
様式１

警察庁

（単位：百万円）

平成２２年度 平成２３年度
当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ

0001 長官官房 4,233 3,576 
自己点検の結果に対する特段の指摘
なし

3,192 2,965 ▲227 0

0002 生活安全警察 1,279 945 

一部改善（「インターネット・
　　　　　ホットライン業務」の
　　　　　コスト削減）
横断的見直し（モデル事業、IT
　　　　　　　機器調達のコスト
　　　　　　　削減）

431 865 434 ▲ 30

・「インターネット・ホットライン業務」
の委託について、IT機器のリース等に係る
経費削減のため、複数年度（３か年）での
契約に移行するなど見直しを行い、20百万
円を削減。
・「子ども等を守るための匿名通報モデル
事業」等について、実績単価の反映、調達
数の見直し等を行い、10百万円を削減。

0003 刑事警察 713 320 
自己点検の結果に対する特段の指摘
なし

265 50 ▲215 ▲ 5
・事業に必要な資料等について、調達方法
の見直しを行い、５百万円を削減。

0004 組織犯罪対策 93 64 
自己点検の結果に対する特段の指摘
なし

61 77 16 ▲ 3
・事業に必要な資料等について、実績単価
の反映を行い、３百万円を削減。

0005 交通警察 596 532 

一部改善（「事故関連データの電
　　　　　子化による統合利用シ
　　　　　ステムの維持等」の一
　　　　　部廃止）
横断的見直し（モデル事業のコス
　　　　　　　ト削減）

1,066 369 ▲697 ▲ 18

・「事故関連データの電子化による統合利
用システムの維持等」について、「交通事
故統計情報」及び「危険予測訓練プログラ
ム」を廃止することにより、12百万円を削
減。
・「広報啓発、白バイ開催経費等」につい
て、実績単価の反映等を行い、６百万円を
削減。

0006 警備警察 277 190 
横断的見直し（IT機器調達のコス
　　　　　　　ト削減）

391 239 ▲152 ▲ 53

・「国際テロ情報分析支援装置維持費」等
について、実績単価の反映、調達数の見直
し、仕様の見直し等を行い、53百万円を削
減。

0007 電子計算機運営 15,178 14,562 
横断的見直し（IT機器調達のコス
　　　　　　　ト削減）

15,496 14,281 ▲1,215 ▲ 541
・「電子計算機運営」等について、実績単
価の反映、調達数の見直し等を行い、541百
万円を削減。

0008 警察通信 116,988 53,317 

一部改善（「警察通信維持費等」
　　　　　　のコスト削減）
横断的見直し（IT機器調達のコス
　　　　　　　ト削減）

24,807 24,792 ▲15 ▲ 734
・「警察基幹通信網の再編整備」等につい
て、実績単価の反映、調達数の見直し等を
行い、734百万円を削減。

0009 科学警察研究所 1,168 1,058 
横断的見直し（研究・鑑定機器の
　　　　　　　コスト削減）

857 809 ▲48 ▲ 12
・研究・鑑定等に使用する機器について、
実績単価の反映を行い、12百万円を削減。

0010 皇宮警察本部 1,226 885 
横断的見直し（警備資機材のコス
　　　　　　　ト削減）

781 741 ▲40 ▲ 17
・各種警備資機材について、実績単価の反
映を行い、17百万円を削減。

0011 警察教養 6,903 6,274 
横断的見直し（警察教養に必要な
　　　　　　　物品のコスト削
　　　　　　　減）

6,515 6,048 ▲467 ▲ 72
・視聴覚教材等警察教養に必要な物品につ
いて、実績単価の反映を行い、72百万円を
削減。
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0012 機動隊等警察施設の整備 23,506 14,743 一部改善（事業規模の抑制） 12,200 11,912 ▲288 ▲ 288
・機動隊等警察施設の更新整備の内容を精
査し、一部について更新を先送りするなど
事業規模の抑制を図り、288百万円を削減。

0013 警察装備 9,081 8,386 
横断的見直し（装備品のコスト削
　　　　　　　減）

3,669 2,945 ▲724 ▲ 173
・各種資機材等装備品に係る実績単価の反
映、調達数の見直し等を行い、173百万円を
削減。

0014 警察用車両の整備 33,536 33,505 
横断的見直し（警察用車両のコス
　　　　　　　ト削減）

1,266 4,876 3,610 ▲ 182
・警察用車両の更新整備に当たり、調達数
の見直し、仕様の見直しを行い、182百万円
を削減。

0015 警察用航空機の整備 2,565 2,367 
自己点検の結果に対する特段の指摘
なし

5,229 4,750 ▲479 0

0016 警察用船舶の整備 657 656 
横断的見直し（警察用船舶のコス
　　　　　　　ト削減）

562 130 ▲432 ▲ 197
・警察用船舶の更新整備に当たり、対象船
舶を統合整理の上で更新を行うなど、197百
万円を削減。

0017 犯罪鑑識 17,368 16,307 
横断的見直し（鑑識に必要な物品
　　　　　　　のコスト削減）

4,048 4,964 916 ▲ 5
・DNA型鑑定における消耗品に係る実績単価
の反映を行い、５百万円を削減。

0018 活動経費 14,367 11,761 
一部改善（犯罪情勢等を踏まえた見
　　　　　直し）

22,822 14,392 ▲8,430 ▲ 1,000
・平成23年度の犯罪情勢や警備情勢を勘案
し、活動経費の必要額について見直しを行
い、1,000百万円を削減。

0019 都道府県警察費補助金 29,579 28,903 
自己点検の結果に対する特段の指摘
なし

30,640 29,465 ▲1,175 0

0020 警察署等都道府県警察施設の整備 2,631 2,595 
自己点検の結果に対する特段の指摘
なし

4,283 5,474 1,191 0

0021
都道府県警察施設整備費補助金（交通安全施
設）

22,120 21,528 
自己点検の結果に対する特段の指摘
なし

19,950 18,613 ▲1,337 0

0022 千葉県警察成田国際空港警備隊費 11,980 11,600 
自己点検の結果に対する特段の指摘
なし

11,719 11,761 42 ▲ 13
・装備品等について調達数の見直しを行
い、13百万円を削減。

316,044 234,074 170,250 160,518 ▲9,732 ▲ 3,343
- - - - - - 
- - - - - - 

96,974 95,213 100,293 99,031 ▲1,262 
- - - - - 
- - - - - 

413,018 329,287 270,543 259,549 ▲10,994 
- - - - - 
- - - - - 
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