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はじめに

本県の警察署は、昭和29年の現行警察法施行以後、約50年間にわたり現在の16警察

署体制によって維持・運営されてきました。

この間、県警察を取り巻く社会情勢は、高速交通網の発達、情報通信網の発展、夜

型社会の進展など著しく変化しました。また、県内の治安情勢は、犯罪の凶悪化に加

え、広域化、組織化が進むなど大きく変化するとともに、都市化の進展に伴い、高知

市やその周辺において犯罪が集中する傾向が顕著となっているほか、検挙率の低下や

警察事象の地域間格差の拡大等の問題点を抱えています。

県警察では、厳しい治安情勢に対処するため、これまで警察官の増員等の人的基盤

の強化、組織の効率化、業務の合理化・見直し等に取組み、警察力の強化を図ってき

たところでありますが、複雑・多様化する社会情勢や治安情勢の下、限られた警察力

の中で、将来にわたり、より高い水準の治安を県民に提供し、県民が安全で安心して

暮らせる地域社会を実現するためには、治安維持活動の拠点としての警察署の再編整

備や管轄区域の見直しは避けて通ることができない状況にあります。

このため、県警察では、本年８月、県内各界有識者10名の委員からなる「21世紀の

高知県警察を語る会 （県警察の諮問的機関）を開催し 「警察署再編計画（素案 」」 、 ）

について協議していただいた結果 「警察署の再編は必要不可欠である 」などとする、 。

提言を受けました。

この提言の趣旨を十分に踏まえた上で 「警察署再編計画（案 」を策定し、本年10、 ）

月以降、県警ホームページに掲載するなど広く県民に公表するとともに、パブリック

・コメント（意見公募）を実施したほか、県内各自治体への説明や警察署協議会、地

、 、 。元説明会を開催するなど 県民の皆様からご意見 ご要望を賜ったところであります

このうち、パブリック・コメントでは、2,393件の意見が寄せられ、そのうち原案

に賛成及び概ね賛成とする意見が861件、反対及び概ね反対とする意見が795件、分か

らないとする意見が737件寄せられました。

また、地元説明会では 「警察署が分庁舎になることに対する不安がぬぐえない 、、 。」

「治安の悪化が懸念される 」など、警察署の存続を求める意見が多数あったものの、。

一方で 「県下全体の治安向上のためには警察署の再編はやむを得ない 「駐在所員、 。」、

が常駐できることやパトロール活動等が強化されることで安心した 」などの意見も。

多数ありました。

県警察では、これらパブリック・コメントや地元説明会等で寄せられたご意見等を

踏まえ、所要の修正を加えるなどした上で、このたび「警察署再編計画」を取りまと

めました。

今後、県民の皆様をはじめ自治体、関係機関・団体のご理解とご協力を得ながら、

本警察署再編計画に基づき、警察署の再編整備等を推進し、県内全体の治安水準の向

上を図り、より安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。
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第１ 警察署再編の必要性について

１ 警察署の現状

本県の警察署は、昭和29年の現行警察法施行により16警察署体制が確立され、

その後、治安情勢の変化に伴い、警察署の名称変更（後免警察署から南国警察

署、高岡警察署から土佐警察署）や位置の移転、さらには管轄区域や人員配置

の見直し等を行ってきましたが、体制については、人口分布の変化、道路交通

網の整備、情報通信網の飛躍的発展等にもかかわらず約50年間にわたって見直

しがなく、16警察署体制がそのまま維持・運営されてきました。

本県における警察署の規模は、16警察署のうち半数を超える10警察署が警察

官50人以下のいわゆる小規模警察署であり、全国的に見ても小規模警察署の占

める割合が高い状況となっています。

本県では、高知市やその周辺に各種事件・事故が集中するなど治安情勢も大

きく変化しており、以下に詳述するとおり、現在の警察署の配置には種々の問

題が生じているところです。

治安責任を担う県警察としましては、刻々と変化する治安情勢に的確に対応

し、県民が安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、警察活動の拠点

となる警察署の再編や管轄区域の見直しを行うなど、限られた警察力を適正に

配分することで、県内全体の治安水準を向上させる必要があります。

２ 警察署再編の必要性

(1) 大規模警察署の問題点

本県では、人口の減少や少子高齢化といった社会構造の変化が全国に先行

して進んでおり、特に、中山間地域では過疎化及び高齢化が急激に進む一方

で、高知市やその周辺に人口が集中する一局集中化が顕著となっています。

これに伴って、高知市やその周辺を管轄する大規模警察署（高知署、高知

南署及び南国署）では平素から多数の来訪者があるほか、重要犯罪をはじめ

各種事件・事故が多発しており、県内全体の治安水準を向上させるためには、

高知市やその周辺における警察力を強化する必要があります。

規模別に見た警察署の比率
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こうした大規模警察署にあっては、年間を通じて捜査員等が休日を返上し

て各種事件・事故の捜査に従事していますが、日々多発する事件・事故の捜

査に追われ、余罪捜査や攻めの捜査活動が困難な状況にあるなどの問題点を

抱えています。

県警察では、これまで組織の在り方の見直しや業務の合理化を積極的に推

進し、警察本部で勤務する警察官を可能な限り業務負担率の高い警察署に配

置するなど、警察官の効率的な配置及び運用に努めてきましたが、高知警察

署等においては、なお警察官１人当たりの業務負担率が高く、小規模警察署

との間において著しい格差が生じています。

このため、高知市やその周辺に集中する犯罪を予防・検挙して県内全体の

治安水準を向上させるためには、高知市に新たな警察署を設置して警察力を

強化する必要があるほか、比較的警察事象が少なく、業務負担率の低い小規

模警察署を対象とした警察署の統廃合や、業務負担率の高い大規模警察署の

管轄区域の見直しを図り、各警察署間における業務負担率の不均衡を是正す

るなど、警察力を適正に配分し、警察の業務を能率的に遂行することができ

る体制を構築する必要があります。

（平成18年中）

警察本部と警察署の警察官比率

本部, 27.8%

本部, 32.5%

本部, 32.8%

警察署, 72.2%

警察署, 67.5%

警察署, 67.2%
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(2) 小規模警察署の問題点

県内の小規模警察署では、平素の来庁者や事件・事故の発生が少ないほか、

警察官１人当たりの業務負担率も低いため、日常業務を遂行するには現状の

人員で対応が可能ですが、ひとたび大規模な事件・事故・災害等が発生した

場合や同時に多数の事件・事故が発生した場合には、人員不足のため自署員

のみでは十分な捜査体制等が確保できないのが現状です。

特に、休日や夜間の体制は、署情によって若干異なるもののパトカー勤務

等の３交替制勤務員１～２名のほか、当直責任者以下、刑事・交通課員が各

１名と内勤勤務員１名程度の当直体制となり、極めて脆 弱であるほか、ひと
ぜいじやく

たび逮捕事案が発生すると、駐在所員を中心とした地域警察官が看守勤務や

捜査等への転用勤務を余儀なくされ、これに伴い不在駐在所が増加するなど、

地域における治安の維持向上と体感治安の確保に弊害が生じています。

区分

署別
順
位

順
位

順
位

317 4,326 13.6 1 1,429 4.51 5 19,563 61.7 1
198 1,883 9.5 4 943 4.76 3 10,463 52.8 2
33 227 6.9 10 82 2.48 14 557 16.9 12
54 365 6.8 12 249 4.61 4 1,135 21.0 9
43 433 10.1 3 231 5.37 1 1,212 28.2 5
98 1,039 10.6 2 511 5.21 2 3,964 40.4 3
38 288 7.6 7 159 4.18 8 821 21.6 8
28 83 3.0 16 39 1.39 16 429 15.3 13
41 299 7.3 8 173 4.22 7 944 23.0 7
46 311 6.8 11 201 4.37 6 1,438 31.3 4
34 244 7.2 9 95 2.79 13 509 15.0 14
54 337 6.2 13 176 3.26 11 1,042 19.3 10
27 154 5.7 14 81 3.00 12 358 13.3 15
56 496 8.9 6 233 4.16 9 1,365 24.4 6
25 118 4.7 15 62 2.48 15 249 10.0 16
37 349 9.4 5 149 4.03 10 671 18.1 11

1,129 10,952 7.8 （平均） 4,813 3.80 （平均） 44,720 25.8 （平均）合　計

窪　川
中　村
清　水
宿　毛

い　の
土　佐
佐　川
須　崎

香　南
南　国
香　美
本　山

高　知
高知南
室　戸
安　芸

警察官
数

（定員）

刑法犯
認 知
件 数

負担件数 人身事故
発生件数

負担件数 １１０番
受 理
件 数

負担件数

警察官一人当たりの負担状況 【平成18年】
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また、高知市周辺の小規模警察署にあっては、警察事象が比較的多いこと

に加え、高知市内で発生した事件・事故の捜査支援に当たることも多いこと

等から、警察署の機能強化を図る必要性が高まっています。

こうした小規模警察署の抱える問題点を解消し、県下全域における治安責

任を果たすには、体制が弱い小規模警察署を隣接する警察署と統合すること

によって警察力を強化し、事件・事故の規模や態様に応じた警察官の弾力的

かつ集中的な運用を図る必要があります。

　 
　 重大事案発生時における体制の確立が困難で、捜査本部等の専
従体制をとると、他の業務が停滞する。

小規模署の抱える問題点

大規模事件・事故への対応力不足

　 人員不足から、懸案事項等に対する計画的・集中的な取組みが
困難であるほか、攻めの捜査活動ができない。

治安維持に必要な実働人員の不足

　
　 当直体制が弱く、困難な事案処理には休日の専務員を呼び出す
など、迅速な事案処理が困難である。

脆弱な休日・夜間の体制

　看守や護送、捜査本部等への転用勤務が多く、不在駐在所が増
加する。

駐在所員の転用勤務による弊害
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(３) 警察署庁舎の老朽・狭隘問題
きょうあい

県下16警察署のうち、建築経過年数が30年を超える庁舎は半数（８署）に

及び、このうち最も古い庁舎となる中村警察署にあっては平成21年中に新築

される予定ですが、築39年を経過し、建て替え時期に来ている香美警察署及

びいの警察署にあってはいまだ新築のめどが立っていない状況にあります。

こうした老朽化の進んだ警察署の建て替えや耐震化工事を含め、将来にわ

たって16警察署全てを維持・管理していくためには相当な経費が必要であり、

これは小規模警察署にあっても例外ではなく、一定の施設や装備資機材等が

おのずと必要となるため、県の厳しい財政状況や県下の治安情勢、更には社

会情勢等を踏まえると、警察署の統廃合等による経費節減は避けて通れない

課題となっています。

一方、警察署庁舎における職員１人当たりの面積（狭隘率）に目を向ける

と、下表のとおり、南国警察署・高知警察署及び高知南警察署において各課

事務室が過密状態であり、業務の効率性等において支障をきたしています。

【 警察署施設建築経過年次表 】 平成19年10月末現在

施 設 名 建 築 経 過 フロアー狭隘率 耐震化実施計画(※)
(所属名) 年 月 日 年 数 （１人当り面積） 設計 工事予定

中村警察署 S41・3・31 41年 20.6㎡ H21年７月 新築予定

香美警察署 S42・3・31 40年 24.9㎡ 新築計画のため

いの警察署 S43・3・26 39年 23.0㎡ 耐震化工事なし

高知警察署 S47・2・29 35年 19.2㎡ H19年 H21～22年

高知署別館 H 8・7・31 11年

南国警察署 S48・3・22 34年 14.6㎡ H20年 H22～23年

本山警察署 S49・3・30 33年 36.5㎡ H23年 H25～26年

宿毛警察署 S51・3・10 31年 33.4㎡ H21年 H23～24年

香南警察署 S52・3・10 30年 26.8㎡ H22年 H24～25年

室戸警察署 S57・3・25 25年 44.4㎡

高知南警察署 S58・8・25 24年 20.5㎡

安芸警察署 S61・10・3 21年 37.2㎡

須崎警察署 H 1・10・24 18年 48.5㎡

清水警察署 H 4・4・28 15年 82.2㎡

土佐警察署 H 6・3・25 13年 49.6㎡

窪川警察署 H 8・10・21 11年 85.0㎡

佐川警察署 H14・2・15 ５年 73.8㎡

※ 耐震化実施計画については、警察署再編計画の進捗状況を見ながら、今後見直しを行う

こととしております。
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(４) 行政区域と警察署管轄区域の乖離
か い り

地域レベルの防犯対策や交通安全対策等を効果的に展開するには、地域住

民、地元自治体及び警察がより緊密に連携・協働していくことが重要ですが、

現在の管轄区域は、１つの自治体を複数の警察署が管轄するといった状態が

数か所で生じており、こうした状態が地域社会における緊密な連携の妨げと

なっているほか、自動車の車庫証明や道路使用許可申請といった各種許認可

事務の面においても申請先が分かりにくいなど、県民の利便性に影響を及ぼ

しています。

なお、県では本年３月に「現在の35市町村を６市に再編する」とした市町

村合併推進構想を公表しましたが、警察署の管轄区域にあっても、警察活動

の効率性や住民サービスの向上等を図る上で、将来の広域市町村合併による

新たな行政区域との整合性も考慮する必要があると考えています。

(５) 一般職員の削減

県が平成15年９月に策定した「県政の運営方針」及び平成17年12月に策定

した「高知県行政改革プラン」に基づいて、知事部局では平成22年４月まで

に14％の職員の削減目標を公表していますが、県警察においても組織のスリ

ム化は例外でなく、平成20年度末までに警察活動を側面から支える一般職員

の10％に当たる31人の定数削減を余儀なくされています。

県警察では、これらの削減人員を捻出するため、警察本部の管理・デスク

部門等の人員を削減するなど、徹底した業務の合理化と見直しに取り組んで

きましたが、現行の枠組み内での対処では限界状態となっており、警察署の

統廃合は避けられない状況にあります。

警察署の管轄区域と行政区域の乖離状況

高知市
大津・介良・潮見台

吾川郡 春野町

長岡郡大豊町
(天坪地区)

南 国 警 察 署 管 内
(他 の 高知市内は
高 知 署 と高知南署

で分 割）

高知南警察署
と土佐警察署

で分割

香美警察署管内
(他の大豊町内は
本山署が管轄）
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第２ 分庁舎について

警察署の再編に当たっては、現有施設を効率的に活用しつつ、統合される警

察署の管轄区域に居住する住民の利便性確保と同地区における治安水準を維持

する必要があるため、統合される警察署の施設（現警察署の庁舎）を拠点警察

署の「分庁舎」として運用します。

「分庁舎」の運用体制については、警察署の統廃合によって地域住民の利便

性が低下することのないよう、交通・生活安全関連の許認可窓口係を配置する

ほか、突発事案への初動捜査体制を確保するため必要な人員を配置するととも

に、24時間３交替制で勤務する地域警察官（「分庁舎」で勤務する自動車警ら

班要員など）を配置します。

なお、刑事・生活安全課員、交通課員等の配置については、統合する地域に

おける警察署間の距離や、その地域における地勢、特性、治安情勢等を勘案し

て検討することとします。

また、駐在所の体制については従来どおり維持し、「分庁舎」の責任者には、

「分庁舎」の機能と勤務員数に見合った者として警視又は警部（次長級）の

階級にある警察官を配置します。

さらに、警務課や会計庶務課等の管理業務については、拠点警察署において

統合運用することから「分庁舎」には置かないこととし、その結果、捻出され

た人員を業務負担率の高い大規模警察署の捜査部門や自動車警ら班等に配置す

るなど、治安維持に当たる実働部門を増強します。

【イメージ図】

 自動車警ら班

拠点警察署 分  庁  舎

警察安全相談

分庁舎長
(警視又は警部)

駐在所Ａ

駐在所Ｂ

駐在所Ｃ

交通関係
許認可窓口

生活安全関係
許認可窓口 地域警察官
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交通関係許認可業務

「分庁舎」では、運転免許や道路使用許可等の交通関係許認可業務や風俗営

業等の生活安全関係許認可業務をはじめ、遺失・拾得物の受理、警察安全相談

など地域住民の皆様に身近で関わり合いの深い業務のほか、地域警察官が行う

パトロールや巡回連絡、被害届の受理、交通事故の処理、事件・事故の初動捜

査などについては、再編前と同様、引き続き「分庁舎」で取り扱うこととしま

す。なお、「分庁舎」という名称について、県民の皆様から「警察署という名

称により地域の安全・安心が確保されている。」、「歴史的背景も踏まえ検討す

べきである。」などとのご意見を頂いたことから、その地域における警察活動

の重要拠点としてふさわしい名称等を検討します。

※ 統合する警察署間の距離や、その地域における治安情勢等を勘案して、一部の「分庁

舎」では、許認可業務や交通事故処理等の一部を取り扱わないこととすることを検討し

ます。

○運転免許関係 ○道路使用関係

○車庫証明関係 ○乗車積載関係 ○風俗営業関係

○安全運転管理者関係 ○交通規制除外関係 ○銃砲・火薬類関係

○自動車運転代行業関係 ○署長規制関係 ○警備業・古物営業関係

被害届の受理遺失・拾得届の受理 警察安全相談の受理

事件・事故の初動捜査

交通事故の処理

地理案内

駐在所の
警戒活動

駐在所員
によるパトロール

巡回連絡
（訪問活動）

分 庁 舎
夜間パトロール自動車警ら班

によるパトロール

生活安全関係
許認可業務
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第３ 警察署再編の効果について

小規模警察署の統廃合や大規模警察署の管轄区域の見直しなどによって、警

察署の体制が強化・充実されることから、次のような効果が期待できます。
１ 警察官の大量動員

警察署の規模が大きくなることによって、複雑又は大規模な事件・事故が発

生した場合でも、大量の警察官を集中的に動員することができるようになるほ

か、事案処理を多数人で短時間に処理することができるようになり、その短縮
された時間を他の業務に割り振るなど効率的な運用が可能となります。

2 警戒体制・パトロール体制の強化

警察署の統廃合により、小規模警察署で問題となっていた駐在所勤務員によ

る看守勤務等への転用勤務が抑制され、駐在所の警戒力及びパトロール活動が

強化されます。
、 （ ） 「 」統廃合によって廃止される小規模警察署は 拠点警察署 本署 の 分庁舎

として存続し、24時間体制で勤務する地域警察官等によるパトロールに加え、

自動車警ら班の運用等により、これまで以上にパトロールが強化され、地域に

おける犯罪抑止力が高まります。

　交　番

　駐在所
地方の市町村隣接する市

　再 編 前

　　複雑 ・
大規模事件

警 察 官 の
大 量 動 員
が 可 能

全署的対応
が必要

 交 番

　駐在所

　駐在所

 小規模署

　自動車警ら班

分庁舎

拠点警察署

分庁舎

拠点警察署

　自動車警ら班

　再 編 後
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３ 警察力の効率的運用

管理・デスク部門の合理化を進め、捻出した警察官を業務負担率の高い警察

署の実働部門（パトロール要員や捜査要員等）に振り替えるなど効率的な運用

が可能となり、再編地域における警察力の強化のみならず、県下全体の警察力

を強化することが出来ます。

【警察署再編のイメージ】

４ 休日・夜間における体制の強化

警察署の規模を拡大することにより、警察署の当直勤務員の人数も増加する

ことから、休日・夜間におけるパトロール活動や事件・事故発生時の初動捜査

体制が強化されます。

また、小規模警察署における休日・夜間の「待機制度」や事案発生時の呼び

出しが減り、署員の精神的・肉体的負担が軽減されます。

事件発生

 駐在所

 交番

 巡回連絡

休日・夜間

課
長

刑事・
生活安全

刑事・
生活安全

課
長

課
長

課
長 交通課 交通課 課

長
課
長

課
長 警備課 警備課 課

長
課
長

課
長 地域課 地域課 課

長
課
長

分庁
舎長

中規模署A ＋ 小規模署B ＝ 再　編　署

交番・駐在所

余剰
人員
の

捻出

パトロール
・捜査要員

業務負担
率の高い
大規模署

交番・駐在所 駐在所

署長・副署長
警務・

会計庶務課
刑事・

生活安全

交通課

（効率的運用）

署長・副署長
警務・

会計庶務課

署長・次長
警務・

会計庶務課

分庁舎

警備課

地域課

管理部門
の合理化

統廃合
警察力
の強化

再配置

出 動 自動車警ら班

出   動

拠点警察署

分庁舎

 パトロール

出   動

平 常 時
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第４ 警察署再編計画について

社会情勢や治安情勢等の著しい変化に柔軟かつ的確に対応し、限られた警察

力の中で、より高い安全と安心を全ての県民に等しく提供していくためには、

警察署の再編や管轄区域の見直しを図り、県警察全体の機能強化を図る必要性

があります。

県警察では、本年10月以降に実施したパブリック・コメントや地元説明会等

で寄せられた県民の皆様からのご意見を踏まえ、警察署再編計画（案）に所要の

修正を加えるなどした上で、次のとおり、現在の16警察署体制から段階的に

「１増５減」で12警察署へ再編する「警察署再編計画」を策定しました。

なお、第１段階の中村警察署と清水警察署の再編時期については、警察署再

編計画（案）では平成21年ころとしていましたが、県民の皆様から「各種警察

協力団体等においても再編が決定された後、再編に伴う準備期間も必要であり、

再考すべきである。」などのご意見を頂いたことから、平成22年４月に修正す

ることとします。

また、再編に伴う警察署の名称については、県民の皆様から「県下的にも馴

染みのある名称に再考すべきである。」などのご意見を頂いたことから、今後

パブリック・コメントを実施するなど、県民の皆様からのご意見を踏まえ検討

することとします。

警察署再編
の手順
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１ 幡多地区の再編（中村警察署と清水警察署の統合）

清水警察署は、県内16警察署の中で、最も小規模の警察署（署員数30名、う

ち警察官25名）であり、大規模な事件・事故・災害等への対応や休日・夜間等

の体制が極めて脆弱であるなどの問題点を抱えています。

特に、地域住民の安全・安心のよりどころとなっている駐在所員が看守勤務

等の転用勤務で不在となる場合が多く、事件・事故等の発生時における初動措

置や地域住民の安全・安心感を醸成する上で問題となっています。

こうした問題点を解消するためには、警察事象が少なく、警察官１人当たり

の負担率が低い清水警察署を新中村警察署（仮称）の新築後に同署と統合する

必要があります。

統合後、現在の清水警察署の庁舎にあっては新中村警察署の「分庁舎」とし

て運用し、「分庁舎」には、現在配置している交通・生活安全関連の各種許認

可窓口係や警察安全相談員、高齢者アドバイザーを引き続き配置することによ

って現行の住民サービス機能を維持するとともに、24時間３交替制で勤務する

自動車警ら班を新設することにより、突発事案への初動捜査体制を確保するほ

か、刑事課員等を配置するなど、治安維持に必要な人員を配置します。

また、「分庁舎」には留置施設を設置しないことから、駐在所員の看守勤務

等への転用勤務が抑制され、常時警戒・パトロール活動等が可能となるほか、

管内全体の治安維持機能は、再編によって大きくなった新中村警察署が組織力

を生かして的確に対応します。

さらに、幡多地区の水際対策を強化するため、現在、須崎警察署で運用して

いる警察用船舶や警察用航空機による県西部方面での活動を強化します。

なお、「分庁舎」という名称については、その地域における警察活動の重要

拠点としてふさわしい名称を検討します。

２ 高知市周辺部の再編（高知東警察署の新設による管轄区域の見直しと本山警

察署の統合）

高知市やその周辺を管轄する大規模警察署では、重要犯罪をはじめ各種事件

・事故が多発しており、県内全体の治安水準を向上させるためには、この地域

における警察力を強化することが必要不可欠となっています。

特に、高知市の繁華街を受け持つ高知警察署においては、警察事象が極めて

多く、警察官１人当たりの業務負担率において各警察署と著しい格差が生じて

いることに加え、署員数が338名（一般職員も含む。）と極端に多いことから、

警察署施設が手狭であるなど、多くの問題点を抱えています。

こうした問題点を解消し、高知市周辺における治安水準を向上させるために

は、高知警察署、高知南警察署及び南国警察署における現在の非効率的な管轄

区域を見直すとともに、新たに高知市東部に警察署を設置する必要があります。
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具体的には、

○ 高知警察署が管轄している高知市高須地区、五台山地区、一宮地区、

薊野地区、秦泉寺地区及び土佐山地区

○ 高知南警察署が管轄している高知市三里地区

○ 南国警察署が管轄している高知市大津地区、介良地区及び潮見台地区

○ 香美警察署が管轄している長岡郡大豊町天坪地区

をそれぞれ切り離した上で、これに現本山警察署の管内を加え、高知市東部に

新設する警察署（「高知東警察署」（仮称））に管轄させるものです。

本山警察署にあっては、清水警察署と同様の問題点を有しており、警察事象

も少なく警察官１人当たりの業務負担率も低いことや高速道路（高知自動車道）

を利用すれば高知市からも時間的に近いことから、新設する高知東警察署と統

合した上、現在の本山警察署庁舎にあっては高知東警察署の「分庁舎」として

運用し、現在配置している各種許認可事務等の窓口係や警察安全相談員、高齢

者安全対策班を引き続き配置するなど、現行の住民サービス機能を維持すると

ともに、24時間３交替制で勤務する自動車警ら班を新設することにより、突発

事案への初動捜査体制を確保するほか、刑事課員等を配置するなど、治安維持

に必要な人員を配置します。

なお、「分庁舎」という名称については、その地域における警察活動の重要

拠点としてふさわしい名称を検討します。

３ 仁淀川流域地区の再編（土佐警察署といの警察署の統合）

土佐警察署といの警察署は、高知市と隣接していることから、事件・事故も

比較的多い上、高知市内で発生した事件捜査のための緊急配備をはじめとする

捜査支援等の恒常化により、地域住民の安全・安心のよりどころとなっている

駐在所員が捜査用務や看守勤務等の転用勤務で不在となる場合が多く、これが

事件・事故等の発生時における初動措置や地域住民の安全・安心感を醸成する

上で問題となっています。

こうした問題点を解消するためには、距離が近い土佐警察署といの警察署を

統合して警察署の体制を強化する必要があり、両警察署を統合した「高吾警察

署」（仮称）を設置し、現在のいの警察署を高吾警察署の「分庁舎」として運

用し、現行の住民サービス機能を維持するとともに、治安維持に必要な人員を

配置します。また、両警察署を統合することによって、警察署の管理部門や看

守勤務員等の合理化を図り、捻出した人員を脆弱であった刑事、生活安全、交
ぜい

通等の部門に再配置します。

これにより、大規模事件や事故等が発生した場合でも、必要な捜査員を大量

動員して的確かつ迅速な対応が可能となるほか、駐在所員の看守勤務等への転

用勤務が抑制されることから、常時警戒・パトロール活動等が強化されるなど、

大規模警察署のメリットを効果的に発揮して、仁淀川流域地区の警察力を強化

します。
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その際、土佐警察署が現在管轄する春野町西部地域にあっては、高知南警察

署に移管し、管轄区域の見直しを図ります。

なお、「分庁舎」という名称については、その地域における警察活動の重要

拠点としてふさわしい名称を検討します。

４ 物部川流域地区の再編（新南国警察署の新設による南国警察署、香南警察署

及び香美警察署の統合）

南国警察署は、現在の管轄区域のうち事件・事故の集中する、高知市大津地

区、介良地区及び潮見台地区を高知東警察署の管轄区域に見直すことにより、

警察官１人当たりの業務負担率を低下させることができるものの、なお負担率

は高い上、高知市と隣接する地理的条件から、高知市内で発生した事件に対す

る緊急配備をはじめとする捜査支援等の恒常化が予想されます。

また、香南警察署は、香南市野市町の人口増加に伴って大型量販店が進出す

るなど今後も警察事象の増加が予想され、警察署の機能強化を図る必要があり

ます。

このように、物部川流域地区を管轄する南国警察署、香南警察署及び香美警

察署にあっては、高知市の近郊にあることから事件・事故も比較的多い上、高

知市内で発生した事件捜査のため緊急配備をはじめとする捜査支援等の恒常化

により、地域住民の安全・安心のよりどころとなっている駐在所員が捜査用務

や看守勤務等の転用勤務で不在となる場合が多く、これが事件・事故等の発生時

における初動措置や地域住民の安全・安心感を醸成する上で問題となっています。

こうした問題点を解消するためには、相互に距離が近い南国警察署、香南警

察署及び香美警察署の３警察署を統合して警察署の体制を強化する必要があ

り、南国市東部に場所を選定した上で「新南国警察署（仮称）」を新設し、現

在の香南警察署及び香美警察署の庁舎にあっては、新南国警察署の「分庁舎」

として運用し、各地域における現行の住民サービス機能を維持するとともに、

治安維持に必要な人員を配置します。

また、３警察署を統合し大規模警察署にすることによって、警察署の管理部

門や看守勤務員等の合理化を図り、捻出した人員を脆弱であった刑事、生活安
ぜい

全、交通等の部門に再配置します。

これにより、大規模事件や事故等が発生した場合でも、必要な捜査員を大量

動員して、的確かつ迅速な対応が可能となるほか、駐在所員の看守勤務等への

転用勤務が抑制されることから、常時警戒・パトロール活動等が強化されるな

ど、大規模警察署のスケールメリットを効果的に発揮して、物部川流域地区の

警察力を強化します。

統合する３警察署にあっては、いずれも築30年を超え老朽化が進んでいます

が、これらの庁舎を順次建て替えるよりも、３警察署を統合することによって

拠点警察署を建設した方が財政面での効果も認められます。
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なお、「分庁舎」という名称については、その地域における警察活動の重要

拠点としてふさわしい名称を検討します。

５ 警察署再編計画に含まれていない警察署について

今回の警察署再編計画に含まれていない室戸警察署、安芸警察署、佐川警察

署、須崎警察署、窪川警察署及び宿毛警察署の６警察署については、

○ 室戸警察署、安芸警察署、須崎警察署及び窪川警察署は、それぞれ隣接

する警察署との距離が遠いことから、統廃合によるメリットよりもデメリ

ットの方が多く見込まれること。

○ 佐川警察署は、土佐警察署及びいの警察署と比較的距離は近いものの、

３警察署を統廃合することとなれば広範な中山間地域等を管轄することと

なるので、逆に警察力が分散され、初動捜査体制等に支障が生じるおそれ

があること。

○ 宿毛警察署は、中村警察署と比較的距離は近いものの、県境と接する治

安上の要所であり、自署管内における警察事象のみならず愛媛県警察と関

連する事案も多いことに加え、中村警察署と統合すれば広範な中山間地域

等を管轄することとなるので、逆に警察力が分散され、初動捜査体制等に

支障が生じるおそれがあること。

などの理由から、本警察署再編計画に盛り込むことは見送ることとしました。

なお、これらの警察署については、今後の社会情勢や治安情勢の変化、更に

市町村合併の推移を踏まえながら、将来、警察署再編の必要性について検討す

ることとします。
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第５ 今後の方針

１ 警察署の施設整備について
本警察署再編計画において警察署の施設整備を伴う高知東警察署及び新南国警

察署（いずれも仮称）の候補地の選定に当たっては、県の厳しい財政事情を踏ま
え、県有地の有効活用を最優先に選定するとともに、施設整備に向けた必要な予
算の確保に努めていくこととします。

また 「分庁舎」として運用する警察署のうち、老朽化の進んだ警察署につい、
ては、耐震化工事を含め 「分庁舎」として運用するための必要な施設整備にも、
努めていくこととします。

２ 「高知県警察の設置及び定員に関する条例」の一部改正について
警察署の再編や管轄区域の見直しを図るためには 「高知県警察の設置及び定、

員に関する条例」の一部を改正する必要があることから、警察署再編計画で第１
段階において再編を予定している、清水警察署と中村警察署の再編については、
平成 年中の県議会定例会に同条例の一部を改正する条例案を上程し、審議を21
いただくこととします。
また、第２、第３段階の再編に関する同条例の一部を改正する条例案は、高知

東警察署及び新南国署の施設整備を進める過程で、順次、県議会に上程し、審議
をいただくこととします。

３ 県民の理解と協力の確保について
本警察署再編計画を取りまとめるに当たり実施した、パブリック・コメントに

より県民の皆様から寄せられたご意見の中には、
○ 「駐在所が廃止されると治安が低下する 」。
○ 「幹部を減らし、実働人員は減らさないでほしい 」。

など、警察署再編計画（案）の内容について、十分理解されていないご意見も寄
せられました。
また、地元説明会においては、

○ ｢説明を聞くまでは、警察署がなくなってしまうのではないかと思って
いたが、管理部門が減り、留置場がなくなるものの、大きな事件があれば
多数の警察官が来るということで安心した。｣

○ ｢住民は、警察署が廃止されるという不安が先立ち、再編計画の内容に
ついて全く理解していないので、十分な説明や広報が必要だ。｣

などの意見も多数ありました。
警察署の再編は、社会情勢や治安情勢の変化に的確に対応し、限られた警察力

の中で、将来にわたり、より高い水準の治安を県民に提供し、県民が安全で安心
して暮らせる地域社会を実現するために行うものです。

警察署の再編によって、県民の皆様が不安を抱くことがないよう、警察署の再
編に係る条例の改正に向けて、引き続き、分庁舎の機能や再編による効果をはじ
め警察署再編計画の内容について、県民の皆様に十分説明させていただくことと
します。
県民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。



　　　警察官２５人
管轄：土佐清水市
面積：266.52ｋ㎡
人口：17,808人
刑法犯：118件
人身事故：62件
110番通報：249件

　　　警察官５６人
管轄：四万十市・黒潮町
面積：820.88ｋ㎡
人口：51,744人
刑法犯：496件
人身事故：233件
110番通報：1,365件

　　　 警察官２８人
管轄：本山町・大豊町
　　　  土佐町・大川村
面積：722.1ｋ㎡
人口：14,545人
刑法犯：83件
人身事故：39件
110番通報：429件

管轄区域の分轄
 ・ 高知市の一部
　　（高須・五台山・
　　一宮・薊野・秦泉
　　寺・土佐山・三里・
　　介良・大津地区）
 ・ 大豊町天坪地区

　　　 警察官４６人
管轄：土佐市
　　　　春野町の一部
面積：114.87ｋ㎡
人口：36,650人
刑法犯：311件
人身事故：201件
110番通報：1,438件

　　　警察官４１人
管轄：いの町・日高村
面積：515.59ｋ㎡
人口：34,146人
刑法犯：299件
人身事故：173件
110番通報：944件

　 　警察官９６人
管轄：南国市・高知市
　　　  の一部
面積：135.43ｋ㎡
人口：75,401人
刑法犯：1,039件
人身事故：511件
110番通報：3,964件

　　　警察官３８人
管轄：香美市･大豊町
　　　　の一部
面積：572.39ｋ㎡
人口：29,996人
刑法犯：288件
人身事故：159件
110番通報：821件

　
　　　警察官１６０人規模（想定）
管轄：南国市・香南市・香美市
面積：824.49ｋ㎡  人口：114,990人
刑法犯：1,449件　人身事故：751件
110番通報：4,822件

※ 新南国警察署は、南国市東部に
 場所を選定して新設する。
 　 旧香美警察署庁舎･香南警察署
 庁舎は、 新南国警察署の分庁舎と
 して活用する。

　　　　警察官８０人規模（想定）
管　轄：四万十市・土佐清水市・黒潮町
面　積：1,087.4ｋ㎡
人　口：69,552人
刑法犯：614件
人身事故：295件
110番通報：1,614件

※　新中村警察署は、平成21年７月
　ころ、四万十市右山に完成予定。
　　 旧清水警察署庁舎は、新中村警
　察署の分庁舎と して活用する。

　　　　警察官１５０人規模（想定）
管轄：高知市の北東部
　　　  長岡郡 本山町・大豊町
　　　　土佐郡 土佐町・大川村
面積：810.91ｋ㎡       人口：１０２，５４２人
刑法犯：１，６１４件   人身事故：６６２件
110番通報：７，５７０件

※　高知東警察署は、管内の幹線道路
  沿いに場所を選定して新設する。
　　 旧本山警察署庁舎は、高知東警察署
　の分庁舎として活用する。

　　　　警察官７０人規模（想定）
管轄：土佐市・いの町・日高村
面積：607.18ｋ㎡
人口：64,211人
刑法犯：548件
人身事故：325件
110番通報：2,066件

新中村警察署（仮称）
第１段階

高知東警察署（仮称・新設）

H25年
ころ

H25年
ころ

第２段階

高吾警察署（仮称）

清水警察署 中村警察署

土佐警察署 いの警察署

本山警察署
高知・高知南・南
国及び香美警察
署の一部

第３段階

南国警察署 香美警察署

　　警察官４３人
管轄：香南市
面積：126.75ｋ㎡
人口：34,182人
刑法犯：433件
人身事故：231件
110番通報：1,212件

香南警察署 新南国警察署（仮称）

　現土佐警察署庁舎
を拠点署とし、旧いの
警察署は高吾警察署
の分庁舎として活用
する。

H28年
ころ

 警察署再編計画の概要

統
合

統
合

統
合

統合 統合

H22年
４月

※人口は平成18年３月31日現在、各数値は平成18年中の値である。



中村署

須崎署
土佐署

安芸署

高知署

南国署

高知南署

香南署

「１増５減」の再編で
12署体制に再編する。

再 編 前

現 行
16署体制

再 編

警察署再編計画

室戸署

佐川署

香美署

宿毛署

清水署

窪川署

いの署

本山署

高知署

宿毛署

須崎署

窪川署

新中村署
（仮称）

安芸署

室戸署

高知南署

高知東署
（新設・仮称）

佐川署

高吾署
（仮称）

香美分庁舎
（仮称）

香南分庁舎
（仮称）

いの分庁舎
（仮称）

本山分庁舎
（仮称）

清水分庁舎
（仮称）

再 編 後

新南国署
（仮称）


