
様式１

一般会計

平成 29年度予算見積額 6,243,668 千円

平成 28年度当初予算額 5,454,134 千円

差 引 増 減 額 789,534 千円

対 前 年 度 比 率 114.5 ％

（注）上記には、人件費を含まない。

平成29年度公安委員会予算見積総括表
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（単位：千円）

細目事業名
Ｈ28当初

予算額

Ｈ29当初

予算額
増減

(H29 - H28）
新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

342,977 360,968 17,991

生活安全対策費 102,429 77,960 -24,469

【継続】街頭防犯カメラ等設置支援事業費補助金（30式）

【継続】特殊詐欺被害防止啓発事業

【終了】街頭防犯カメラ、子ども見守りカメラの県警設置

生活安全部

警察装備費 240,548 283,008 42,460 【拡充】警察用船舶「たけより」定期検査 装備施設課

486,500 935,033 448,533

警察装備費 89,810 93,702 3,892 地域課

生活安全対策費 159,373 467,084 307,711 【新規】警察無線移動通信システム高度化更新 通信指令課

犯罪捜査費 237,317 374,247 136,930

【新規】捜査管理システムの構築

【継続】取調べ録音録画装置整備

【拡充】捜査費の増額

刑事部

1,891,737 1,941,821 50,084

自動車運転免許費 433,889 261,413 -172,476 【終了】道路交通法改正（準中型免許の新設等）に伴う運転免許システム改修等 運転免許センター

安全運転講習費 261,895 267,275 5,380 【拡充】高齢運転者対策（臨時高齢者講習、臨時認知機能検査等） 運転免許センター

交通警察費 254,678 236,726 -17,952

【新規】放置駐車違反管理システム更新

【継続】スケアード・ストレイト方式による自転車交通安全教室（10回）

【継続】高齢者交通安全アドバイザーによる高齢者宅への戸別訪問指導（17名）

【終了】高齢者交通安全支援隊事業

【終了】交通事故情報管理システム修正

交通部

交通安全施設整備費 468,884 600,284 131,400 【拡充】新設道路開通等に伴う交通安全施設整備事業 交通規制課

交通安全施設維持管理費 472,391 576,123 103,732 【拡充】道路標識・道路標示の補修工事 交通規制課

77,650 82,979 5,329

一般行政費 25,766 25,772 6 県民支援相談課等

生活安全対策費 51,784 57,107 5,323 【新規】児童虐待等管理システム構築 生活安全部

犯罪捜査費 100 100 0 刑事部

427,210 463,895 36,685

一般運営費 0 2,048 2,048 【新規】警察情報システムバックアップセンター回線料 情報管理課

一般行政費 0 627 627 【新規】小型船舶操縦士免許取得（10名） 災害対策課等

生活安全対策費 217,697 267,614 49,917

【新規】中国・四国管区合同広域緊急援助隊等災害警備訓練

【新規】アルミフレーム式シェルター（２式）

【新規】情報収集用ドローン（１式）

【新規】大型自動車運転免許（４名）、小型建設機械技能講習（５名）

【継続】高知南署非常用電源改修等

【継続】航空隊基地整備事業

災害対策課等

交通安全施設整備費 209,513 193,606 -15,907 【継続】緊急避難路、輸送路の確保（交通信号機の電源改良等） 交通規制課

11,336 114,620 103,284

生活安全対策費 11,336 114,620 103,284 【拡充】「全国農業担い手サミットinこうち」に係る警衛警備対策費 警衛対策課

2,216,724 2,344,352 127,628

公安委員会運営費 23,973 27,198 3,225 【拡充】射撃技能等講習委託料（対象者増）
警務部、生活安

全企画課等

人件費（公務災害補償費） 200 200 0 警務部

一般運営費 710,051 743,224 33,173 警務部

職員被服費 59,096 72,020 12,924
【新規】衝撃緩衝材入り活動帽子

【新規】女性警察官用ズボン（仕様変更）
装備施設課

職員福利厚生費 40,423 39,348 -1,075 厚生課

警察署再編整備費 42,131 315,731 273,600
【継続】南国署香美警察庁舎建設事業（３か年計画２年目）

【新規】旧南国署解体設計等
装備施設課

庁舎等整備費 908,479 715,616 -192,863

【継続】高知署建設事業（新築実施設計等→旧ＪＡ電算センター解体）

【継続】高知署下知交番建設事業（設計等→建設工事）

【新規】佐川署大崎駐在所建設事業（設計）

【新規】南国署下分駐在所建設事業（設計）

【継続】女性用宿直室等整備（旭、はりまや橋、長浜、一宮、高須の各交番）

【終了】中村署職員宿舎大規模改修

装備施設課

施設維持管理費 217,685 210,261 -7,424 装備施設課

一般行政費 214,686 220,754 6,068 【新規】音声翻訳アプリ搭載タブレット端末の整備（18台）・・・訪日外国人対策 警務部

5,454,134 6,243,668 789,534部　合　計

７．県民に期待･信頼される県警察の確立

６．テロ等重大事案対策の推進

平成29年度  公安委員会　施策体系表

１.犯罪の起きにくい社会をつくる対策の強化

２.県民生活を脅かす犯罪の徹底検挙

３.交通事故から県民を守る対策の推進

５.南海トラフ地震から県民を守る対策の推進

４.子供・女性・高齢者の犯罪被害防止と

  　少年非行防止の推進

様式２ 
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平成29年高知県警察運営指針

平成29年度当初予算施策体系

「高知県の安全・安心を守る強く優しい警察　～県民に寄り添い、ともに歩む～」

重点目標１ 犯罪の起きにくい社会をつくる対策の強化               360,968千円  

・ 効果的な犯罪抑止対策の推進 

・ 特殊詐欺予防対策の推進 

・ 社会の規範意識の向上と絆の強化 

・ 「見せる活動」の強化 

・ サイバー空間の安全と秩序を維持するための対策の推進  

重点目標２ 県民生活を脅かす犯罪の徹底検挙                       935,033千円 

・  人身安全関連事案への迅速かつ組織的な対応 

・  児童虐待・いじめ事案への適切な対応 

・  高齢者を犯罪から守る活動の推進 

・ 少年非行抑止対策の推進  

重点目標３ 交通事故から県民を守る対策の推進                   1,941,821千円 

重点目標５ 南海トラフ地震から県民を守る対策の推進        463,895千円 

・ 重要犯罪・重要窃盗犯等の徹底検挙  

・ 特殊詐欺の徹底検挙 

・ 組織犯罪から県民を守るための取組の強化 

・ 変容する捜査環境への的確な対応 
 

重点目標４ 子供・女性・高齢者の犯罪被害防止と少年非行防止の推進  82,979千円 

・ 交通弱者を交通事故から守る対策の推進 

・ 交通事故分析に基づいた効果的な交通安全対策の推進 

・ 良好な自転車交通秩序の実現と歩行者に着目した対策 

 の推進 

・ 安全で快適な交通環境の整備 
 

・ 総合的な災害対処能力の向上 

・ 地域防災力を高めるための取組の推進 

重点目標７ 県民に期待・信頼される県警察の確立        2,344,352千円 

重点目標６ テロ等重大事案対策の推進                         114,620千円 

・ 大規模警衛警備の完遂 

・ テロを未然に防ぐための対策の推進 

・ 県民に寄り添ったきめ細かな警察活動の推進 

・ 警察活動を支える基盤の充実強化 

・ 適正な業務運営の推進 

警察費
（物件費）

5,454,134 6,243,668 789,534

単位：千円

項目 28年度当初予算額 29年度当初見積額 増減額 対前年度比率

114.5%
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消耗品
大型免許
小型重機

消耗品
小型船舶
シェルター

ドローン本体
ドローン保険

公安委員会

※赤字は、熊本地震の反省教訓を踏まえ新規追加・加速化・拡充する取組

重点取組 平成28年度末までに整備済項目 

●警察署の耐震改修等工事等 

平成30年度以降整備予定項目 

警察施設の耐震化 

警察施設の電源確保 

食糧・飲料水・簡易トイレの備蓄 

災害警備訓練の実施 

平成29年度整備予定項目 

  110,234千円  
  高知南署非常用電源設備改修工事 
   
  

      1,021千円 
    全警察職員分(1,910人)の食糧・飲料水の備蓄 
                （５か年計画４年目） 
  簡易トイレの整備 
 

       4,335千円 
   中四国管区合同広域緊急援助隊等災害警備訓練  等 

高知署建設事業（～H34年度） 
 
香美警察庁舎建設事業（～H30年度） 
 
香南警察庁舎建設事業 
 
非耐震１交番、７駐在所の新築  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
交通信号機の非常用電源の確保 
  
  自起動式電源付加装置     21か所 
   
  リチウム電池式電源付加装置  24か所 

避難誘導 

救出救助活動 

    2,628千円    
 衛星携帯電話の整備（7台） 

（3か年計画２年目） 

浸水域からの救出救助活動 

検視・身元確認作業 

 エアボートの整備（１艇） 
 ＦＲＰボートの整備(27艘)  
 その他ゴムボート等(67艘) 
 ライフジャケットの整備(432着) 
 警察活動用消耗品の備蓄 

 検視・身元確認用資機材の整備 
 ﾊﾞﾙｰﾝﾀｲﾌﾟ投光器の整備（9式） 
 （７か年計画３年目） 
 

    10,580千円 
アルミフレーム式シェルターの整備 
（２式） 
  
災害救助活動用消耗品の整備 
小型船舶免許取得者の確保  

緊急輸送路の確保 

     2,047千円 
 バルーンタイプ投光機の整備（３式） 
 （７か年計画４年目） 

 信号機用可搬式発動発電機の整備(98台) 
 自起動式電源付加装置の整備(51か所)  
 リチウム電池式電源付加装置の整備（15基） 
 信号柱の改良（CP柱→鋼管柱）（41本） 

  193,606千円 
  可搬式発動発電機の整備(15台) 
  自起動式電源付加装置の整備(12基) 
  リチウム電池式電源付加装置の整備(13基)  
  信号柱の改良（CP柱→鋼管柱）（27本） 
 交通流監視カメラ（３基） 

行方不明者の捜索 

治安の維持  機動隊給油施設整備 
 高知東署嵩上げ駐車場整備    中村署給油施設整備  

 

 

  浄水装置の整備 

 

施
設
整
備
の
充
実 

装
備
資
機
材
の
整
備 

トランジスタメガホンの整備(113台） 
ライフジャケットの整備（64着） 
衛星携帯電話の整備（８台） 
（３か年計画１年目） 

 災害救助セットの整備(439組) 
 エンジンカッターの整備（16台） 
 警察活動用消耗品の備蓄 

 

  衛星携帯電話の整備 H30 ７台整備 
 （３か年計画３年目） 
 
  
 
 
 活動用消耗品の整備 
 大型自動車免許、小型重機資格者の確保 
 

 遺体収納袋・感染防止用品等を8,000体分備蓄 
  
 バルーンライトは、停電時の検視用電源として20台
を７か年で整備 
  

 エアボートの増強 
 アルミフレーム式シェルターの増強 
 小型船舶免許取得者の確保 

          487千円 
  情報収集用ドローンの整備(１式) 

 ファイバースコープの整備(１式) 
 水中ポンプの整備（10台） 
 水中探査装置の整備（２式） 
 電磁波探査装置の整備（１式） 
 チルホールの整備（20台） 

    2,956千円 

 警察活動用消耗品の整備 

大型自動車免許、小型重機資格者の確保 

 
「繰り返す強い揺れ」を盛り込んだ、より実戦的な災害警
備訓練を実施 
 

 食糧・飲料水の備蓄  
 

  454,161千円 

  高知署建設事業 

 香美警察庁舎新築工事 

 航空隊基地移転整備（最終年度） 

 高知南署昇降機改修工事、布師田別館車庫耐震診断 

 全警察職員分（1,910人）の食糧・飲料水の備蓄 
                                  （５か年計画３年分) 

 免許センター２、３号館、布師田別館 
 宿毛署・本山警察庁舎・高知東署三里交番RC４Ｆ 
 航空隊基地移転整備（5か年計画4年度） 
 警察本部・高知東署免震構造物の安全性の検証 

 警察本部庁舎非常用電源網改修 
 警察署非常用電源設備改修 
（安芸・土佐・佐川・須崎・中村署、本山警察庁舎）  
 庁舎用可搬式発動発電機整備(13台)  

 倒壊家屋等を設置した 
 救出救助訓練を実施 
 
  ボートを使用した長期浸水 
  対策訓練を実施 

災
害
警
備 

訓
練
の
強
化 

実 施 項 目 
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高知署建設事業

１　外観パース図

２　規模・構造

(1) 庁舎棟 鉄筋コンクリート造９階建、免震構造

(2) 車庫棟 鉄骨造４階建、耐震構造

３　特徴等

(1) 地震・災害に強い高知署 (3) 地元建材の積極的利用

・大地震でも機能が損なわれない免震構造（庁舎棟） ・既製品以外は県産材木材を利用

・７日間持続可能な自家発電装置を設置 ・県産石材（石灰岩）を外壁の一部に使用

・車庫棟２階に公用車用駐車場、災害装備品倉庫を設置 ・土佐漆喰をエントランスロビーなどに使用

・南海トラフ地震による津波でも事務室等を浸水させない構造　 (4) 環境への配慮

(2) 周囲と調和した親しみやすい高知署 ・エネルギーロスの少ないエアコンを採用

・ＪＲ高知駅を中心とした周辺の景観に調和するデザイン ・照明器具はＬＥＤ照明、自動点滅装置を適宜採用

・開かれた親しみやすい警察署を象徴するエントランス

・エントランスには段差解消機を設置し、バリアフリーを実現 ・庁舎棟外壁のメンテナンス等のため、各フロアにバルコニーを設置

４　工事費等

・衛生器具は全て節水型とし、洗面、小便器は自動式を採用

（単位：千円）

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 計

1,106 84,302

工事請負費 12,866 661,869 2,390,293 3,316,114 356,400 87,235 6,824,777

委託料（監理） 151 8,171 29,521 40,953 4,400

88,341 6,909,079

工事内容 旧ＪＡ解体

旧ＪＡ解体

地盤改良

杭、免震装置

庁舎棟建設
庁舎棟内外装

車庫棟建設
現高知署解体 駐車場整備

計 13,017 670,040 2,419,814 3,357,067 360,800
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