厳しいで
すが、憧れの白バイ隊員
になれたことを誇りに
頑張っています!!!

▊ 香川県に来て
良かったと思うこと

▊ 香川県に来て
良かったと思うこと

鑑識係として、警察署の
刑事課に勤務しています。
鑑識係は、事件現場で
犯人が残した指紋や足跡、
DNA等の資料を採取して、
被疑者の特定や事件の
立証をする仕事です。
自分が採取した資料か
ら被疑者を割り出すこと
ができた時には、特に
やりがいを感じます。

海のない埼玉で育った
私にとって、瀬戸内海の
美しさは驚きでした！
瀬戸内国際芸術祭など、
最近はアートの聖地とし
ても注目されています!!!

香川県は都市と自然が
調和した人情味溢れる街
であると感じています。
温かい県民の方々との
触れ合いを通じ、私自身
が成長させてもらっている
のを実感してます。

兵庫 から

香川へ

巡査長
交通機動隊

▊ 受験者の方へのメッセージ

▊ 受験者の方へのメッセージ

警察官として、県民の皆さんのために毎日奮闘している
ことで、自分自身の成長にも繋がっていると思います。
香川県で出会ったたくさんの人に支えられているからこそ
だと思います(感謝)

香川県警は個々の個性や能力を活かし、少数精鋭で
成果を上げるところが魅力です。
県外出身だからといって臆することはありません。
ぜひ、香川のために一緒に働きましょう。

▊ 職務内容・やりがい
刑事課員として、犯人
を捕まえて取り調べると
いう毎日を送っていま
す。
大きな事件が発生する
と家に帰れなくなることも
ありますが、「被害者の
無念を晴らせるのは警察
だけ！」という誇りを持っ
て頑張っています。

映画やドラマのロケ地
となったところも数多く
あります

香川県庁

愛媛 から
高松市庵治町

香川へ

巡査部長
警察署刑事課
▊ 受験者の方へのメッセージ

小豆島の
「虫送り」

国の特別名勝「栗林公園」
海外からも高い評価を受けています

▊ 香川県に来て
良かったと思うこと
自然が豊かで、気候も
温暖、食べ物も美味い!!!
妻も私も県外出身です
が、大学生活を過ごした
この地に惚れ、この地で
働くことを決めました(笑)

警察官は、辛く苦しいことも多い仕事ですが、とても
やりがいのある仕事です。
これからの香川県を守るのは、皆さんです。
ともに香川県の治安のために汗を流しましょう!!!

中野

岡山 から

香川へ

巡査部長
警察署刑事課

▊ 香川県に来て
良かったと思うこと
⑴気候が穏やかで過ごし
やすいです。
⑵道路が整備されていて、
どこに行くにも便利です。
⑶うどんが美味しいです。

▊ 受験者の方へのメッセージ
県外で就職して生活をするということには不安と心配が
付きものですが、香川には県外出身者を温かく受け入れ
てくれる環境が整っています。安心してください!!!

香川県警察
●職員数
警察官 ： 約１，８００人
警察職員 ： 約３００人
●勤務地
香川県警察本部 ： 高松市
警察署 ： 県内１２署
●給与（平成２８年４月現在初任給）
※前職がない場合
大学卒業程度 ： ２１６，８９６円
高校卒業程度 ： １７９，８５７円
●諸手当
扶養手当、住居手当、特殊勤務手当等
●勤務時間
・通常勤務 ： 平日８：３０～１７：１５
・交替制勤務 ： （原則）８：３０～翌日８：３０
※三交替制の場合、１日ごとに当番、非番、
休日（または日勤）のローテーションが組まれ、
３日に１回の当番（夜間）勤務があります
※業務の内容に応じて異なります

香川県警察では、強さと優しさを兼ね備えた、
やる気のある方を募集しています。
魅力あふれる香川県で、あなたの力を発揮してみませんか！
香川県警察本部人事課採用担当

（087）833-0110
答え：あん（餅）

