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１　警察本部所管の当初予算

人　件　費

投資的経費

２　施策体系

 治安情勢の的確な把握と分析の推進

 人身の安全を確保するための組織的な対処

 特殊詐欺に対する取組の推進

 サイバー空間の脅威に対する総合対策の推進

 地域社会との連携・協働による犯罪抑止対策の推進

 重要犯罪等の検挙活動の強化

 捜査基盤の更なる整備

 高齢運転者対策の推進

 歩行者等対策の推進

 大規模警備を見据えたテロ対策の推進

 災害等緊急事態に備えた諸対策の推進

1,631,312 6.1 1,333,327 5.2 297,985 22.3

3,824,172 3,404,019 420,153 12.3一般行政費

人件費以外 5,455,484 4,737,346 718,138 15.2

21,361,546 79.6 20,951,377 81.6 410,169 2.0

％
  予　算　総  額 26,817,030 100.0 25,688,723 100.0 1,128,307 4.4

比較増減

構成比 構成比 金額 率
千円 ％ 千円 ％ 千円

 交通実態及び交通事故の分析に基づく事故防止対策の
 推進

1

警  察  本  部

県 民 の 期 待 と 信 頼 に 応 え る 力 強 い 警 察
～　　県 民 の 安 全 ・ 安 心 の 確 保　　～

20.4

14.3

18.4

13.2

平成31年度 平成30年度

 犯罪を予防するための取組の推進 

 重要・悪質な犯罪の徹底検挙 

 交通事故の防止 

 情勢に即した警備諸対策の推進 

安全・安心を支える基盤の整備 
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■　犯罪を予防するための取組の推進
（単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 予算額 区分 事　　業　　概　　要

1
生活安全企
画課

子ども・女性安全対
策推進事業費

666

◇ 人身の安全を確保するための組織的な対
　 処
  ・ ストーカー、ＤＶ等への迅速かつ的確
     な対応
　・ こども１１０番連絡所の機能強化

2
生活安全企
画課

防犯活動推進事業費 7,029

◇ 特殊詐欺に対する取組及び地域社会との
   連携・協働による犯罪抑止対策の推進
　・ 特殊詐欺被害防止対策
　・ 青色防犯パトロール活動の活性化
  ・ 「やまがた１１０ネットワーク」を活
     用した情報発信

3 生活環境課
サイバー犯罪対策事
業費

7,049

◇ サイバー空間の脅威に対する総合対策の
　 推進
　・ サイバー犯罪捜査官の捜査能力向上
　・ 捜査用資機材の整備

■　重要・悪質な犯罪の徹底検挙
（単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 予算額 区分 事　　業　　概　　要

4 刑事企画課
捜査活動用資機材整
備費

76,363
◇ 重要犯罪等の検挙活動の強化
  ・ 捜査用資機材の整備

5 刑事企画課
刑事警察行政活動費
（取調べの録音・録
画装置の整備）

131,068
の一部

◇ 捜査基盤の更なる整備
　・ 取調べの録音・録画装置の整備

平成３１年度当初予算　主要事業一覧
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■　交通事故の防止
（単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 予算額 区分 事　　業　　概　　要

6 交通規制課

交通安全施設整備事
業費、
交通安全施設緊急対
策費

861,660

◇ 交通実態及び交通事故の分析に基づく事
　 故防止対策の推進
　・ 交通信号機、道路標識及び道路標示の
　　 整備
　・ 交通情報板の高度化更新

7 交通企画課
高齢者等交通事故抑
止対策費

15,589

◇ 高齢運転者対策・歩行者等対策の推進
　・ 「交通安全ゆとり号」等による安全運
　　 転教育
  ・ 老人クラブ会員等への交通安全研修
　・ 高齢者交通安全指導員による個別訪問
     指導

■　情勢に即した警備諸対策の推進
（単位：千円）

番号 担 当 課 事　　業　　名 予算額 区分 事　　業　　概　　要

8 警備第二課
一般警察行政活動費
（広域緊急援助隊訓
練）

58,591
の一部

新規
◇ 災害等緊急事態に備えた諸対策の推進
　・ 広域緊急援助隊南部三県合同訓練の実
　　 施

■　安全・安心を支える基盤の整備
（単位：千円）

番号 担 当 課 事　業　名 予算額 区分 事　　業　　概　　要

9 施設装備課 警察署整備事業費 348,135
◇ 新庄警察署の移転改築
　・ 平成33年度移転を目途とした整備

10 施設装備課
交番・駐在所整備事
業費

139,723

◇ 交番・駐在所の整備
　・ 酒田警察署の４駐在所を統合し交番を
     新設
　・ 南陽警察署の２駐在所を統合し駐在所
     を新設

11 交通規制課
ワンストップサービ
ス推進費

106,042 拡充
◇ ワンストップサービスシステムの整備
　・ 自動車の保管場所証明手続をオンライ
     ンで行うための環境整備
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【警察本部】

◆ 条例案件　　２件

番  号 案　　　件　　　名 提　案　理　由

議第53号
山形県手数料条例の一部を改正する条例の制
定について

自動車保管場所関係手数料等の改定

議第95号
山形県警察職員定数条例の一部を改正する条
例の制定について

臨時の職の者を定数外の職員とする等のた
めのもの

◆ 条例以外の案件　　なし

平成３１年２月定例会　議案説明会

＜平成３１年度分＞

＜予算案件以外の案件一覧＞



【警察本部】

〔一般会計〕

１　総括表

２　主な内容

　（１）事業実績等により増減額する事業（主なもの）

　　　　　① 一般職員費 58,038千円

　　　　　② 交通安全施設緊急対策関係 △36,408千円

平成３１年２月定例会 議案説明会

＜警察本部所管の２月補正予算の概要＞

（単位：千円）

平成30年度現計予算 ２月補正 ２月補正後

25,705,788        22,776 25,728,564        



山形県手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表

現 行 改 正 案

（手数料の徴収） （手数料の徴収）

第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、 第２条 県は、次の各号に掲げる事務につき、

それぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。 それぞれ当該各号に定める手数料を徴収する。

この場合における当該手数料の金額は、当該 この場合における当該手数料の金額は、当該

各号に特別の計算単位の定めのあるものにつ 各号に特別の計算単位の定めのあるものにつ

いてはその計算単位につき、その他のものに いてはその計算単位につき、その他のものに

ついては１件につきそれぞれ当該各号に定め ついては１件につきそれぞれ当該各号に定め

る額とする。 る額とする。

(1)～(455)の８ －略－ (1)～(455)の８ －略－

(456) 道路交通法 道路使用 2,200円 (456) 道路交通法 道路使用 2,300円

第77条第１項の規 許可申請 第77条第１項の規 許可申請

定に基づく道路の 手数料 定に基づく道路の 手数料

使用の許可の申請 使用の許可の申請

に対する審査 に対する審査

(456)の２～(457)の５ －略－ (456)の２～(457)の５ －略－

(458) 自動車の保 自動車保 2,200円 (458) 自動車の保 自動車保 2,300円

管場所の確保等に 管場所証 管場所の確保等に 管場所証

関する法律（昭和 明書交付 関する法律（昭和 明書交付

37年法律第145号） 申請手数 37年法律第145号） 申請手数

第４条第１項に規 料 第４条第１項に規 料

定する自動車の保 定する自動車の保

管場所の確保を証 管場所の確保を証

する書面の交付の する書面の交付の

申請に対する審査 申請に対する審査

(459) 自動車の保 保管場所 500円 (459) 自動車の保 保管場所 600円

管場所の確保等に 標章交付 管場所の確保等に 標章交付

関する法律第６条 手数料 関する法律第６条 手数料

第１項（同法第７ 第１項（同法第７

条２項（同法第13 条２項（同法第13

条第４項及び附則 条第４項及び附則

第８項において準 第８項において準

用する場合を含 用する場合を含

む。）、第13条第４ む。）、第13条第４

項及び附則第８項 項及び附則第８項

において準用する において準用する

場合を含む。）の 場合を含む。）の

規定に基づく保管 規定に基づく保管

場所標章の交付 場所標章の交付

(460) 自動車の保 保管場所 500円 (460) 自動車の保 保管場所 600円

管場所の確保等に 標章再交 管場所の確保等に 標章再交

関する法律第６条 付手数料 関する法律第６条 付手数料

第３項（同法第７ 第３項（同法第７

議第53号



条２項（同法第13 条２項（同法第13

条第４項及び附則 条第４項及び附則

第８項において準 第８項において準

用する場合を含 用する場合を含

む。）、第13条第４ む。）、第13条第４

項及び附則第８項 項及び附則第８項

において準用する において準用する

場合を含む。）の 場合を含む。）の

規定に基づく保管 規定に基づく保管

場所標章の再交付 場所標章の再交付

(461)～(478) －略－ (461)～(478) －略－

２ －略－ ２ －略－



山形県警察職員定数条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（定数） （定数） 

第１条 山形県警察職員（以下「職員」という。）

の定数は、次のとおりとする。 

第１条 山形県警察職員（臨時又は非常勤の職の

者を除く。以下「職員」という。）の定数は、

次のとおりとする。 

警視 90人 警視 90人 

警部 184人 警部 184人 

警部補 561人 警部補 561人 

巡査部長 580人 巡査部長 580人 

巡査 598人 巡査 598人 

その他の職員 337人 その他の職員 337人 

２ －略－ ２ －略－ 

議第95号


