
様式１

一般会計

平成 31年度予算見積額 5,704,169 千円

平成 30年度当初予算額 5,095,041 千円

差 引 増 減 額 609,128 千円

対 前 年 度 比 率 112 ％

（注）上記には、人件費を含まない。

平成31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
Ｈ30当初

予算額

Ｈ31当初

予算見積
増減

(H31 - H30）
新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

316,211 371,787 55,576

生活安全対策費（一部） 67,081 68,118 1,037 【継続】街頭防犯カメラ等設置支援事業費補助金（30式分） 生活安全部

警察装備費（一部） 249,130 303,669 54,539 装備施設課

500,081 467,963 -32,118

警察装備費（一部） 85,878 94,839 8,961 地域課

生活安全対策費（一部） 164,106 122,385 -41,721 【新規】通信指令システム更新（債務負担） 通信指令課

犯罪捜査費 250,097 250,739 642 刑事部

11,084 10,865 -219

生活安全対策費（一部） 11,084 10,865 -219 【継続】特殊詐欺被害防止啓発活動 生活安全部

46,938 51,851 4,913

生活安全対策費（一部） 46,938 51,851 4,913 【新規】児童虐待防止システム改修委託
少年女性安

全対策課

1,888,517 1,871,685 -16,832

自動車運転免許費 348,271 303,236 -45,035 【新規】定期臨適対応に伴うシステム改修
運転免許セ

ンター

安全運転講習費 275,711 302,889 27,178
運転免許セ

ンター

交通警察費 149,560 174,516 24,956

【新規】自転車条例施行に伴う広報・啓発事業

　　　　交通安全教育車　　テレビCM　等

【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育教室

交通部

交通安全施設整備費（一部） 636,206 565,537 -70,669 交通規制課

交通安全施設維持管理費 478,769 525,507 46,738 交通規制課

210,140 299,877 89,737

生活安全対策費（一部） 115,564 55,226 -60,338

【新規】クレーン付ローダー車

【継続】アルミフレーム式シェルター（７か年計画３年目：２式）

【継続】衛星携帯電話（３か年計画３年目：７台）

【継続】バルーン型投光器（７か年計画５年目：３式）

災害対策課

地域課

交通安全施設整備費（一部） 94,576 244,651 150,075 【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

2,122,070 2,630,141 508,071

公安委員会運営費 21,848 22,031 183

警務部、生

活安全企画

課等

一般運営費 715,095 825,608 110,513 【継続】Windows Server 2008システム更新 警務部

職員被服費 59,096 75,894 16,798 装備施設課

職員福利厚生費 38,902 39,623 721 厚生課

警察署再編整備費 359,033 147,379 -211,654 【継続】香美警察庁舎建設事業（新築工事３か年計画３年目） 装備施設課

庁舎等整備費 488,445 1,067,861 579,416

【新規】中村署大方駐在所建設事業（設計）

【継続】高知署建設事業（旧ＪＡ解体・庁舎新築）

【継続】高知南署鴨田交番・倉庫建設事業（新築工事）

【継続】女性用宿直室等整備（長浜）

装備施設課

施設維持管理費 209,375 211,854 2,479 装備施設課

一般行政費 230,276 239,891 9,615

【拡充】採用募集活動強化

　　　　パンフレット制作委託費、DVD製作委託費

　　　　合同会社説明会（リクナビ）　等

警務部

5,095,041 5,704,169 609,128

６．南海トラフ地震や大規模警備に向けた

　警備諸対策の推進

７．県民の期待と信頼に応える警察活動

　の推進

部　合　計

平成31年度  公安委員会　施策体系表

１．犯罪の起きにくい社会づくりの推進

２.悪質・重要犯罪等の検挙と組織犯罪

　対策の推進

３.平穏な生活を脅かす犯罪対策の推進

４.子供・女性・高齢者等の安全を守る

　取組の推進

５．交通事故から県民を守る取組の推進

様式２

 2



平成31年高知県警察運営指針

増減額 対前年度比率

609,128 112.0%

平成31年度当初予算施策体系

項目

警察費
※物件費のみ

30年度当初予算額
（30年度見積額）

31年度当初見積額

単位：千円

5,704,1695,095,041

(5,751,400)

「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づくりの推進 371,787千円

・ 団体・事業者等への働き掛けによる防犯環境整備の推進

・ 防犯ボランティア等と協働した防犯活動の推進

・ 地域住民等に対する地域安全情報の提供

・ 少年の非行防止対策の推進

重点目標２ 悪質・重要犯罪等の検挙と組織犯罪対策の推進 467,963千円

・ 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

・ 新たな刑事司法制度への的確な対応

・ 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

・ テロを未然に防ぐための対策の推進

重点目標７ 県民の期待と信頼に応える警察活動の推進 2,630,141千円

・ 県民に寄り添ったきめ細かな警察活動の推進

・ 適正な業務運営の推進

・ 警察活動を支える基盤の強靱化

・ 女性活躍とワークライフバランスの推進

重点目標４ 子供・女性・高齢者等の安全を守る取組の推進 51,851千円

・ ＤＶ・ストーカー事案への迅速かつ組織的な対応

・ 子供・女性を性犯罪等から守る活動の推進

・ 児童・高齢者・障害者虐待事案、いじめ事案等への適切

な対応

・ 特殊詐欺被害防止対策の推進

・ 悪質商法等の生活経済事犯の取締りと被害拡大・

再発防止対策の推進

・ サイバー空間の脅威への的確な対処

・ 積極的な街頭活動による犯罪抑止対策の推進

重点目標３ 平穏な生活を脅かす犯罪対策の推進 10,865千円

重点目標５ 交通事故から県民を守る対策の推進 1,871,685千円

重点目標６ 南海トラフ地震や大規模警備に向けた警備諸対策の推進 299,877千円

・ 子供・高齢者等の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交通安全対策の推進

・ 良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進

・ 悪質・危険運転者対策の強化

・ 安全で快適な交通環境の整備
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公安委員会

平成30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32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31年度整備予定項目

1,261千円
全警察職員分(1,925人)の食糧・飲料水の備蓄

（減耗更新分）

1,684千円
倒壊家屋等を設置した災害警備訓練を実施

高知署建設事業（～H34年度）

大方駐在所建設事業（～H32年度）

非耐震・老朽化した警察庁舎の早期耐震化

信号柱の改良・信号灯器LED化

避難誘導

救出救助活動

2,548千円
衛星携帯電話の整備（7台）（3か年計画３年目）
ｲﾘｼﾞｳﾑ衛星携帯電話用外部ｱﾝﾃﾅ１式

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４年目）

40,829千円
ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ式ｼｪﾙﾀｰの整備

（２式）(7か年計画３年目）

クレーン付ローダー車の整備

緊急輸送路の確保

1,902千円
ﾊﾞﾙｰﾝﾀｲﾌﾟ投光器の整備（３式）
（７か年計画５年目）

信号機用可搬式発動発電機の整備(113台)
自起動式電源付加装置の整備(60基)
リチウム電池式電源付加装置の整備（33基）
信号柱の改良（CP柱→鋼管柱）（76本）
交通流監視カメラ（５基）

244,651千円
交通信号機の制御機等改良
(集中制御機９基、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ多段系統化１機等）

自起動式電源付加装置の整備(15基)
リチウム電池式電源付加装置の整備(16基)
信号柱の改良（CP柱→鋼管柱）（14本）
交通流監視カメラ（３基）
交通信号機の灯器改良工事

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

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（15台）
（３か年計画２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

活動用消耗品の整備（減耗更新分）
広域緊急援助隊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

ﾊﾞﾙｰﾝﾀｲﾌﾟ投光器は、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
小型船舶免許取得者の確保
ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ式ｼｪﾙﾀｰは14式を７か年で整備

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）

5,452千円
警察活動用消耗品の整備（減耗更新分）

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
（減耗更新分）

859,787千円
高知署建設事業

香美警察庁舎新築工事

鴨田交番建設事業

大方駐在所建設事業

全警察職員分（1,925人）の食糧・飲料水の備蓄
（５か年計画５年目)

簡易トイレの整備

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
警察本部・高知東署免震構造物の安全性の検証
高知署建設事業（初年度 JA解体のみ）

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
（高知南・安芸・土佐・佐川・須崎・中村署、本山庁舎）

庁舎用可搬式発動発電機整備(13台) 
投光器用可搬式発動発電機整備(34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

1,274千円
発災後、警察活動に必要となる乾電池、簡易トイレ、
遺体収納袋等の整備

重点取組
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中村署大方駐在所新築整備事業

総事業費

89,855千円
平成31年度

新築設計 5,670千円

平成32年度

監理委託 1,498千円

主体工事 82,687千円

高台移転及び複数駐在の効果
パトロールの大幅な増加

常に複数の勤務員がいるため、平時及び有事における

初動体制が確立している

被災時に中村署東部地区（黒潮町）の拠点となり、被災

後の混乱時に活動が可能

隣接する黒潮町役場との連携が強化され、災害警備活

動を始めとした各種活動をより効果的に推進できる

津波浸水予想図

大方西駐在所

移転先候補地

黒潮町役場

旧黒潮町役場

背景
平成17年４月 「交番・駐在所再編計画」により、隣接する入野駐在所と大方西駐在所を統合し、複数駐在所として

新設移転することを決定したが、適地が見つからず計画が遅延

平成26年４月 大方バイパス開通計画に伴い、入野駐在所の取り壊しを余儀なくされる

以降、入野駐在所の管轄地を、大方西駐在所及び上川口駐在所でカバーして運用

平成30年１月 黒潮町役場が高台に移転し、新庁舎が開庁

同年６月 黒潮町から駐在所の移転先候補地（役場直近の高台）の提案を受ける

課題
● 黒潮町の中心地である入野地区は、町内の他の駐在所に比べて

刑法犯の認知件数や人身事故の発生件数が多い

● 入野地区をカバーしている大方西駐在所及び上川口駐在所の負

担が大幅に増大

● 大方西駐在所は旧耐震基準かつ老朽化により早期建替が必要

● 現在、黒潮町内の駐在所は沿岸部に３箇所、山間部に１箇所ある

が、津波により沿岸部の全ての駐在所は壊滅的な被害を免れない

● 沿岸部の入野駐在所及び大方西駐在所の早急な整備が必要

対策

平時及び災害等の有事において効果的に警察活動を展開するため、入野駐在所及び

大方西駐在所を統合して高台に複数駐在所を整備する

入野駐在所があった場所

現在の大方西駐在所
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『自転車条例』の施行に併せた
広報・啓発事業

『交通安全ＣＭコンテスト』、『交通安全教育車』、『リフレクター等の配布』

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を

か
ぶ
ろ
う
。

家族のためにも
自転車保険
に加入しよう

条例制定までの経過

重体事故の発生
（H29.01）

小６男児がヘルメット無しで自転車乗用中、
軽四車と衝突する重体事故が発生。

条例制定の提案
（H29.09）

議員立法による『自転車条例』制定の提案
で、議会・県・県警・教委の勉強会が始まる。

死亡事故の発生
（H30.04）

自転車で登校中の生徒（中１・高１）が
犠牲となる死亡事故が発生。

条例(案)の上程
（H30.09）

H30.９月、県議会へ条例案が上程され、
全会一致で可決（制定）される。

条例施行
（H31.04）

全国で16番目となる『自転車条例』が施行
となる。（予定）

過去10年間に起きた高校生以下の交通（死傷）事故件数
（H20～H29）

幼児 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

自転車 15 48 84 71 52 68 65 233 173 140 260 247 183

歩行者 134 114 84 58 40 25 17 7 10 5 11 6 10

0
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300

歩行者

自転車
児童・生徒の交通事故は、

新しい環境（入学年）

になった途端に多発･･･

自転車条例のポイント!!
（高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例）

第２条 ① 総合的な施策の策定と実施。
② 県民等の取り組みに対する支援。

第９条 県民に対する自転車交通安全教育の実施。

第10条 生徒等の交通安全教育・啓発に努め、自主的活動を支援する。

【県の責務】

【交通安全教育（ 県 ） 】

【交通安全教育（学校）】

第11条 ② 18才以下の子供の自転車への反射材装着、ヘルメット着用に努める。
③ 高齢者には、自転車の安全で適正な利用の助言に努める。

【交通安全教育（家庭）】

第14条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入するよう努める。【損害賠償保険への加入】

第16条 ① 県は、自転車の安全で適正な利用促進のための広報・啓発を行う。
② 県及び関係団体は、ヘルメット着用に関する情報提供等に努める。
③ 県及び関係団体は、保険加入に関する情報提供等に努める。

【広報・啓発】

第18条 県は、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。【財政上の措置】

自転車条例施行

ヘルメットを

かぶろう!!

生徒・学生を対象とした
『啓発CMコンテスト』の開催

CMコンテストの開催

►資格： 県下の中・高校・専門学校・大学に通う生徒・学生

►内容： ヘルメット着用をテーマとした15秒CM

民放TV局との共同開催とし、募集期間は5～6月を目処

►選考： ７月頃、県警等で最優秀作を選考 ※ 次点等は、県警HP掲載予定

CMの放送等

►時期： 平成31年（2019年）9月1日～12月20日（予定）

►回数： 150本 ４つの時間帯に振り分けて放送
（A-20本、S-20本、B-45本、C-65本）

子供達の“自主的な啓発ＣＭの制作・放送”
を、県警がバックアップ（支援）

撮影風景

放送状況

『交通安全教育車』による
自転車講習会の開催
子供から高齢者まで、県警が出前式による
講習会（交通安全教育）を実施

既存機材を搭載

►自転車シミュレータ

►歩行環境シミュレータ

走る広告塔

歩行環境
ｼﾐｭﾚｰﾀ

自転車ｼﾐｭﾚｰﾀ

『リフレクター・チラシ等の配布』
による反射材の装着促進

►
サイクルリフレクター（反射材）配布►

自発光式の安全グッズ等の配布

６


