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本市生活安全施策の
現状と今後の方向性について

～ 「だれもが安心してくらせるまち」

の実現を目指して ～

京都市生活安全施策懇話会資料 平成２２年 ７月

京都市文化市民局
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「生活安全基本計画」策定の経過

京都市基本構想（Ｈ１１．１２策定）

だれもが安心してくらせるまち

わたしたち（京都市民）はまた，交通事故や
犯罪からも安全であるための基礎的な条件が満
たされているまち，そして高齢者や子ども，障
害のあるひとが安全にくらせるようなまちをつ
くっていく。

京都市基本計画
（Ｈ１３．１策定，～Ｈ２２）

具体化

政策 日常生活における身近な安全や安心を確保する

施策 犯罪や事故のない安全なまちづくり

① 地域が主体となった生活安全対策の推進

② 情報提供や啓発活動の推進と人材の育成

③ 交通安全対策の推進 など６項目

京都市生活安全条例（Ｈ１１．４施行）

☆目的は，市民，観光旅行者等が安心して生活
し，滞在できる安全な地域社会の実現

☆（犯罪・事故の防止のための）安全の確保に
関する市，事業者，市民の責務を規定

☆生活安全基本計画の策定を義務化

☆調査諮問機関「生活安全施策懇話会」の設置

など

京都市生活安全基本計画
（Ｈ１２．８策定，～Ｈ２２）

京都市生活安全実施計画
（Ｈ１２～毎年度策定）

具体化

具体化

具体化

★わが国が有してきた自主的防犯機能の低下
★凶悪な犯罪や事故が多発し，市民不安が増大などから
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「生活安全基本計画」の概要

概 要

☆計画の範囲 犯罪及び事故の防止

☆計画の構成

第１章 計画策定の趣旨

第２章 現状及び課題

第３章 計画推進の基本的な考え方

第４章 生活安全施策の推進計画

Ⅰ 京都市及び関係機関の取組（３８施策）

１ 知識の普及及び啓発活動の推進

２ 生活安全活動を担う人材の育成

３ 交通安全に関する施策の推進

４ 市民の自主的活動への支援

５ 犯罪や事故防止に配慮した環境づく

りの推進

特 徴

６ 対象別安全施策の推進（乳幼児，障害のある人など）

７ 犯罪及び事故発生時の緊急体制の整備

８ 被害者等への支援の推進

Ⅱ 市民の取組

Ⅲ 事業者の取組

第５章 計画の推進にあたって

☆計画の３本柱は「自ら
を守る意識の高揚」，
「連携ネットワークの確
立」，「各区生活安全推
進協議会の設置」

☆行政だけでなく，市民，
事業者の取組も規定
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「生活安全実施計画」の概要（平成２１年度）

☆事業数 ６７（うち新規６） ☆予算額 ５１億円

☆事業数の内訳 例えば…

１ 知識の普及及び啓発活動の推進 １０事業 医療通訳派遣事業

２ 生活安全活動を担う人材の育成 １事業 講習会・研修会

３ 交通安全に関する施策の推進 ８事業 自転車マナー向上に向けた取組

４ 市民の自主的活動への支援 １２事業 安心安全ネットワーク形成事業

５ 犯罪や事故防止に配慮した環境づくりの推進 ６事業 市営住宅の防犯環境設計

６ 対象別安全施策の推進

（１）乳幼児，児童，生徒 ８事業 地域ぐるみで子どもを守る安全対策等の推進

（２）高齢者，障害のある人 １１事業 ごみ収集福祉サービス

（３）青少年 ３事業 有害環境の浄化活動

（４）観光旅行者等 ４事業 観光案内標識の整備

７ 犯罪及び事故発生時の緊急体制の整備 ２事業 安心安全ホームページ

８ 被害者等への支援の推進 ２事業 被害者等に対する支援体制
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「生活安全実施計画」推進イメージ

平成２１年度「京都市生活安全実施計画」推進イメージ図 

 

 ≪乳児・幼児・児童・生徒≫      ≪青少年≫           ≪高齢者≫ 

 

６(３) 青少年を対象とした施策 
 
○有害環境の浄化活動の推進 

(文化市民局) 
○青少年活動センターにおける取組の推進 
（文化市民局） 

○シンナー等吸引・薬物乱用防止対策の推進
(教育委員会) 

1 知識の普及及び啓発活動の推進 
○各種啓発活動等の推進(文化市民局) 
○広報活動の推進(文化市民局) 
○外国籍市民への情報の提供(総合企画局) 
○医療通訳派遣事業（総合企画局） 
○行政サービス利用等通訳・相談事業（総合企画局） 
○薬物乱用防止啓発事業の推進(保健福祉局) 
○放火火災防止対策の推進(消防局) 
〇消費者啓発・消費者相談活動の実施（文化市民局） 
○京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の推進（文化市民局） 
○多重債務特別相談（文化市民局） 

６（１）乳幼児，児童，生徒を対象とした施策 
 
〇地域ぐるみで子どもを守る安全対策等の推進 

（教育委員会） 
○ケータイ安全教室（教育委員会） 
○非行防止教室（教育委員会） 
○幼稚園，学校における安全確保や安全教育の強

化(教育委員会) 
○保育所における安全確保について（保健福祉局） 
○通学路安全対策の推進（教育委員会） 
○子どもの虐待対策事業の充実(保健福祉局) 
○京都市子ども保健医療相談・事故防止センターの

運営(保健福祉局)  

 

世
代
別
対
象
施
策 

２ 生活安全活動を担う人材の育成 
○講習会・研修会の開催(文化市民局) 

 
３ 交通安全に関する施策の推進 
○交通安全啓発活動の推進(文化市民局) 
○チャイルドシート普及啓発事業の実施(文化市民局) 
○交通安全施設整備事業の推進(建設局) 
○違法駐車等防止対策の推進(文化市民局) 
○自転車マナーの向上に向けた取組の推進(文化市民局) 
○放置自転車等対策の推進（建設局） 
〇放置自動車対策の推進（建設局） 
○都心部放置自転車等対策アクションプログラム（建設局） 

 

５ 犯罪や事故の防止に配慮した環境づくりの推進 
○市営住宅における防犯環境設計の推進(都市計画局) 
○公園整備の推進(建設局) 
○犯罪や事故の防止に配慮した環境づくりの推進・公衆トイレの整備(環境政策局) 
○道路照明灯の設置(建設局) 
○屋外広告物の安全点検等の推進(都市計画局) 
○安心の買い物環境づくり事業（産業観光局） 

 

７ 犯罪及び事故発生時の緊急体制の整備 
○安心安全ホームページの運営等による情報発信(総合企画局) 
●災害時通訳ボランティアシステム（総合企画局） 

８ 被害者等への支援の推進 
○犯罪や事故に巻き込まれた被害者やその家族等に対する支援体制の確立 

（文化市民局） 
〇暴力事案等に対応できるよう専門家による相談窓口の設置の推進（文化市民局） 

６(２) 高齢者・障害のある人を対象とした施策 
 
○ごみ収集福祉サービス（まごころ収集）(環境政策局) 
○建築物や道路等のバリアフリー化の推進 

（都市計画局) 
〇交通施設のバリアフリー化の推進 

（都市計画局，交通局） 
○老人福祉員設置事業の推進(保健福祉局) 
●一人暮らしお年寄りサポーター養成事業（保健福祉局） 
○緊急通報システム事業の推進(保健福祉局) 
〇徘徊高齢者あんしんサービス事業（保健福祉局） 
○ノンステップバスの導入の推進（交通局） 
○認知症あんしん京（みや こ）づくり推進事業(保健福祉局) 
○高齢者虐待防止事業(保健福祉局) 
○高齢者・障害者権利擁護推進事業(保健福祉局) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 市民の自主的活
動への支援 

 
○地域の安心安全ネット
ワーク形成事業の推進 
(文化市民局） 

○物的支援の推進 
（文化市民局) 

○地域の安心安全ネット
ワーク形成特別表彰 
（文化市民局） 

○市民活動総合センター
の運営(文化市民局) 

○暮らしの工房づくり支
援事業（文化市民局） 

○女性に対する暴力への
対策の強化 
（文化市民局） 

○野生鳥獣対策 
（文化市民局） 

●各区役所・支所におけ  
 る安心安全に関する 
施策の推進 
（新規4 事業含む。） 
（文化市民局， 
保健福祉局） 

分
野
別
対
象
施
策 

６(4) 観光旅行者等を対象とした施策 
○観光案内標識の整備(産業観光局) 
〇観光文化情報システムによる情報発信（産業観光局） 
○京都まちなか観光案内所の開設（産業観光局） 

地域コミュ

ニティ支援

施策 

全６７事業 

（うち新規：６事業） 

６(5) 包括的な施策 
○みやこユニバーサルデザインを踏まえたまちづくりの推進（保健福祉局） 
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施策・事業のご紹介

～学区単位で連携し地域を守る～

地域の安心・安全ネットワーク形成事業

「安全マップ」の作成

☆背景として，子どもたちを狙う凶悪犯罪など，市民
生活を脅かす新たな事態が相次ぐ状況

☆行政区単位の活動を，より身近な単位に発展させる
必要

→防犯や防災，子どもの安全，地域福祉など様々な
問題に対して，地域住民（各種団体）と区役所・支所，
学校，警察署，消防署等の関係機関が連携し，「見守
り隊」による登下校時のパトロールや安全マップの作
成など，地域特性に応じた取組を展開。２０年度まで
に１４９学区で実施しており，２２年度までに市内２
２７学区全てに取組を拡大していきます。

平成１６年度から実施

【制度の概要】１学区当たり１年目１０万円，２～３年目５万円

を補助
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地域の安心安全ネットワーク取組学区数（累計）

資料：京都市文化市民局市民生活部地域づくり推進課調
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～京都の地域力を結集！～

地域ぐるみで子どもを守る安全対策等の推進

☆背景として，全国的に，学校敷地や通学路などで子ど
もの安全に関わる事件・事故が多発

→学校・家庭・地域・警察など関係機関との連携を一層
強化し，総合的，系統的な子どもの安全対策等の推進を
図るとともに，「子ども安心安全ネット」の構築を進め
ています。

【取組の概要】

１ 「京都市子ども安全会議」の開催

２ 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

☆通学路や地域で巡回・警備等に従事するボランティア（スクール
ガード）の養成・研修

☆防犯専門家，警察ＯＢなどの協力のもと，地域学校安全指導員（ス
クールガード・リーダー，３６名）による各校の巡回指導

３ 「学校安全ボランティア」感謝状の贈呈

４ ボランティア保険への加入

平成１６年度から実施

学校，各種団体，ＰＴＡ，防犯ボラ
ンティアの見守り活動

子ども見守り活動には，
約２万人がボランティアと
して参画！（平成２０年度）
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市営住宅における防犯環境設計の推進

安心の買い物環境づくり事業

☆背景として，安心安全で快適な商業空間の実現が求め
られていた状況

→商店街等が防犯カメラを設置する際に，個人のプライ
バシー保護を盛り込んだ運用規約の作成を条件に補助金
を交付

◇「犯罪抑止効果がある」
との意見が多数

平成１６年度から実施

【制度の概要】１ 対 象 商店街，ＴＭＯ，小売市場

２ 補助率等 １／２以内，１億円限度（国庫補助併用の場合，当該補助額）

（実績）平成１６年度８２台，１７年度２６台，１８年度４１台，２０年度２９台

☆背景として，共同住宅においてピッキング被害やエレ
ベーター犯罪等が増えているなど

→市営住宅の新築などに当たって，犯罪や事故の防止に
配慮した環境づくりの取組を実施

平成１５年度から実施

【実施方針】市営住宅の基本設計，実施設計において，次の点に配慮

①周辺からの見通しの確保，②入居者のコミュニティ形成の促進，

③犯罪意図者が接近しにくい工夫，④部材や設備等が破壊されにくい構造の採用

◇２０年度

４つの棟の実施設計で配慮

◇２１年度

３つの棟の基本設計，実施
設計で配慮
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生活安全関連データの推移 １
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160%

本市

全国

資料

本市：京都府警察本部刑事企画課

全国：警察白書

犯罪発生認知件数比の推移（平成１０年を１００）

注　「本市」は，市内にある警察署の管轄区域内にお

ける犯罪発生（発生地主義）に関する件数の合計で，

京都市外の一部に関するものを含む。

１６年をピークに
　　　　　下降傾向

全国も
　　ほぼ同様の傾向
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生活安全関連データの推移 ２
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交通事故発生件数比の推移（平成１０年を１００）

資料

本市：京都府警察本部「市町村別交通事故発生状況」

全国：平成２１年警察白書

１３年をピークに
　　　　　下降傾向

全国よりも
　下降傾向が強い
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生活安全関連データの推移 ３
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資料

本市：京都府警察本部「市町村別交通事故発生状況」

全国：平成２１年警察白書

交 通 事 故 死 者 数 比 の 推 移 （ 平 成 １ ０ 年 を １ ０ ０ ）

１２年をピークに
　　　ほぼ下降傾向

全国よりも
　　下降傾向が強い
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生活安全関連データの推移 ４
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そう思う＋どちらかとい
うとそう思う

どちらかというとそう思
わない＋そう思わない

質問「自治会などの事故や犯罪を防ぐ取組により，安心して
暮らせるまちである」に対する市民回答の推移

資料：京都市市民生活実感調査 注　１５年度は「自治会などによる生活安全の活動が展

　開され，安心して暮らせるまちであると思う」

市民実感は上昇傾向

初めて「安心して暮
らせるまち」と回答
した市民が上回る
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今後の生活安全施策の推進に当たって １
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京都市

政令市
平均

人口千人当たりの刑法犯発生件数

資料：平成２０年政令指定都市刑法犯及び街頭犯罪対象罪種別認知件数一覧（福岡市調べ）

政令市平均よりも
　　　　約５件多い

政令市平均よりも
　　　　約３件多い
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人口千人当たりの刑法犯認知件数

京都市

関西大都
市平均

資料：平成２０年政令指定都市刑法犯及び街頭犯罪対象罪種別認知件数一覧（福岡市調べ）

注　　「関西大都市」とは，京都，大阪，堺，神戸をいう。

関西大都市平均よりも
　　　　約１件少ない

関西大都市平均よりも
　　　　約１件少ない

関西大都市平均よりも
　　　　　　　少ない
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今後の生活安全施策の推進に当たって ２

◆ 「京都市が安心で安全」と思う市民は，５年前より大きく増加
・平成１６年度調査と比較して，「ほぼ安心で安全である」，「どちらかといえば安心で安全であ
る」と思う市民は約１０ポイント増加，「安心で安全だとは思えない」市民は約１１ポイント減少
・「京都市が安心で安全」と思う市民は全市民の約２／３を占める

◆ 更なる地域防犯力の向上
・地域（自治会，町内会など）が防犯・事故防止面で協力する必要を感じる市民は，８割以上
・防犯，事故防止に限らず，地域（自治会，町内会など）で今後取組を特に強化するべきと思う地
域活動も「防犯，迷惑行為の追放」が１位
・こうした地域活動に「参加している人」が１３％，今後の参加に肯定的な人も５６％にのぼる

◆ 更なる犯罪・事故の被害者の支援
・周囲に犯罪や事故の被害者が「いる」人は約４割にのぼる
・特に必要な被害者支援は，「親族や友人・知人からの精神的な面での支援」，「事件・事故に関
する警察からの情報提供」，「国・自治体からの支援」が上位

◆ 更なる自転車運転マナーの向上
・「特に不安を感じる交通事故」の１位が「自転車の信号無視など無謀な運転が原因の事故」
・自由記述でも７９件と多くの御意見

～ 次期京都市生活安全基本計画策定のためのアンケート調査結果のポイント ～～ 次期京都市生活安全基本計画策定のためのアンケート調査結果のポイント ～
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今後の生活安全施策の推進に当たって ３

資料：次期京都市基本計画策定のためのア
ンケート調査
◆調査対象 １８歳以上の京都市民１２，
０００人（うち外国籍市民３６７人）
◆調査方法 郵送法により実施
◆調査期間 平成２０年１１月１４日
（金）～１２月１日（月）
◆回収状況 有効回収数４，８２８（有効
回収率４０．２％）

「今後力を入れるべ
き施策」では，「高
齢者福祉」に次い
で，「安全・消防・
防災」（４５％）が
上位に

あなたは，京都市が今後，どのような
分野の施策に力を入れていくべきだと思
いますか。次の項目の中から，あなたが
特に重要だと思われるものを５つ以内で
選び番号に○印をつけてください。

16

（参考）取組の進ちょくを測る指標

「安全・消防・防災」分野の提案数は４４
※ 回答に記入された内容は，指標以外に，その分野で求められる
施策も多数含まれているため，指標として扱えるものに限って集計
した。

複数の市民が提案した指標

１位 犯罪件数（率） １２人

２位 火災件数（率） ６人

３位 交番数 ３人

４位 子どもの事件件数（率） ２人

耐震補強実施率 ２人

地域の安全パトロール実施率 ２人

犯罪検挙率 ２人

（副問）取組の進ちょくを測る指標
上で進んだ分野について，取組の進み

具合を測る「ものさし（指標）」として，
ふさわしいとお考えのものがあれば，ご
記入下さい（１つで結構です）。
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今後の生活安全施策の推進に当たって ４

☆８割以上の市民が
「地域の防犯活動が
大切」と評価

☆町内会や自治会に
愛着を感じる，頼ま
れたら町内会等の世
話を引き受けるとい
う層が約１／３存在

次の地域活動について，あなたはどのように感じておられますか。次の（ア）～（オ）の
各項目について，それぞれ当てはまるものを１つ選び番号に○印をつけてください。

18

今後の生活安全施策の推進に当たって ５

☆約６割の市民が市
政に参加希望

☆そのうち１／３弱
が防犯・防災活動へ
の参加を希望

問１４で市政への参加について「１積極的に参加したい」又は「２できれば参加したい」
とお答えの方のみにおたずねします。あなたは，まちづくりや地域の身近な課題に関して，
ご自身の持つ知識や経験をどのような分野に生かすことができると思いますか。次の項目の
中から，当てはまるものをすべて選び番号に○印をつけてください。
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今後の生活安全施策の推進に当たって
～ ＳＷＯＴ分析※を試みる ～

脅威（Ｔｈｒｅａｔｓ）機会（Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ）

◆京都の最大の社会資本（ソーシャルキャピタル）
とも言うべき地縁コミュニティに弱体化の傾向が見
られる（各区市政協力委員連絡協議会代表者と市長との懇談会におけ

る意見などから）。

◇犯罪発生認知件数は，下降傾向にある（データ１）。

◇交通事故発生件数は，低下傾向にある（データ２）。

◇交通事故死者数も，ほぼ下降傾向にある（データ３）。

◇市民の体感治安は，改善傾向にある（データ４）。

◇市民は，京都市が生活安全や安心・消防・防災に
力を入れるべきと考えている（今後の推進３）。

◇共通の興味や関心を媒介としたテーマコミュニ
ティが発達（府内ＮＰＯ８７３法人，人口当たり全国４位）。

★更なる，地域防犯力の向上を目指す必要（今後の推

進２）

★更なる，犯罪・事故の被害者の支援を目指す必要
（今後の推進２）

★更なる，自転車運転マナーの向上を目指す必要
（今後の推進２）

★これらを通じて，更なる，市民の体感治安の向上
を目指す必要（データ４）。

★刑法犯で検挙した少年に占める再犯者の割合が全
国より高い（全国３１．２％，京都府３６．２％，２０年）

☆地縁コミュニティ活動が比較的活発（今後の推進４）。

☆８割以上の市民が「地域の防犯活動が大切」と評
価している（今後の推進４）。

☆約２割の市民が「地域の防犯・防災活動」への参
加希望を持っている（今後の推進５）。

☆消防団，自主防災会など，市民ぐるみの成果であ
る，少ない火災件数（人口１万人当たり１．３件。政令市中１位）

弱み（Ｗｅａｋｎｅｓｓｅｓ）強み（Ｓｔｒｅｎｇｔｈｓ）

※一般には，企業などが外部から影響を受けると考えられる「機会（チャンス）・脅威」と，内部に持つ「強み・弱み」をそれぞれ整理しながら，
チャンスを生かして強みを伸ばす，あるいは，弱みを改善するなどの分析を進めるマーケティング手法

△交通事故発生件数は政令市平均程度

（人口１０万人当たり６８６．６件，２０年）

20

～ ２３年度からの次期生活安全基本計画に向けて ～

今後の生活安全施策の方向性
１ 「強み」を生かし，「脅威」を克服する

☆ 施策のベースとしての，地縁コミュニティ活性化

→ 「助け合う地域，見守る社会，住み続けたい京都」へ

→ 地域に蓄積された資源を生かし，住民相互の共助を更に高める支援体制を構築

☆ 生活安全を切り口とした，地域活動の活性化

→ 「地域の安心安全ネットワーク形成事業」（２２年度までに全学区で実施予定）の次

→ 地域防犯活動に対する，市民の皆様の評価と参加意欲を生かした，新たな取組へ

２ 「機会」を捉え，「弱み」をなくす

☆ テーマコミュニティとの連携による，防犯・事故防止活動の強化

→ 京都府警察の「学生防犯ボランティア（ロックモンキーズ）」などとの連携

→ 地縁コミュニティとの連携も可能な仕組みづくりも検討

※ 京都市は，条例に基づき，生活安全施策を責任を持って推進

※ 地域活動の効果を享受しない方（自治会未加入者など）にも，当然ながら，公的支援（啓発活動
など）を実施


