
　「被害者支援センターえひめ」は2001年に任意団体「被害者こころの支援センター

えひめ」として設立され、2003年からNPO法人として地道な活動を続けてまいりまし

た。

　理事長、専務理事・事務局長、愛媛県警察等の尽力により、2014年に公益社団法人「被害者支援センターえひ

め」として、念願であった「犯罪被害者等早期支援団体」の指定を受けることができました。これにより、警察と

連携して事件・事故の発生直後から被害者を支援することが可能になりました。

　この20年間で、犯罪被害者に対する警察や司法機関の対応がずいぶん変わりました。情報提供および、被害者の

心情や二次被害に配慮した丁寧な支援、公的給付などが行われるようになり、被害者の精神的・経済的負担は軽減

されてきています。

　とはいえ、突然の理不尽な出来事によって、大切な人や物を失った被害者の心の傷の深さは変わることはありま

せん。被害者は無力感と孤立無援感に圧倒されます。加害者に対する怒りの中で、周囲に対して疑心暗鬼になった

り、否定的な気持ちを抱いたり、はたまた自分があの時こうすれば最悪の結果に至らなかったのではないかという

罪責感に苛まれたり、その葛藤の中で、被害者は精神的にも身体的にも追い込まれます。加えて、経済的負担や

様々な長期的手続き、周囲やマスコミからの二次被害など、社会生活における被害も大きく、再び平穏な日常を取

り戻すのには長い時間がかかります。

　私たちはこれまでの活動として、被害者に対する理解を深めるための広報・啓発活動、被害者遺族による講演活

動、電話や面接による相談活動、被害者の付き添いや自宅訪問といった直接支援、各関係機関との連携（引継ぎ・

紹介）等をしてまいりました。

　被害者は、各々回復の過程や方法が異なり、ニーズも時間の経過によって変化します。犯罪被害者等早期支援団

体「被害者支援センターえひめ」の支援員として、被害者の思いを聴き取り、寄り添い、被害者の意思や自己決定

を尊重しながら、直面している困難を被害者自身が乗り越えられるように側面的な援助を行っていきたいと思って

おります。さらなる研鑽を続け、資質向上を目指していく所存ですので、今後とも皆様のご支援、ご協力をよろし

くお願い申し上げます。

　　被害者に寄り添う
　　　　　　　　　　　　公益社団法人 被害者支援センターえひめ　研修委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨床心理士　 大久保　雅　代

相談電話 ☎（089）905－0150
☎受付／火～土曜日（午前10時～午後4時まで）
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愛媛県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体

公益社団法人 被害者支援センターえひめ

（Victim Support Ehime）
V.S.E 2015年8月24日発行　　【第23号】
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相談は無料です。  相談の内容は、決して漏れる事はありません。安心してご相談下さい。
面接相談(無料・要予約)もできます。　まずはお電話下さい。

坊ちゃん列車　　高橋 基 氏画



２

　本年３月24日に平成2６年度第２回社員総会が松山市ハーモニープラザにおいて開催され、平成2７年度事業計画・
同収支予算を審議し、原案通り承認されました。また、本年６月５日に同場所において平成2７年度定時社員総会が
開催されました。総会に先立ち、愛媛銀行・ＪＣＢからの寄付金贈呈式、犯罪被害相談員の初めての理事長表彰が
行われた後、平成2６年度事業報告・同収支決算報告、一部理事の改選、定款の改正等の審議が行われ、いずれも原
案通り承認されました。

平成２７年度定時社員総会等の開催

役　　職 氏　　名 所　　　　　属

理 事 長 武井　義定  勝山幼稚園（臨床心理士）

副理事長 橘　　史郎 精神科医

副理事長 市川　武志 弁護士（松山中央法律事務所）

専務理事 田所　和人 当センター長

理 事 富田　耕治 株式会社  ヒカリ　代表取締役社長

理 事 信原　孝司 愛媛大学大学院教育研究科准教授

役　　職 氏　　名 所　　　　　属

○理 事 栗原　泰之 愛媛県交通安全協会総務課長

　理 事 稲葉　省三 愛媛県暴力追放推進センター専務理事

　理 事 寺坂　史子 愛媛県女性保護対策協議会事務局長

○理 事 名智　　満 愛媛女性財団事務局次長

　理 事 佐伯　光健 産業カウンセラー

　監 事 新谷　保章 愛媛県防犯協会連合会専務理事

　監 事 近藤　　猛 税理士事務所
○印の理事は、平成27年6月5日に就任

記 念 講 演 会27年度犯罪被害者週間

演題︰犯罪と食育  ～輝く未来のために～
開催日時　平成27年11月29日(日)13時30分～15時30分
場　　所　愛媛県男女共同参画センター(松山市山越町450番地)

第一部　講演会
講師：少年犯罪被害者遺族　村井　玲子　氏

第二部　ミニコンサート
出演者：愛媛県警察音楽隊

平成２７年度　役　　　員

平成２6年度　事業報告
平成26年度電話相談受理内容 平成26年度直接支援件数

平成26年度収支決算︰収入の部 平成27年度予算
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ボランティア支援員になって一言

弁護士との合同法律相談を始めました
　被害者支援センターえひめでは、平成2７年３月から愛媛弁護士会犯罪被害者支援委員会と法テラス（日本司
法支援センター愛媛地方事務所）と連携して犯罪被害者等からの法律相談に応じています。
　犯罪被害者等の方が法律相談を希望され、法律相談が相当と認められる場合に、弁護士との合同相談を行い
ます。内容は、刑事事件に関する相談です。
　相談は支援センターの相談時間内（火～土曜日の10時～1６時・年末年始祝祭日を除く）、
支援センターに相談電話（☎089－905－0150）をかけて、面接を申しこんでください。
　面接場所は、原則、支援センターの相談室を予定しています。
　原則として、初回の相談費用は無料です。
　　　　詳細は事務局　☎０８９－９０５－０１７０　に問い合わせ下さい。

刑事事件
相 談
無 料

　日本財団預保納付金支援金により、平成2７年度６月25日に「犯罪被害者等
支援車両」を購入し、広報啓発や直接支援等を効果的に推進できると期待し
ております。車両には当センターの名称や相談電話をラッピングして広報に
も配慮しております。

犯罪被害者等支援車両の配備

平成27年6月25日購入

似顔絵　　楠 正司 氏画

☆ ボランティア活動
相　原　正　明

　犯罪被害者支援ボランティアに、
他のボランティアにはない興味を覚
え、仕事に支障のない限り研修や広
報活動に参加して、はや1年以上過
ぎました。裁判傍聴等の初体験も多

く、他人事に思えていた被害者の悔しさ、残念さが自
分なりに理解出来るようになり、なお一層被害者支援
活動に興味が増している今日この頃です。

☆ 犯罪被害者擁護の
　 　　究極にあるもの

小　林　敬　和
　私は、犯罪被害者の権利擁護と加
害者の人権保障は同程度に重要だと
思っています。被害者からの要望が
あれば、加害者との間で「話し合い

のできる場」を設けることも必要ではないでしょう
か。このような活動に参加できればと思います。

☆ 活動員になって
宮　崎　真杜華

　私たち相談員は、犯罪被害体験に
付随する苦痛な感情を共有し、早い
段階から支援を行い、時には外出先
への付き添いや、回復に必要な情報
を提供する等、効果的な支援を続け
ていきたい。

☆ はじめまして
飯　野　聡　恵

　傾聴に関心を持ち、広報ボラン
ティアを始めました。研修で人の気
持ちに寄り添うことの大切さを知
り、今後は、人との距離を縮めてい
ければ良いなと思っています。

☆ 仲間
武　知　チエ子

　被害者支援の大きな輪の中に居て
「私にいったい何ができるの？」と
問うても「ほほえみがえし」しかで
きない私。「それで良いのよ」と返
してくれる仲間の人肌のぬくもり

は、とても嬉しく　まぶしく感じています。私は今支
援の一歩を踏み出そうとしています。

☆ 被害者支援の動機
畑　中　つきえ

　4年前、高校の先輩が交通事故で
即死しました。
　事故から一年、「何でもいいから
母ちゃんの話をして欲しい。最後、
何を言い残したかったのか知りた

い」と息子が訪ねて来ました。突然の事故で、母親を
亡くし戸惑っている彼の気持ちを十分受け止める事が
出来なかったことが、講座を受ける動機になりまし
た。
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　読み終えた古本をご寄附下さい。寄付して頂いた古本は株式会社バリューブックスにて査定され、買取相当
額が全国被害者支援ﾈッﾄﾜークに寄付され、犯罪被害者の支援活動に役立てられます。

ホンデリング事業 ～読み終えた古本のご寄附で広がる支援の輪～

古本の寄贈 古本の集荷・仕分け・査定 活動費用へ 活動費用へ

➡ ➡ ➡VALLE　BOOKS
認定特定非営利活動法人
全国被害者支援
ﾈｯﾄﾜーク

公益社団法人
被害者支援センター

えひめ
買取相当額の寄付段ボール箱に古本５冊から送料無料

贈与承諾書を入れる

【メールアドレス】ｉｎｆｏ＠ｓｈｉｅｎ－ｅｈｉｍｅ．ｏｒ．ｊｐ� 【ホームページ】ｈｔｔｐ://ｗｗｗ．ｓｈｉｅｎ－ｅｈｉｍｅ．ｏｒ．ｊｐ

事務局
〒790－1114　松山市井門町544－4　電話089－905－0170　ＦＡＸ089－905－0160 ～詳しくは電話等でお問い合わせください。～

「被害者支援センターえひめ」の活動を資金面から支援していただける「賛助会員」を募っております。ご協力をお願いします。
資金援助等のご支援をお願いします。

☆個人 　　　　　　
１口　  1，000円

☆法人 　　　　　　
１口　10，000円

（1口以上何口でもご加入いただけます）

【賛助会員年会費】 ◦ゆうちょ銀行　　口座番号　　０1６８０－4－５５２1８
　　　　　　　　　　加入者名　　被害者支援センターえひめ
◦伊　予　銀　行　　お振込先　　森松支店　普通　1６８２６７4
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　被害者支援センターえひめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　武井　義定
◦愛　媛　銀　行　　お振込先　　末広町支店　普通　８９1８６３７　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　被害者支援センターえひめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　武井　義定

お
振
込
先
金
融
機
関

必要であれば詳細のご説明と、贈与承諾書を送付致しますので、事務局　089－905－0170　までご連絡下さい。

編 集 後 記
　早期援助団体の指定から1年、「支援センターえひめ」の関係者一同、心を一つにして、被害者の方やそのご
家族、ご遺族が平穏な暮らしを取り戻していただける事を願って活動を続けています。私達が大切にしているの
は、被害者の方達のニーズに応える支援をすることです。そのためには「いい聞き手」になることが大切だと
思っています。被害者の方達の悩みや痛み、苦しみに共感し、人間関係の質の向上を図りながら、その付託に応
えるべく日々精進して行きたいと思っております。 （事務局）

◆四国コカ・コーラボトリング㈱
☆四国ガス産業㈱　☆中山町特産品センター（栗の
里なかやま）　☆伊予森林組合　☆南予森林組合（日
吉支所）　☆高市宅治様方　㈱モバイルコム　☆松
本建設㈱　☆波止浜興産㈱アクティはしはま（※２
台設置）　☆波止浜興産㈱今治北ISS　☆愛媛県森
林組合連合会森林環境保全部　☆愛媛県森林組合連
合会木材部　☆愛媛県森林組合連合会林業会館　☆
愛媛県森林組合連合会西予木材市売場　☆社会福祉
法人喜久寿「ウェルケア高浜」　☆波止浜興産㈱自動
車教習所　☆社会福祉法人常美会「おくらの里」　☆
愛媛県建設協会宇摩支部　☆シャディーやまきち大
島店　☆㈱ガルバ興業本社工場　☆㈱愛媛銀行研修
所　☆社会福祉法人常美会「広瀬の里」　☆AID建設
㈱　☆㈱大西運輸大洋タクシー　☆㈱新来島ドック
鳥越寮（ゆずえ）　☆国安商会㈱　☆浅川造船㈱東予
工場　☆日新製鋼㈱　☆ナンレイ㈱松野工場　☆㈲
レジャーナングン　☆松山市高浜公民館　☆㈱愛媛
銀行末広町支店　☆協和道路㈱　☆道の駅天空の郷
「さんさん」

支援自販機設置企業のご紹介

◆サントリービバレッジ㈱
㈲シーサイドふたみ（道の駅）　☆財団法人松山済美
会　☆学校法人聖カタリナ学園　☆㈱昔屋　☆瀧和
塾　☆愛媛綜合警備保障㈱大洲支社　☆愛媛綜合警
備保障㈱西条支社　☆愛媛綜合警備保障㈱宇和島支
社　☆大王製紙㈱　☆エリエールライフ㈱　☆大王
海運㈱　☆四国中央自動車学校

　７月14日・８月３日・９月６日
の３日間の計画で実施しました。
　今回は５名の方の参加があり再
受講も含め約20名が受講しており
ます。
　受講者の方の今後の活動に期待
しています。

ボランティア養成講座の実施

愛媛銀行・㈱JCB
《ａｓｉｔａカードの成約・ご利用》にご協力下さい。
　asitaカード・JCBで支払いをすると、支払額の0.3％が犯
罪被害者支援センターえひめの活動資金として寄付されます。
asitaカードの成約
とカードの利用にご
協力をお願いしま
す。平成2６年度は愛
媛銀行・㈱JCB様
より86，000円のご
寄附を頂きました。
お礼申し上げます。 JCB贈呈と武井理事長のご挨拶



平成26年度　賛助会員様等　ご芳名 （順不同・敬称略）

皆様方のご厚情に感謝申し上げます。今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

（団体・法人）

賛　　助　　会　　員

～賛助会員の募集・寄附金のお願い～

当センターの活動は、主に皆様方の賛助会費や寄附金に支えられております。
皆様からの温かいご支援、ご協力をお待ちしております。

◦ゆうちょ銀行　　口座番号　　０１６８０－４－５５２１８
　　　　　　　　　　加入者名　　被害者支援センターえひめ

◦伊　予　銀　行　　お振込先　　森松支店　普通　１６８２６７４
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　被害者支援センターえひめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　武井　義定

◦愛　媛　銀　行　　お振込先　　末広町支店　普通　８９１８６３７　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　被害者支援センターえひめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　武井　義定

お振込先金融機関

☆個人☆
１口　１，０００円

☆法人☆
１口　１０，０００円

（１口以上何口でもご加入いただけます）

【賛助会員年会費】

５

㈱伊予銀行 愛媛県警友会連合会 住友金属鉱山㈱別子事業所（住友化学㈱愛媛工場・住友重機械工業㈱愛媛

製造所新居浜工場・住友共同電力㈱・住友林業㈱総務部新居浜事業所・三井住友建設㈱四国支店） 大王製紙㈱

三島警友倶楽部 丸住製紙㈱ 渦潮電機㈱ 伊予鉄道㈱

㈱愛媛銀行 公益財団法人  松山済美会 医療法人  健康会 フジボウ愛媛㈱

HITO病院 太陽石油㈱四国事業所 ㈱ヒカリ 福助工業㈱

カミ商事㈱ 井関農機㈱ 済生会西条病院 帝人㈱松山事業所

コスモ松山石油㈱ 愛媛舗道㈱ ㈱カネシロ ㈱ムロオ松山営業所

四国ガス㈱ 愛媛県交通安全協会 愛媛県医師会 三徳電機㈱

㈱よんやく 宇和島信用金庫 大洲地区防犯協会 えひめ中央農業協同組合

愛媛県信用農業協同組合連合会 日章㈲ ㈱篠原商事 ㈱大洲自動車販売

池田興業㈱四国支社 長浜冷蔵㈱ 渡辺興業㈱ 協和道路㈱

大野水産㈱ ㈱ミツワ都市開発 NPO法人  託児所  悠遊 鈴木産業㈱

越智産業㈱ 宮原重機運輸㈱ ㈱有光組 愛媛建物㈱

ながと脳神経外科・心療内科クリニック ㈱山本建設 ㈱ホテル椿館 だいだい運送㈱

八幡浜魚仲買人組合 久保興業㈱ 昭和刷子㈱ 村上胃腸内科クリニック

伊豫海運㈱ ㈱シンツ松山本社 ㈱新居浜自動車教習所 ㈱フジ物流

摂陽明正㈱ ㈱愛商 ㈲古森石油店 宝運送㈱

八幡浜紙業㈱ 大成陸運㈱ 新井産業㈱ ㈱アクトピア大洲

近藤物産㈱ ㈱和泉モータース 新玉電気工事㈱ 神野電気㈱

愛媛製紙㈱ 愛媛県トラック協会 四国管制工業㈱松山営業所 ㈱キクノ

㈲五百竹電装 共立自動車㈱ 一広㈱ 大一ガス㈱

㈱田窪工業所 松岡整形外科医院 三木特種製紙㈱ 堀川不動産コンサルタント

㈱濱﨑組 東宇和農業協同組合 愛南地区防犯協会 八幡浜地区防犯協会

愛媛県暴力追放推進センター 松山南地区防犯協会 重信クリニック 心療内科　兵頭クリニック

愛媛信用金庫 愛媛県防犯協会連合会 桑原運輸㈱ 永頼会　松山市民病院

久万高原地区防犯協会 日新製鋼㈱東予製造所 今治中央ライオンズクラブ 松山西地区防犯協会

㈱オキノ 四国中央地区防犯協会 医療法人立命会  村上循環器科 宇和島地区防犯協会

伯方塩業㈱ ㈱二神組 愛媛県指定自動車教習所協会 ㈱愛媛新聞社

㈱愛媛ジェーシービー ダイキ㈱ ㈱一宮工務店 四国梱包運送㈱

愛媛綜合警備保障㈱ 松山東交通安全協会 久万高原交通安全協会 神山運輸㈱

眞理神経クリニック 東レ㈱愛媛工場 ㈱森本 酒六㈱

今治ルミナスクラブ こんどう心療内科 ㈱西田興産 済生会松山病院

村上記念病院 石﨑商事㈱ シンワ㈱ ㈱栗之浦ドック

㈱寺田商店 日本基督教団  松山古町教会 愛媛ゴルフ倶楽部



松岡　重榮　　　戎　　　正　　　森岡　　啓　　　豊島　治朗　　　森　　秀人　　　楠　　正司　　　浮田　満恵　　　川邉　俊一
三好　智子　　　坂本　静雄　　　中山　　淳　　　石山由美子　　　木綱　俊三　　　村上　孝子　　　薬師神芳洋　　　竹下　裕子
松本　　宏　　　恩地　森一　　　束村メグミ　　　小倉　宏文　　　横山　真一　　　小島敬一郎　　　越智眞理子　　　小川　　仁
高木　義廣　　　森岡眞由美　　　兵頭　建二　　　岩瀬ヤスミ　　　戎井　昭代　　　三村　　立　　　忽那　仁美　　　高橋　幸代
ナカムラタスク　白石　久代　　　野田　由枝　　　村上トモ子　　　瀬谷須美江　　　西川セルコ　　　渡邊亜由美　　　山内　　泰
奥田　順子　　　藤田　聡彦　　　河野　数豊　　　川崎　佳子　　　河村　増美　　　西川　公恵　　　白石由香里　　　越知　克洋
中矢　雄次　　　越智　茂樹　　　河野　浩武　　　山口　朋子　　　中川みさ子　　　橋本　由美　　　大西　　淳　　　渡邊　恵理
関　　雅子　　　田中　國芳　　　水野　久佳　　　中上　隆志　　　秋月　千代　　　甚野より子　　　藤岡　　渉　　　永井　通義
高橋　明子　　　伊藤　直美　　　渡辺　由美　　　荒巻　ミカ　　　津田　　忍　　　片上　孝光　　　森本　恭子　　　内田　知子
越智　京子　　　矢野　啓司　　　稲美眞太郎　　　平松　一枝　　　満田　楓乃　　　武井　敦子　　　山川智三郎　　　松崎　純子
辻　　隆志　　　渡部　　昭　　　松崎　幸弘　　　前田　直子　　　小山　　正　　　大森　豊和　　　五百竹洋子　　　川合　静子
早川　勝孝　　　野中　洋子　　　山本千延子　　　愛媛県警友会連合会機関紙編集委員の皆様

森山加代子　　　田所　和人　　　藤田　　洋　　　加藤　栄子　　　西川　和子　　　森山　弘子　　　森　　和子　　　谷本　照美
土居　美鈴　　　二宮　哲昭　　　五領田眞理子　　二神　幸代　　　土井　典子　　　吉田　卓二　　　重松　章子　　　武井　義定
紅谷　博美　　　佐々木長実　　　佐伯　光健　　　橘　　史朗　　　白石　静子　　　大久保雅代　　　富田　耕治　　　近藤　　猛

アサヒワンビールクラブ 愛媛ジェーシービー（asitaカード） ㈱ベルモニー
㈱ブリッジカンパニー 松山南警察署バザー 久万高原犯罪被害者支援連絡協議会
松山金亀ライオンズクラブ 伊予警察署地域課親睦会 愛媛県戸田道場

愛媛県警音楽隊プロムナードコンサート募金 カーショップミッキー募金 新居浜交通安全キャンペーン募金
浜風募金 新居浜マリン村イベント募金 砥部文化会館イベント募金
暴力追放県民大会募金 久万くるまるしぇ　募金 被害者週間イベント（エミフル）募金
被害者週間記念講演会募金 松山市人権フェスティバル（コミセン）募金 クリスマス交通安全イベント（フジ重信店）募金
松山市人権研究会募金 愛媛県警音楽隊ふれあいコンサート募金 大洲市社会福祉協議会募金
愛媛県警察本部募金 大洲少年空手道大会募金

（個　　　人）

寄　　　　　　　附

正　　　会　　　員

（※誤字・脱字等ございましたら、恐れ入りますが事務局までお知らせください。）

募　　　　　　　金

武井　義定　　　紅谷　博美　　　矢野　啓司　　　小玉　英次　　　武智　聖治　　　坂本　裕子　　　奥田　順子　　　佐伯　光健
小島敬一郎　　　大久保雅代　　　樫元　　朗　　　片上　孝光　　　仙波　理子　　　森山加代子　　　ウキタミツエ　　真鍋　良子
匿名（２回）

６

法人税について、法人が支出する寄付金は、その法人の資
本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金
に算入されます。このとき、公益法人に対する寄付につい
ては、一般寄付金の損益算入限度額とは別に、別枠の損金
算入限度額が設けられます。
[根拠条文／法人税法第37条]

Ａ︰公益法人への寄付金の特別損金算入限度額
Ｂ︰一般寄付金の損金算入限度額（Ａの限度額を超えた分を
　　含む）

【Ａ】
（所得金額の6.25％＋資本金等の額の０.375％）×１/2

【Ｂ】
（所得金額の2.5％＋資本金等の額の０.25％）×１/4

税制上の優遇措置について 公益社団法人への寄付・賛助会費は、税制の優遇を受けることができます。

公益法人に寄付した� に対する税制優遇法人
法人税

公益法人に寄付した� に対する税制優遇個人
所得税 所得税について、以下の優遇があります。
[根拠条文／所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3]

所得控除

所得控除

▶

▶

▶

選択可

公益法人
への寄付

税額控除対象
公益法人への

寄付

（注1）寄付額のうち、所得控除額は総所得金額等の40％相当額が限度
（注２）税額控除額は、所得税額の２5％が限度

税額控除は、所得控除と
比べると、高所得層より
も低所得層への減税効果
が大きくなります！

（公益法人 information HP より抜粋）

[所得
金額－（寄付額－2,０００円）]×所得税率＝ 税額（注1）

所得控除額

所得
金額×

所得
税率－[（寄付額－2,０００円）×4０％]＝ 税額（注1）

所得控除額（注２）

たとえば、税額控除対象の
公益法人に対し、１万円を
寄付した場合…

➡
3,２00円が所得税から控除
される計算

（公安委員会・警察）
愛媛県公安委員会・愛媛県警察本部総務課・広報県民課・情報管理課・警務課・監察官室・会計課・教養課・厚生課・留置管理課・生活
安全企画課・地域課・通信指令課・少年課・生活環境課・刑事企画課・捜査第一課・捜査第二課・組織犯罪対策課・鑑識課・科学捜査研
究所・機動捜査隊・交通企画課・交通指導課・交通規制課・運転免許課・交通機動隊・高速道路交通警察隊・公安課・警備課・機動隊・
外事対策室・愛媛県警察学校・初任科第163期生・四国中央警察署・新居浜警察署・西条警察署・西条西警察署・今治警察署・伯方警察
署・松山東警察署・松山西警察署・松山南警察署・久万高原警察署・伊予警察署・大洲警察署・八幡浜警察署・西予警察署・宇和島警察
署・愛南警察署


