
様式１

一般会計

令和２年度予算見積額 6,151,481 千円

令和元年度当初予算額 5,257,974 千円

差 引 増 減 額 893,507 千円

対 前 年 度 比 率 116.99 ％

（注）上記には、人件費を含まない。

令和２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
Ｒ１当初

予算額

Ｒ２当初

予算見積
増減

(R2 - R1）
新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

129,720 40,280 -89,440

生活安全対策費（一部） 129,720 40,280 -89,440
【継続】街頭防犯カメラ等設置支援事業費補助金（30式分）　8,625

【継続】特殊詐欺被害防止啓発事業　515
生活安全部

458,431 545,221 86,790

犯罪捜査費 250,644 272,575 21,931 刑事部

警察装備費（一部） 87,445 97,825 10,380 地域課

生活安全対策費（一部） 120,342 174,821 54,479 【継続】通信指令システム関係　174,821 通信指令課

1,741,173 2,011,070 269,897

自動車運転免許費 301,637 287,758 -13,879
運転免許セ

ンター

安全運転講習費 302,242 282,964 -19,278
運転免許セ

ンター

交通警察費 152,069 133,344 -18,725 【新規】可搬式速度取締装置　11,000 交通部

交通安全施設整備費（一部） 506,806 759,538 252,732 【拡充】信号灯器改良(未就学児の移動経路における安全対策)　22,000 交通規制課

交通安全施設維持管理費 478,419 547,466 69,047 交通規制課

386,071 301,726 -84,345

一般運営費（一部） 22,143 27,363 5,220 情報管理課

庁舎等整備費（一部） 143,365 75,582 -67,783
【継続】中村署大方駐在所建設事業（新築工事）　65,966

【終了】高知南署鴨田交番・倉庫建設事業（新築工事）　△92,388
装備施設課

生活安全対策費等（一部） 41,322 81,958 40,636

【新規】警衛警備対策費　49,475

【継続】アルミフレーム式シェルター（８か年計画３年目：２式）　12,485

【継続】衛星携帯電話（４か年計画４年目：７台）　2,064

【継続】バルーン型投光器（７か年計画６年目：３式）　1,940

警備第二課

災害対策課

等

交通安全施設整備費（一部） 179,241 116,823 -62,418 【拡充】信号機の電源改良(防災・減災・国土強靱化事業　15→16基)　46,310 交通規制課

2,542,579 3,253,184 710,605

公安委員会運営費 20,389 18,497 -1,892
警務部、生活

安全企画課等

一般運営費（一部） 710,416 1,057,774 347,358 【新規】勤務実績管理システム開発委託料　82,158 警務部

職員被服費 62,788 70,391 7,603 装備施設課

職員福利厚生費 39,623 40,550 927 厚生課

警察署再編整備費 147,379 0 -147,379 【終了】香美警察庁舎建設事業　△147,379 装備施設課

庁舎等整備費（一部） 826,401 1,383,084 556,683 【継続】高知署建設事業（庁舎新築工事）　976,988 装備施設課

施設維持管理費 204,579 217,081 12,502 装備施設課

一般行政費（一部） 234,118 210,692 -23,426 警務部

警察装備費（一部） 296,886 255,115 -41,771 警務部等

5,257,974 6,151,481 893,507部　合　計

令和２年度  公安委員会　施策体系表

１．総合的な犯罪抑止対策と子供・女性

　・高齢者等を守る取組の推進

２.悪質・重要犯罪の検挙等

３．交通事故から県民を守る対策の推進

４．南海トラフ地震や大規模警備等に向け

　た警備諸対策の推進

５．県民の期待と信頼に応える警察活動

　の推進

様式２
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令和２年高知県警察運営指針

単位：千円

警察費
※物件費のみ

5,257,974
6,151,481 893,507 116.99%

(5,704,369)

令和２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～」

項目 令和元年度当初予算額
（元年度見積額）

令和２年度当初見積額 増減額 対前年度比率

重点目標１ 総合的な犯罪抑止対策と子供・女性・高齢者等を守る取組の推進 40,280千円

・ 効果的な犯罪抑止対策の推進

・ 特殊詐欺被害防止対策の推進

・ 人身の安全確保対策の推進

・ 少年の非行防止対策の推進

・ サイバー空間の脅威への的確な対処

・ 県民の経済生活を脅かす犯罪の取締り

・ 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

重点目標２ 悪質・重要犯罪の検挙等 545,221千円

・ 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

・ 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

・ 災害対処能力の向上と官民連携の推進

・ テロを未然に防ぐための対策等の推進

・ 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５ 県民の期待と信頼に応える警察活動の推進 3,253,184千円

重点目標３ 交通事故から県民を守る対策の推進 2,011,070千円

重点目標４ 南海トラフ地震や大規模警備等に向けた警備諸対策の推進 301,726千円
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公安委員会

災
害
警
備

訓
練
の
強
化

重点取組 令和元年度末までに整備済及び整備予定項目

●警察署の耐震改修等工事等

令和3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

令和２年度整備予定項目

1,353千円
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（～R4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

2,064千円
衛星携帯電話の整備(7台)（４か年計画４年目）

浸水域からの救出救助活動

検視・身元確認作業

プロペラボートの整備（１艇）
ＦＲＰボートの整備(31艘) 
警察活動用消耗品の備蓄
アルミフレーム式シェルターの整備（３式）

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５年目）

12,485千円
ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ式ｼｪﾙﾀｰの整備

（２式）(８か年計画３年目）

緊急輸送路の確保

1,940千円
ﾊﾞﾙｰﾝﾀｲﾌﾟ投光器の整備（３式）
（７か年計画６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(62基)
リチウム電池式電源付加装置の整備（49基）
信号柱の改良（CP柱→鋼管柱）（94本）
交通流監視カメラ（８基）

116,823千円

自起動式電源付加装置の整備(8基)
リチウム電池式電源付加装置の整備(８基)
交通信号機の灯器改良工事
（車両灯器127灯、歩行者灯器107灯）等

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

施
設
整
備
の
充
実

装
備
資
機
材
の
整
備

ライフジャケット（605着）
衛星携帯電話の整備（７台）
（４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式整備

災害救助セットの整備(439組)
エンジンカッターの整備（26台）
チェーンソーの整備（57台）
警察活動用消耗品の備蓄
下肢防護衣の整備（21着）

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

浄水装置・簡易水槽は、検視時に使用する水を確

保するために12式を９か年で整備

プロペラボートの増強
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８か年で整備

ファイバースコープの整備(１式)
水中探査装置の整備（１式）
電磁波探査装置の整備（１式）
チルホールの整備（22台）
情報収集用ドローンの整備（1式）

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

ﾄﾞﾛｰﾝ保険、自主防災組織共同訓練参加者傷害保険

「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）

1,051,588千円
高知署建設事業

大方駐在所建設事業

近傍居住対策

全警察職員分（1,925人）の食糧・飲料水の備蓄
（減耗更新分)

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
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
香美警察庁舎建設事業
鴨田交番建設事業

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

実 施 項 目

2,093千円
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

795千円
下肢防護衣の整備（２か年計画２年目）

1,935千円
オフロードバイク・ゴムボートの整備

1,568千円
浄水装置・簡易水槽の整備（１式）
（９か年計画１年目）
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