
青 警 本 教 第 4 5 7 号

青 警 学 第 3 1 9 号

平成 2 7年 1 2月 2 5日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

青森県警察官初任科・初任補修科の教授科目及び要目等について

「青森県警察官採用時教養実施要綱 （平成27年12月25日付け青警本教第456」

号、青警学第318号）の規定に基づく、青森県警察官初任科・初任補修科の教授

科目及び要目並びにその科目ごとの時間数は、別表１「青森県警察官初任科・初

任補修科教科課程（長期課程 」及び別表２「青森県警察官初任科・初任補修科）

教科課程（短期課程 」のとおりであるので、効果的かつ効率的な教養の推進に）

配意されたい。

なお 「青森県警察官初任科・初任補修科の教授科目及び要目等について （平、 」

成17年３月15日付け青警本務第196号、青警学第53号）は廃止する。

担当：教養課教養指導係（職場教養）



別表１
青森県警察官初任科・初任補修科教科課程（長期課程）

教授種目 教授科目 教 授 要 目 計初 任 科 初任補修科
職務倫理 職務倫理 (１) 訓育等

(２) 警察改革
(３) 警察官に求められる基本的心構え 104 14 118
(４) 警察官としての職務倫理の基本
(５) 社会見学
小 計 104 14 118

法 学 法学 (１) 憲法・警察行政法
(２) 刑法
(３) 刑事訴訟法 206 28 234
(４) 民法
(５) 法学概論
小 計 206 28 234

244 20 264
基本実務 １ 社会 (１) 社会

(２) 対話と報告
２ 地域警察 (１) 生活安全警察総論
活動 (生活 (２) 防犯活動

(３) 相談業務
(４) 恋愛感情のもつれに起因する暴力的
事案対策

(５) 警備業､古物営業、質屋営業、探偵
業

(６) サイバー犯罪対策 54 26 80
(７) 保護・行方不明者発見活動
(８) 少年の非行防止と保護活動
(９) 風俗環境の浄化
(10) 不法就労外国人に係る雇用関係事犯
の取締り

(11) 生活経済事犯の取締り
(12) その他特別法令等違反の取締り
(13) 銃砲刀剣類の種別と規制・火薬類の
規制

３ 地域警察 (１) 警察官の服務
活動(地域) (２) 受傷事故防止

(３) 心の健康づくり
(４) 犯罪被害者支援
(５) 留置管理業務
(６) 地域警察勤務の概要
(７) 交番及び駐在所勤務 126 12 138
(８) 地域警察の警戒活動
(９) 通信指令及び無線通話
(10) 市民との良好な関係の保持
(11) 地域警察活動演習

４ 地域警察 (１) 犯罪捜査の基本
活動(捜査) (２) 被害届､告訴､告発及び自首の取扱い

(３) 臨場及び現場鑑識
(４) 実況見分調書及び領置調書の作成
(５) 緊急重要事件・事故の措置
(６) 逮捕及び逮捕手続書
(７) 取調べ及び供述調書 134 212 346
(８) 捜査活動の方法
(９) 捜査情報の収集と捜査報告書
(10) 捜査実務
(11) 組織犯罪対策
(12) 指掌紋
(13) 足痕跡
(14) 写真



教授種目 教授科目 教 授 要 目 計初 任 科 初任補修科
基本実務 ４ 地域警察 (15) その他の鑑識等

活動(捜査) (16) 捜査書類等の作成要領
(17) 捜査実務能力検定
(18) 鑑識技能検定

５ 地域警察 (１) 交通警察活動の基本
活動(交通) (２) 交通警察実務に必要な基礎知識

(３) 交通規制と交通安全施設等
(４) 交通指導取締り 96 16 112
(５) 交通事故事件の捜査要領
(６) 運転者対策
(７) 交通警察活動演習

６ 地域警察 (１) 警備警察の意義
活動(警備) (２) 共産主義運動

(３) 大衆・労働運動
(４) 極左暴力集団
(５) 特殊組織犯罪
(６) 右翼運動等 60 46 106
(７) 外事警察
(８) 国際テロ
(９）サイバー空間における警察事象
(10) 警衛・警護
(11) 治安・災害警備
(12) 警備警察活動

７ 地域警察 (１) 警察の情報通信
活動（情報 (２) 無線従事者に必要な基礎知識 26 0 26
通信）

８ 地域警察
活動（現場 実戦的総合訓練 22 26 48
対応訓練）

９ 実務研修 実務研修 48 0 48
10 実務講座 補充教養等 54 8 62

小 計 864 366 1,230
体 育 １ 体育 体育 32 6 38
・ ２ 術科 (１) 術科概論

術 科 (２) 点検・礼式及び教練
(３) 柔道
(４) 剣道 428 90 518
(５) 逮捕術
(６) 拳銃銃
(７) 救急法
(８) 暑中・寒稽古（術科検定を含む ）。
小 計 460 96 556

そ の 他 諸行事等 (１) 学校行事
(２) 試験
(３) 生活指導
(４) 日課懇談 366 66 432
(５) 個別面接
(６) 自治会活動
(７) 補充調整
小 計 366 66 432

合 計 2,000 570 2,570
注 柔道・剣道は、選択科目である。



別表２
青森県警察官初任科・初任補修科教科課程（短期課程）

教授種目 教授科目 教 授 要 目 計初 任 科 初任補修科
職務倫理 職務倫理 (１) 訓育等

(２) 警察改革
(３) 警察官に求められる基本的心構え 54 14 68
(４) 警察官としての職務倫理の基本
(５) 社会見学
小 計 54 14 68

法 学 法学 (１) 憲法・警察行政法
(２) 刑法
(３) 刑事訴訟法 104 20 124
(４) 民法
小 計 104 20 124

94 8 102
基本実務 １ 社会 (１) 社会

(２) 対話と報告
２ 地域警察 (１) 生活安全警察総論
活動 (生活 (２) 防犯活動

(３) 相談業務
(４) 恋愛感情等のもつれに起因する暴力
的事案対策

(５) 警備業､古物営業、質屋営業、探偵
業

(６) サイバー犯罪対策 44 16 60
(７) 保護・行方不明者発見活動
(８) 少年の非行防止と保護活動
(９) 風俗環境の浄化
(10) 不法就労外国人に係る雇用関係事犯
の取締り

(11) 生活経済事犯の取締り
(12) その他特別法令等違反の取締り
(13) 銃砲刀剣類の種別と規制・火薬類の
規制

３ 地域警察 (１) 警察官の服務
活動(地域) (２) 受傷事故防止

(３) 心の健康づくり
(４) 犯罪被害者支援
(５) 留置管理業務
(６) 地域警察勤務の概要
(７) 交番及び駐在所勤務 98 10 108
(８) 地域警察の警戒活動
(９) 通信司令及び無線通話
(10) 市民との良好な関係の保持
(11) 地域警察活動演習

４ 地域警察 (１) 犯罪捜査の基本
活動(捜査) (２) 被害届､告訴､告発及び自首の取扱い

(３) 臨場及び現場鑑識
(４) 実況見分調書及び領置調書の作成
(５) 緊急重要事件・事故の措置
(６) 逮捕及び逮捕手続書
(７) 取調べ及び供述調書 98 142 240
(８) 捜査活動の方法
(９) 捜査情報の収集と捜査報告書
(10) 捜査実務
(11) 組織犯罪対策
(12) 指掌紋
(13) 足痕跡
(14) 写真
(15) その他の鑑識等



教授種目 教授科目 教 授 要 目 計初 任 科 初任補修科
基本実務 ４ 地域警察 (16) 捜査書類等の作成要領

活動(捜査) (17) 捜査実務能力検定等
(18) 鑑識技能検定等

５ 地域警察 (１) 交通警察活動の基本
活動(交通) (２) 交通警察実務に必要な基礎知識

(３) 交通規制と交通安全施設等
(４) 交通指導取締り 82 12 94
(５) 交通事故事件の捜査要領
(６) 運転者対策
(７) 交通警察活動演習

６ 地域警察 (１) 警備警察の意義
活動(警備) (２) 共産主義運動

(３) 大衆・労働運動
(４) 極左暴力集団
(５) 特殊組織犯罪
(６) 右翼運動 40 34 74
(７) 外事警察
(８) 国際テロ
(９）サイバー空間における警察事象
(10) 警衛・警護
(11) 治安・災害警備
(12) 警備警察活動

７ 地域警察 (１) 警察の情報通信
活動（情報 (２) 無線従事者に必要な基礎知識 26 0 26
通信）

８ 地域警察
活動（現場 実戦的総合訓練 12 18 30
対応措置）

８ 実務研修 実務研修 40 0 40
９ 実務講座 補充教養等 14 0 14

小 計 548 240 788
体 育 １ 体育 体育 20 6 26
・ ２ 術科 (１) 術科概論

術 科 (２) 点検・礼式及び教練
(３) 柔道
(４) 剣道 292 78 370
(５) 逮捕術
(６) けん銃
(７) 救急法
(８) 暑中・寒稽古（術科検定を含む ）。
小 計 312 84 396

そ の 他 諸行事等 (１) 学校行事
(２) 試験
(３) 生活指導
(４) 日課懇談 182 62 244
(５) 個別面接
(６) 自治会活動
(７) 補充調整
小 計 182 62 244

合 計 1,200 420 1,620
注 柔道・剣道は、選択科目である。


