
令和４年度当初予算の各事業概要

単位（千円）

部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費 本年度県費 事業概要（目的）

警察本部 ヘリコプター維持費 ヘリコプター維持管理費 19,166 9,583 　警察ヘリコプターの維持・管理経費

警察本部 ヘリコプター維持費 ヘリコプター運用・維持費 5,432 5,432
　警察ヘリコプターを適正に管理し、災害発生時の情報収集、犯罪捜査等の警察活動に活用する。
＊ヘリコプターの法定点検
＊操縦士、整備士の講習受講

警察本部 災害警備対策費 災害警備対策費 25,268 12,432 　災害警備対策の拡充を図り、大規模災害発生時における有事即応体制を確立し、災害警備対策に万全を期する。

警察本部 委員会総務費 公安委員会事務費 371 371 　公安委員会の運営に要する事務費

警察本部 警察運営費 警察職員被服等調製費 93,393 93,393
　警察職員に対する被服等の支給及び貸与
＊被服の定時支給、破損交換
＊特殊被服等の貸与

警察本部 警察運営費 職員福利厚生費 68,621 68,614

　警察職員の健康管理及び生活相談体制の確保
＊職員の健康診断及び健康管理
＊生活相談の実施
＊ライフプラン相談の実施
＊健康管理医の委嘱
＊衛生管理者の養成

警察本部 警察運営費 共済組合負担金 33,991 33,991
　警察職員の共済制度等の充実と福利厚生を推進し、生活の安定及び福祉の向上を図る。
＊共済組合事務費負担金
＊特定健康診査、特定保健指導負担金

警察本部 警察運営費 警察広報推進費 3,109 3,043

　警察業務に対する県民の理解と協力を得るため、広報活動を実施する。
＊広報誌の発行
＊三重県警察ホームページの運用
＊音楽隊活動の推進
＊警察年鑑の発行
＊警察史の編さん
   警察が保有する情報を情報公開条例の規定に基づき、情報公開する。

警察本部 警察運営費 警察運営費 87,368 87,307

　警察事務を行うための諸経費
＊一般事務用経費
＊庁用備品整備
＊警察署運営経費等
　会計年度任用職員の配置
　駐在所家族報償費の交付

警察本部 警察運営費 警務警察運営費 120,255 119,454

　警察組織の特殊性から必要となる警察運営諸費
＊元少年補導員障害補償年金
＊職員の育児休業に伴う臨時的任用職員の報酬等
＊赴任旅費
＊安全運転管理者講習受講料

警察本部 警察運営費 訟務・監察諸費 275 275
　警察業務に対する訴訟事案に対応する諸経費。
  警察業務への協力に対する報償、顕著な功績があった職員の賞揚を実施する。

警察本部 警察運営費 警察学校運営費 1,466 1,466
　警察官、警察職員の資質の向上と教育技法の改善を図り、教育効果を高める。
＊警察学校運営に要する経費

警察本部 警察運営費 職員教養強化推進費 1,189 595
　職員の実務能力の向上を目的とし、職務に必要な資格の取得、職員倫理の向上を図る。
＊職務に直結する資格等取得
＊職員倫理等研修

警察本部 被害者対策・相談業務対策費 警察署協議会費 6,260 6,150 　警察署の業務運営に関し、住民等の意見を聴くとともに、理解と協力を求めるために設置された警察署協議会を運営する。



部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費 本年度県費 事業概要（目的）

警察本部 被害者対策・相談業務対策費 被害者対策推進費 5,545 3,888

　犯罪被害者の視点に立った諸施策を推進する。
＊犯罪被害者の救援
＊捜査過程における被害者の負担軽減
＊関係機関の連携
＊民間支援団体への被害者支援業務委託
   犯罪被害者やその家族、遺族を社会全体で支えるため、犯罪被害者等に対する理解を深める広報啓発を推進する。

警察本部 被害者対策・相談業務対策費 警察安全相談対策費 35,325 35,231
　県民から警察に寄せられる警察安全相談を一元的に管理し、対応するため、警察安全相談体制を確保する。
＊警察安全相談員の配置

警察本部 情報管理対策費 情報化基盤運営費 248,232 110,232
　警察組織のネットワークの充実と維持を行う。
＊電算業務のシステム開発と運用

警察本部 情報管理対策費 インターネットシステム運営費 12,484 12,484 　県民に対して情報を提供するとともに、意見・要望を求め、県民サービスの向上を図る。

警察本部 施設等運営費 施設運営費 449,249 285,769

　警察署等の警察施設の維持・管理と勤務環境の改善を図る。
＊警察署等燃料費、光熱水費
＊警察施設小破修繕料
＊警察署庁舎等維持・管理委託
＊警察施設土地賃借料

警察本部 施設等運営費 職員住宅対策費 326,460 256,054
　職員住宅の維持・管理を行う。
＊職員住宅の整備
＊警察共済組合職員住宅借料

警察本部 施設等運営費 警察本部庁舎維持管理費 141,225 137,197

　警察本部庁舎の適正な維持・管理を行う。
＊警察本部庁舎維持・管理経費
＊警察本部庁舎光熱水費、燃料費
＊警察本部庁舎管理委託

警察本部 警察装備費 車両維持管理費 216,215 103,787
　警察活動用車両の維持・管理を行う。
＊警察活動用車両の修繕
＊警察活動用車両の燃料費

警察本部 警察装備費 舟艇維持管理費 18,734 9,367
　警察活動用舟艇（警備艇）の管理を行う。
＊警備艇用消耗品費、燃料費
＊警備艇の点検、修繕に要する経費

警察本部 警察装備費 警察装備推進費 32,849 16,425   装備資機材の維持・管理、警察活動用消耗品の整備を図る。

警察本部 警察装備費 車両等整備・管理費 74,485 45,136

　警察活動用車両の維持・管理経費
＊警察活動用車両の更新整備
＊警察活動用車両の任意保険加入
＊警察活動用車両の重量税、自賠責保険料
＊警察活動用車両のリサイクル料預託金

警察本部 警察署庁舎整備費 警察署庁舎整備費 111,783 25,783 　老朽化の著しい警察署の建替整備を進める。

警察本部 県単警察施設整備費 警察官駐在所等整備費 212,179 8,179 　老朽化の著しい交番・駐在所の改修整備等を進める。

警察本部 県単警察施設整備費 庁舎等施設整備費 259,456 26,072 　警察庁舎の維持・管理、勤務環境、居住環境の整備を行う。

警察本部 恩給費 警察職員恩給費 22,453 22,453 　恩給法の規定に基づき、普通恩給、扶助料を支給する。



部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費 本年度県費 事業概要（目的）

警察本部 警察活動諸費 警察運営諸費 211,920 90,052

　警察活動のために基本的に必要となる経費
＊警察活動旅費
＊警察署一般活動経費
＊警察郵便料
＊警察電話料
＊遺失物取扱経費

警察本部 警察活動諸費 警務警察諸費 10,906 5,453

　警察業務の企画等に要する経費
＊人事、給与、企画事務経費
＊協力援助者災害給付金の給付
  警察官の採用試験に要する経費

警察本部 警察活動諸費 警察教養諸費 9,548 4,774
　警察職員の教養・訓練に要する経費
＊職場教養の実施
＊術科訓練の実施

警察本部 警察活動諸費 留置施設管理業務経費 69,517 ▲ 11,605

　留置施設の運営に要する経費
＊留置施設視察委員報酬
＊被留置者健康診断経費
＊被留置者食糧費
＊被留置者医療委託料

警察本部 刑事警察活動費 刑事警察費 66,101 15,447

　巧妙化する犯罪に対応するため、捜査力を強化する。
＊凶悪犯、窃盗犯、特殊犯等の捜査
＊知能犯、汚職犯等の捜査
＊外国人犯罪対策の推進

警察本部 刑事警察活動費 鑑識警察費 90,168 68,791

　現場資料を収集するとともに、犯罪鑑識活動によって犯人を特定するための経費。
＊現場鑑識活動に要する経費
＊警察犬審査会等の開催
＊犯罪現場写真、被疑者写真等を集中処理するための機器の整備
＊科学技術を活用した捜査支援システムの整備

警察本部 刑事警察活動費 科学捜査活動推進費 32,874 29,479
　事件・事故に対応するため、科学捜査機器、鑑定機器を整備、管理する。
＊科学捜査研究所の運営に要する経費

警察本部 刑事警察活動費 捜査支援システム整備事業費 60,137 21,798 　犯罪の抑止と検挙向上を図るため、捜査支援システムの整備に取り組む。

警察本部 生活安全警察活動費 生活安全警察費 6,906 ▲ 30,336
　地域安全活動、風俗事犯の捜査を推進するとともに、県民生活の安全を確保するため、環境犯罪事犯の摘発、街頭犯罪対策・生活
経済事犯の取締りを強化する。

警察本部 生活安全警察活動費 通信指令室機器維持管理費 515,144 222,144 　通信指令システムの高度化を図り、迅速な初動警察活動を展開する。

警察本部 生活安全警察活動費 県民が安心して歩ける防犯まちづくり事業費 4,118 1,671 　防犯カメラ等の運用によって街頭犯罪等の抑止を図り、県民が安心して歩けるまちづくりの実現を図る。

警察本部 生活安全警察活動費 サイバー犯罪対処能力向上事業費 5,714 2,857
　複雑・巧妙化するサイバー犯罪に対処するため、民間事業者等の知見の有効活用や資機材を充実強化するとともに、民間事業者等
と連携を強化し、サイバー空間における県民の自主的な活動の活性化を図る。

警察本部 生活安全警察活動費 ストーカー・ＤＶ被害者等保護対策事業費 507 254 　被害者等の安全確保や加害者の検挙措置を講じ、被害の未然防止・拡大防止を図る。

警察本部 生活安全警察活動費 特殊詐欺被害防止対策事業費 899 450 　特殊詐欺の被害が極めて深刻な情勢にある中で、広報啓発活動や被害に遭わない環境整備を促進する。

警察本部 テロ等対策費 テロ等対策費 24,212 24,212
　要人に対するテロ行為を未然防止するための諸施策を推進する。
  大規模行事等の開催を見据え、警備諸対策を推進する。テロに対する警戒・取締り・広報啓発活動を推進する。

警察本部 暴力団対策費 組織犯罪対策費 18,441 11,426

　暴力団犯罪取締りと地域・職域における積極的な暴力団排除活動を連動させるなど、官民一体となった暴力団対策を行い、暴力団の
孤立化、壊滅を図る。
＊不当要求防止責任者講習の実施
＊社会復帰(被害回復)アドバイザーによる援助措置活動
＊暴力団の実態把握活動



部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費 本年度県費 事業概要（目的）

警察本部 銃器・薬物対策費 銃器総合対策強化費 2,289 ▲ 8,615 　銃器犯罪の取締りを徹底するとともに、銃器犯罪を根絶するための広報啓発活動を行う。

警察本部 少年警察活動費 少年警察費 21,290 19,307
　少年事件の捜査、福祉犯の取締りを推進するとともに、少年関係ボランティアの育成、少年健全育成活動の積極的な展開を図る。
＊少年非行防止活動の推進
＊少年保護対策の推進

警察本部 地域安全確保総合対策費 地域警察費 2,156 1,079 　地域警察の合理的、効率的な運営を図るための機能強化、地域住民の要望に応えるための活動を推進する。

警察本部 地域安全確保総合対策費 空き交番対策推進費 126,581 126,246
　現場対応等により警察官が不在となった交番における、相談業務等の対応。
＊交番相談員の配置

警察本部 地域安全確保総合対策費 地域安全活動推進費 5,254 4,638
　地域における自主防犯活動の支援、活性化を積極的に推進する。
＊防犯活動アドバイザーの配置

警察本部 運転免許センター維持管理費 運転免許センター中型汎用電算機運用経費 92,810 90,020
　運転免許センターに設置している中型汎用電算機を維持・管理し、運転免許システムを的確に運用する。
＊コンピュータ機器の賃借料等

警察本部 運転免許センター維持管理費 運転免許センター管理運営費 107,264 1,145

　運転免許センターの維持・管理を図る。
＊維持・管理経費
＊光熱水費・燃料費
＊庁舎管理委託

警察本部 運転免許費 運転免許試験実施費 39,096 ▲ 78,639

　道路交通法の規定に基づき、運転免許試験を行う。
＊運転免許学科試験の実施
＊運転免許技能試験の実施
＊仮免許試験の実施

警察本部 運転免許費 指定自動車教習所指導監督費 3,091 ▲ 1,265
　道路交通法の規定に基づき、公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所に対する指導を行う。
＊指定教習所検定員等に対する講習を行う。

警察本部 運転免許費 運転免許証交付等事務費 357,836 ▲ 336,550

　道路交通法の規定に基づき、運転免許証の作成及び交付を行う。
＊運転免許証の作成、交付、返納
＊運転免許関係事務の委託
＊申請による運転免許証の取消し

警察本部 運転免許費 更新時講習等実施費 126,795 ▲ 20,380
　道路交通法の規定に基づき、運転免許証の更新を受けようとする者に対する講習を行う。
＊更新時講習の委託

警察本部 運転免許費 高齢者講習実施費 225,730 5,813

　道路交通法の規定に基づき、運転免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が７０歳以上の者に対す
る講習を行う。
＊高齢者講習の委託
＊認知機能検査の委託

警察本部 運転免許費 停止処分者講習実施費 31,802 6,136
　道路交通法の規定に基づき、運転免許の効力の停止処分を受けた者に対する講習を行う。
＊停止処分者講習の委託
＊停止処分者適性検査機器の維持・管理

警察本部 運転免許費 違反者講習等実施費 7,803 836

　道路交通法の規定に基づき、免許を受けた者で軽微違反行為をして政令で定める基準（過去３年以内前歴等がなく軽微違反を反復
して累積点数が６点に達した者）に該当することとなった者に講習を行う。
＊違反者講習の委託
＊違反者講習受講通知
＊自動車安全運転センター負担金

警察本部 運転免許費 運転適性検査実施費 8,003 ▲ 249

　道路交通法の規定に基づき、運転免許を受けようとする者、運転免許証を更新しようとする者、免許の欠格事由に該当すると認めら
れる者に対して、適性検査を行う。
＊運転適性検査
＊臨時適性検査
＊運転免許の拒否、保留等事務経費

警察本部 運転免許費 取消処分者講習実施費 43 ▲ 507
　道路交通法の規定に基づき、運転免許の取消し、拒否又は国際免許・外国免許での６月を超える運転禁止を受けた者で、運転免許
試験を受けようとする者に対する講習を行う。
＊取消処分者講習の実施



部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費 本年度県費 事業概要（目的）

警察本部 運転免許費 原付講習実施費 4,539 ▲ 281
　道路交通法の規定に基づき、原付免許を受けようとする者に対する講習を行う。
＊原付講習の委託

警察本部 運転免許費 取得時講習実施費 1,145 13
　道路交通法の規定に基づき、政令で定める者（指定自動車教習所において教習を修了した者）以外の者で、二種免許、普通免許、大
型二輪免許、普通二輪免許、大型・中型・準中型免許を受けようとする者に対する講習を行う。
＊取得時講習の委託

警察本部 交通事故防止対策費 交通警察費 119,814 31,708

　交通警察に関する企画等に要する経費
＊交通事故抑止対策の企画
＊交通安全広報の企画
＊交通安全教育の企画
＊交通事故分析
  交通指導取締りに要する経費
＊交通指導取締り
＊交通事故処理
＊暴走族取締り

警察本部 交通事故防止対策費 速度違反自動取締装置維持管理費 14,819 7,410
　県内の主要道路において、重大事故に直結する速度違反取締りを実施し、交通事故の抑止を図る。
＊速度違反自動取締装置維持管理経費

警察本部 交通事故防止対策費 交通切符及び交通反則通告制度実施費 11,116 7,495
　交通指導取締りを強力に推進し、交通事故を抑止するとともに、交通違反者に対する交通切符、交通反則通告制度の運用を図る。
＊交通切符等の印刷
＊交通反則通告郵便料

警察本部 交通事故防止対策費 駐車対策推進費 60,805 15,942
　放置駐車車両の使用者に対する使用責任を追及し、放置駐車違反の逃げ得を防止するほか、放置駐車の確認事務を民間に委託
し、駐車取締りの合理化、効率化を図る。

警察本部 交通事故防止対策費 地域交通安全活動推進費 1,477 1,477
　地域の交通安全諸活動のリーダーとして活躍する人に法律上の資格を付与し、その活動を促進する。
＊地域交通安全活動推進委員制度の推進

警察本部 交通環境整備事業費 道路使用調査業務推進費 30,786 ▲ 43,212
　道路交通法の規定に基づき、道路における工事、工作物の設置、露店等の出店などに対して道路使用を許可し、道路使用の適正化
を図る。
＊道路使用調査業務の委託

警察本部 交通環境整備事業費 自動車保管場所適正管理費 124,784 ▲ 262,412

　自動車の保有者は、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければならず、これを警察署長が証明することにより、自動車
の保管場所を管理する。
＊自動車保管場所証明調査事務委託
＊自動車保管場所証明標章登録事務委託
＊自動車保管場所標章の購入

警察本部 交通環境整備事業費 警察関係ワンストップサービス推進費 75,557 75,557 　自動車の保有に伴い必要となる各種行政手続について、ワンストップサービスを実現する。

警察本部 交通安全意識高揚事業費 安全運転管理者講習実施費 32,831 ▲ 3,608
　安全運転管理者等に対する講習を行う。
＊安全運転管理者等講習の委託

警察本部 国補交通安全施設整備費 国補交通安全施設整備費 582,854 31,522

　交通安全施設の整備を進める。
＊交通管制センターの整備
＊交通信号機の整備、改良
＊信号柱の更新
＊路側標識の新設、建替
＊道路標示の塗装

警察本部 県単交通安全施設整備費 県単交通安全施設整備費 1,247,817 6,817

　交通安全施設の整備を進める。
＊交通信号機の整備、改良
＊道路標識の新設、建替
＊道路標示の塗装

警察本部 交通安全施設整備費 交通安全施設整備費 31,143 143
　交通安全施設の整備を進める。
＊交通信号機の整備、改良

警察本部 交通安全施設維持費 パーキング・メーター等維持管理費 31,836 ▲ 8,122 　パーキング・メーター、パーキング・チケットの運用、管理を行う。



部局名称 事業名称 細事業名称 本年度事業費 本年度県費 事業概要（目的）

警察本部 交通安全施設維持費 交通安全施設維持管理費 500,666 472,666

　交通安全施設の管理を行う。
＊交通管制センターの維持管理経費
＊交通安全施設の維持管理経費
＊交通信号機等の電気料
＊交通信号機等の保守点検委託料等

警察本部 情報管理対策費 公共事業電子調達システム事業費 1,340 1,340 　三重県公共事業電子調達システム運用経費

警察本部 委員会総務費 公安委員報酬 6,726 6,726 　公安委員に対する報酬の給付

警察本部 給与費 人件費 29,271,416 29,267,258 　職員に対する給与の支給

警察本部 給与費 警察職員退職手当 1,568,114 1,568,114 　職員に対する退職手当の支給

警察本部 警察運営費 交際費 185 185 　公安委員及び警察本部長等の交際費


