
様式１

一般会計

令和３年度予算見積額 8,641,671 千円

令和２年度当初予算額 5,509,371 千円

差 引 増 減 額 3,132,300 千円

対 前 年 度 比 率 156.85 ％

（注）上記には、人件費を含まない。

令和３年度公安委員会予算見積総括表
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令和３年度　公安委員会予算見積の概要

１　令和３年度予算の基本的な考え方

　　・人身の安全確保対策の推進

令和３年高知県警察運営指針

「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　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

　　・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

　県民の期待と信頼に応える強く優しい警察を確立し、県民が安全・安心を実感できる高知

県を実現するため、５つの重点目標を設定し、目標達成に向けて取り組みます。

　　・ 女性活躍とワークライフバランスの推進

　重点目標２　悪質・重要犯罪の検挙等

　　・ 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

　　・ 安全で快適な交通環境の整備

　重点目標４　南海トラフ地震やテロ等への警備諸対策の推進

　　・ 災害対処能力の向上と官民連携の推進

　　・ 悪質・危険運転者対策の強化

　　・ 適正な業務運営の推進

　　・ テロを未然に防ぐための対策の推進

　　・ 治安上の脅威となり得る組織等への的確な対処

　重点目標３　交通事故から県民を守る対策の推進

　　・ 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

　　・ 警察活動を支える基盤の強化

　　・ 県民に寄り添ったきめ細かな警察活動の推進

　　・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

　重点目標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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単位：百万円

（　）内は一般財源

主な増減理由

55 67 12

515 585 70

1,691 2,019 328

296 345 49

2,952 5,626 2,674

5,509 8,642 3,133

システム改修費の増　5(5)
（46） （55） （9）

２　令和３年度予算見積額

項目
R2当初

予算額

R3当初

見積額

増減

(R3 - R2）

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

3．交通事故から県民を守る

　　 対策の推進

システム改修費の増 150(150)

事業組み替え等の増 140(59)（763） （1,025） （262）

2．悪質・重要犯罪の

　　 検挙等

警察ヘリ運用費の増 74(74)

機器再リースに伴う減　▲6(6)（455） （521） （66）

部　合　計
（2,893） （4,073） （1,180）

4．南海トラフ地震やテロ等

　　 への警備諸対策の推進

施設整備費の増　　 167(55)

警衛終了に伴う減　 ▲50(50)

事業組み替えの減　 ▲72( 0)
（115） （125） （10）

5．県民の期待と信頼に

　　 応える警察活動の推進

高知警察署建設費の増

　2,346（607）（1,514） （2,347） （833）
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生活安全活動費（街頭防犯カメラ等設置支援事業費補助金）
8,625千円 [8,625千円]

(8,625千円) (8,625千円)
街頭犯罪の発生の抑止に資する防犯カメラの設置を促進し、安全で安心なまちづくりの実現を

図るため、街頭防犯カメラ等の設置に要する経費を支援します。

■補助率（補助上限額）:1/2（街頭防犯カメラ 225千円）

2/3（子供見守りカメラ300千円）

青少年非行防止対策費（相談・苦情・ＤＶ・ＳＴ業務管理システム改修）
5,175千円 [－千円]

(5,175千円) (－千円)
ストーカー事案やＤＶ事案等の恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案については、年間

300件を超える相談を受理し、経緯を継続的に把握しているが、事態が急展開して重大事件に

発展する危険があることや管理件数が膨大になっていることから、警察本部と警察署が情報共有

しながら組織的な抜かりのない対応を図るためのシステム改修を行います。

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

拡

令和３年度 公安委員会の施策のポイント

様式３

※()は一般財源、[]は令和２年度当初予算

交通警察費（自転車交通安全教育事業（スケアード・ストレイト方式））
5,303千円 [5,767千円]

(5,303千円) (5,767千円)
中学生・高校生を対象とした「スケアード・ストレイト方式による自転車交通安全教室」（スタント

マンによる模擬交通事故の再現教育）を通じて、自転車の利用機会が多い生徒の危険予測能

力を高めるとともに、交通社会での基本的ルール・マナーを一層高めることにより、交通安全意識の

醸成を図ります。

犯罪捜査費（重要事件捜査支援システム更新～６年リース総額～）
555,511千円 [前回516,763千円]

(555,511千円)(前回516,763千円)
自動車盗をはじめとする多くの犯罪では、犯行や逃走に自動車が悪用されていることから、被疑

者の早期検挙を果たすためには、車両ナンバーに基づいて当該車両を発見・捕捉することが効果

的であるため、更新に合わせて新設道路等への追加整備を図ります。

拡

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
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施設整備費（高知警察署別館改修設計委託） 8,107千円 [－千円]
(2,107千円) (－千円)

高知警察署別館については、高知市中心部における事案の初動対応にあたる本部自動車警

ら隊や機動捜査隊等を配置し、運用する方針ですが、継続使用には、現在本館から供給されて

いるライフラインの追加整備や庁舎内の改修が必要となります。また、世界的に感染拡大している

新型コロナウイルスを含む感染症対策に、留置施設を継続使用するために必要な改修を行います。

５. 県民の期待と信頼に応える警察活動の推進

新

一般運営費（行政手続きオンライン化環境整備事業）
12,235千円 [－千円]

(12,235千円) (－千円)
行政手続の一部オンライン化計画において、警察庁ウェブサイトに「行政手続ポータルサイト」

（仮称）が開設され、申請者が申請書類等をアップロードすると、都道府県警察の申請先警察

署及び警察本部担当課メールアドレスに届けられる仕組みが構築されます。新型コロナウイルス感

染症のまん延防止及び国民の利便性向上のため、それぞれの担当部署にオンライン環境を整備し

ます。

新

コ

新 一般運営費（可搬型ネットワーク整備事業） 905千円 [－千円]
(905千円) (－千円)

警察のネットワーク回線が整備されていない場所においても、情報共有や各種システムへの接続

が可能となるよう、携帯電話回線を使用したネットワーク環境を整備します。これにより、南海トラフ

地震等の災害時には警察庁舎外に設置される現地本部と警察本部等の情報共有が可能となり

ます。

施設整備費（宿毛警察署建設事業） 174,384千円 [－千円]
(44,384千円) (－千円)

宿毛警察署は、施設の老朽化が著しく、また、南海トラフ地震による津波の想定において、浸

水により警察機能の維持が困難となるため、宿毛市が造成工事を行っている高台に移転すること

を決定しています。新築移転により、発災時には宿毛市を始めとする他の行政機関と早期に連携

しながら、装備資機材を活用した人命救助・避難誘導・治安維持活動等を行います。

新

４.南海トラフ地震やテロ等への警備諸対策の推進

新 施設整備費（室戸警察署建設事業） 56,799千円 [－千円]
(14,799千円) (－千円)

海岸防波堤に隣接する室戸警察署は、塩害により庁舎内外の金属製工作物等の腐食が著

しく、また、南海トラフ地震の津波による甚大な被害が予想されるため、現在の場所において警察

活動を継続することは困難です。発災後の人命救助・避難誘導・治安維持活動等を速やかに行

うため、早期に津波浸水外への移転に取り組みます。
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事業のスクラップアンドビルド 公安委員会様式４

見直し（廃止）事業 9,832千円（２件）

先

該当なし

２．廃止・休止

①警察業務に使用するイントラネット等の回線料（会計課）
8,758千円（うち (一)8,758千円）
・見直し内容及び理由：Web会議システムの導入や交番カメラ等の整備などデジタル化の促進を進める中で、必要な回線速度を確保しつつ、ラン

ニングコストを抑えるため、現在使用している警察業務に、別契約としていたインターネット回線を統合することで、回線料の
削減を図った。

②会議、研修等に必要となる出張に要する経費（会計課）
1,074千円（うち(一)593千円）
・見直し内容及び理由：Web会議システムの導入により、本部で開催される会議の一部について、オンライン化するとともに事前の資料配付により、

対応可能と判断し、旅費の削減を行った。

１．見直し・縮小
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（単位：千円）

細目事業名
Ｒ２当初

予算額

Ｒ３当初

予算見積額
増減

（R3 - R2）
新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

55,304 66,335 11,031

生活安全対策費（一部） 55,304 66,335 11,031 【拡充】相談・苦情・ＤＶ・ＳＴ業務管理システム改修費　5,175 生活安全部

515,550 585,270 69,720

犯罪捜査費 243,361 239,941 -3,420 刑事部

警察装備費（一部） 97,825 171,751 73,926 【拡充】警察航空機オーバーホール　96,350 地域課

生活安全対策費（一部） 174,364 173,578 -786 通信指令課

1,690,581 2,018,693 328,112

自動車運転免許費 282,729 367,732 85,003 【拡充】総合運転者管理システム改修費　95,665 運転免許センター

安全運転講習費 279,846 289,404 9,558 運転免許センター

交通警察費 133,344 162,483 29,139
【拡充】交通事故情報管理システム改修費　56,469

【終了】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） 529,524 673,889 144,365 【組替】緊急防災対策終了に伴う事業組み替え等　140,000 交通規制課

交通安全施設維持管理費 465,138 525,185 60,047 交通規制課

295,918 345,286 49,368

一般運営費（一部） 27,363 29,366 2,003 情報管理課

庁舎等整備費（一部） 63,622 232,345 168,723

【新規】宿毛署建設事業（土地購入費等）　174,384

【新規】室戸署建設事業（土地購入費等）　56,799

【終了】中村署大方駐在所建設事業（新築工事）　▲65,966

装備施設課

生活安全対策費等（一部） 78,740 29,459 -49,281 【終了】警衛警備対策費　▲50,904
警備第二課

災害対策課等

交通安全施設整備費（一部） 126,193 54,116 -72,077 【組替】緊急防災対策終了に伴う事業組み替え等　▲72,000 交通規制課

2,952,018 5,626,087 2,674,069

公安委員会運営費 18,497 17,869 -628
警務部

生活安全企画課等

一般運営費（一部） 916,466 882,690 -33,776
【新規】行政手続きオンライン化整備事業　12,235

【終了】勤務実績管理システム開発委託料　▲49,757
警務部

職員被服費 56,236 66,699 10,463 装備施設課

職員福利厚生費 40,550 40,952 402 厚生課

庁舎等整備費（一部） 1,253,238 3,904,405 2,651,167 【拡充】高知署建設事業（庁舎新築工事）　2,346,202 装備施設課

施設維持管理費 214,290 218,940 4,650 装備施設課

一般行政費（一部） 208,367 210,864 2,497 警務部

警察装備費（一部） 244,374 283,668 39,294 【拡充】警備艇維持管理費（中間検査）　42,241 警務部等

5,509,371 8,641,671 3,132,300部　合　計

令和３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．南海トラフ地震やテロ等への警備諸

　　　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５
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公安委員会

8

災
害
警
備

訓
練
の
強
化

重点取組 令和２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４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

1,614千円
全警察職員分等(2,055人)の食糧・飲料水の備蓄
（減耗更新分）

1,617千円
倒壊家屋等を設置した災害警備訓練を実施

旧高知署解体・別館改修事業（～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

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（４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（18式）
（７か年計画６年目）

浄水装置・簡易水槽等の整備（１式）
（12か年計画１年目）

12,247千円
アルミフレーム式シェルターの整備

（２式）(９か年計画５年目）

緊急輸送路の確保

1,375千円
ﾊﾞﾙｰﾝﾀｲﾌﾟ投光器の整備（２式）
（７か年計画７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(70基)
リチウム電池式電源付加装置の整備（41基）
交通流監視カメラの整備（７式）

54,116千円
リチウム電池式電源付加装置の整備(８基)
交通流監視カメラ（３式）

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

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４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

災害救助用具セットの整備(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（38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

遺体収納袋・感染防止用品等を8,000体分備蓄

浄水装置・簡易水槽等は、検視時に、遺体に固着した汚
泥を取り除く水を確保するため、12式を12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）

4,907千円
警察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
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）

3,323,190千円

高知署建設事業

174,384千円

宿毛署建設事業

56,799千円

室戸署建設事業

全警察職員分等(2,055人)の食糧・飲料水の備蓄（減

耗更新分)

簡易トイレの整備（11,515セット）

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

1,314千円
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

260千円
フルスケッドストレッチャーの整備

1,671千円
浄水装置・簡易水槽等の整備（１式）
（12か年計画２年目）

令和３年度整備予定項目


