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「京都市生活安全施策懇話会」摘録 

 
１ 日時 

  平成２２年７月５日（月）１０時～１２時１５分 
 
２ 場所 

  職員会館かもがわ ２階大会議室 
 
３ 出席委員 

  谷口会長，菊池副会長，宇津委員，緒方委員，奥井委員，川本委員，小室委員，

寺石委員，丸岡委員，南舎委員，宮井委員，山田委員，田添委員（代理），三科

委員（代理），高桑委員，山岸委員 

 
４ 内容 

（１）開会挨拶（門川大作京都市長） 

 昨年１１月，安心安全に関する市民アンケート調査を実施。地域の絆や人間

関係の希薄化が嘆かれている今日だが，ご近所付き合いについて，８割以上の

方々が挨拶以上のお付き合いをされており，緊急時に相談し合える方々も６

２％にのぼる。この数字の高さが，京都が全国に誇る「地域力」，「人間力」と

実感。そして，「京都での暮らしが安心で安全」と思われている市民の皆様は６

５％。平成１６年度の前回調査と比べて大幅に，１０ポイントも増加。これだ

け難しい世の中だと言われている中で，京都はまだまだ大丈夫。そういうこと

に感心をもち，努力しようと思っている方々が多いのかな，と実感。 
昨日，「少年を明るく育てる京都大会」が少年補導委員会をはじめ，多くの市

民団体，協賛団体で開催。年々活発になっている。その一方，子どもの犯罪は

増え，特に再犯率が京都は高いという実態もある。京都の「地域力」，「人間力」

をしっかりと生かし，学校と家庭と地域社会がより一層連携を深めて取り組ん

でいかなければならないと感じている。  
そこで，懇話会には，まず一つは，犯罪被害者支援に関する条例を制定した

いと思っていることから，そのご検討をお願いしたい。また，今までの実績の

上に立ち，今日的な課題を見つめて，次期生活安全基本計画のご審議を宜しく

お願いしたい。１２年８月に策定した生活安全基本計画に基づき，犯罪被害者

支援なども含め，市全体で６０を超える事業を展開してきた。特に，１６年度

から，身近な学区単位で連携する「地域の安心安全ネットワーク形成事業」を

取り組んできた。おかげさまで，今年度，市内全２２７学区で立ち上がる予定。

京都に住んで良かった，子育てして良かった，生まれて良かった。そんな実感
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をいただける地域づくり，まちづくりを，皆様のご支援を得て進めたい。 
 （２）谷口会長挨拶 

   市長挨拶のとおり，この懇話会では，今年度，大きな２つの責務を担う。１

つは，今後１０年間の生活安全基本計画の策定。もう１つは犯罪被害者支援に

関する条例。我々の意見を申し上げる，という仕事。 

私も，アンケート調査で嬉しかったのは，１０ポイントも「安心で安全」と

思う市民が増えたこと。また，刑法犯認知件数も減ってきている。こうした２

つの大きな成果は，現場や事業者の方々，そして，行政の努力の結果と認識。 

しかし，今後も順調かというと，色々厳しい。自治会の加入率低下が言われ，

地域活動の担い手の高齢化なども聞く。京都市も非常に財政も厳しい。事業者

も景気の低迷の中で，社会貢献活動に影響を多少でも及ぼしている。 

今後１０年は厳しいが，地域の力はまだまだある。これを維持，発展する。

そして，市民，行政，事業者が共に力を合わせることで乗り切っていけるので

はないか。そのための重要な１年間になる。忌憚無くご意見をいただき，いい

計画にしていきたいので，宜しくお願いしたい。 

 （３）諮問 

   市長から会長に対して諮問書を手交（諮問内容は配付資料ｐ５を参照） 

 （４）議事 

   議事（１）次期京都市生活安全基本計画の策定に向けて 

議事（２）「きょうと安心安全ワークショップ」（仮称）について 

   谷口会長 議事（１）「次期京都市生活安全基本計画の策定に向けて」事務局

から報告を。加えて，議事（２）「きょうと安心安全ワークショップ」（仮

称）も，策定に向けたプロセスという意味で関連する。併せて報告願う。 

   事務局  （資料ｐ６～９に基づき説明） 

     なお，事務局としては，「きょうと安心安全ワークショップ」を，９月４

日（土），５日（日）の午後，それぞれ２時間半程度で，同じ内容で開催し

たいと考えている。場所は，この職員会館かもがわで調整。 

   谷口会長 ただ今の報告は，１点目，次期生活安全基本計画策定に向けて。

２点目，犯罪被害者支援策の条例制定に向けて。３点目，安心安全ワーク

ショップという場を持とうという提案について。質問，意見を願う。 

   宮井委員 アンケート結果のように，市民の安心感が大きい。これを損なわ

ないための一つの手立てとして，犯罪被害者支援の条例を検討していきた

い。懇話会の皆様からもアドバイスいただきながら進めたい。ご協力を。 

     なお，社団法人京都犯罪被害者支援センターは，平成１１年から活動を

続けている。全国４７都道府県で様々な被害者支援センターが誕生してい

るが，全くの民間団体として活動しているのは京都と大阪。 
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   谷口会長 民間団体と行政の協力も，京都の特徴と言えるのでは。被害者支

援に関する条例は府が先行し，市は遅いめだが，いいものができるのでは。 

     資料ｐ６下方の，今後のスケジュール。本日の懇話会の後，９月にワー

クショップ。１０月の第２回懇話会では，ご関心があるテーマで２～３グ

ループに分かれて議論できれば。第３回懇話会では，パブリック・コメン

ト素案を意見交換し，確定。１２月には，第４回懇話会で，市民意見を踏

まえ，市長への提言案をまとめていく，という流れ。こういう策定の流れ

でいいか（拍手で確認）。 

     私としては，この懇話会をできるだけ柔らかく進めて行きたい，と考え

ているので，宜しくお願いする。 

   議事（３）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 

   議事（４）生活安全施策の現状と今後の方向性について 

議事（５）次期京都市基本計画第１次案について（分野別方針５市民生活の安全） 

   谷口会長 議事（３）「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」を，事務局から報告願う。議事（４）の「生活安全施策の現状

と今後の方向性について」，議事（５）「次期京都市基本計画第１次案につ

いて」も関連するので併せて報告を。 

   事務局  （配付資料ｐ１１～２６に基づき説明） 

   谷口会長 １点目はアンケート報告。２点目は生活安全施策の現状と今後の

方向性。３点目は市基本計画第１次案に関する報告。質問などあれば。 

   南舎委員 京都は，地域コミュニティが素晴らしい。それでも，段々と地域

力の低下が言われている。一つの例だが，少年補導委員だけではないが，

色んな方々と，地域の子ども見守りをやっている。地域で問題になってい

るのは，昼間，子どもの見守りなどに取り組んでいないお母さん方もいる。

ＰＴＡ会員だが，自治会会員ではない方々。自治会では「自治会に入って

いない方がいるのに，なぜ我々が見守らなければならない」との意見も。

各種団体は自治会の補助も受けている場合があるが，「自治会未加入者のた

めになぜお金を使わなければならないのか」という声も聞く。 

市では，自治会未加入者にも広報する必要があるため，市民しんぶんを

コンビニ配布しているが，寛容すぎる。 

     最終的には，町内会，自治会の再構築しなければならない。役所も，自

治連も模索中と思うが，地域，保護者，学校が一体にならなければ。町内

会からスタートを。自治会にメスを入れないと，資料に記載のようなこと

も具現化が難しい。 

   宮井委員 市内に住むのが便利と，郊外から市内に移転した友人から「新住

民に閉鎖的な雰囲気がある」と聞いた。そういう傾向の地域もあるのでは。 
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   谷口会長 地域，特に町内会の再構築が大事というご意見の一方，閉鎖的な

風土の地域もあるのでは，とのご意見をいただいた。 

   寺石委員 ＰＴＡは任意団体で自由参加だが，実際には半強制の面も。昼間

にお母さんが自由にされていることがあるが，そういう方は恐らくＰＴＡ

活動もされていない。我々が困っているのは，ＰＴＡ本部役員などをして

いただける方がなく，活動が困難になってきていること。 

     自治会に関しては，私の住む地域でも１／３ぐらいは自治会未加入。自

治会の存在価値が分かっていない方が多い。しかしそれは，引っ越してき

たときに勧誘がない，自治会加入のメリット説明がない影響でもある。「自

治会加入してもらわないと困る」だけでは，我々の世代は，加入する人は

少ないのでは。 
   谷口会長 資料ｐ２２に，地縁コミュニティ活性化の記述。この議論と思う。 

これまでの地域力を維持，発展させたい，というのが今の基本的な方向

性。地域活動があってこそできること。地域活動ができなければ，根本か

ら見直さなければ。本当にやっていけるのか，現場の活動で感じておられ

ることがあれば，是非お出しを。 

   菊池副会長 私は西京区の自治連合会長。桂坂の自治連合会長も平成５年か

ら。３点を基本にしてきた。１点は，自由な雰囲気の漂う桂坂。新旧住民

が隔たりなく一体になれること。２点は，便利で住みよいまち。おかげで

人口も増加した。３点は，安心安全のまち。これが基本だ，とやってきた。

やってきて間違いなかったと，良かった，と実感。 

     一方，府や市が色々な協力要請を言ってくるが，受けるのは自治連合会。

役割ばかり増えると難しい面もある。出来る限りの協力はしなければなら

ないと思うが，いかに効果的に，生きがいを持ってやってもらえるかに常

に配慮してほしい。  
   谷口会長 桂坂の取組は先進的だと思う。 

     ２点目はおっしゃるとおり。行政はあれやれ，これやれと言うが，現場

は苦労しながらやっている。今回もワークショップを開催するが，市民の

意見を引き出して，共に協力して，いいものを，上から降ってきたもので

はないものを，作って行きたい。 

   菊池副会長 ＰＴＡと自治連は仲が良くないと言われているが，年齢層が違

うからと認識。しかし，これも互いに参加することによって，少しずつう

まく廻り始めている。参加と創意の尊重が重要。 

   谷口会長 私の住んでいる地元でも，ＰＴＡと自治会が助け合っている。Ｐ

ＴＡと自治会の連携と協力が重要になってくる，と思う。 

   丸岡委員 昨日，「少年を明るく育てる京都大会」開会式で府警本部長挨拶。
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「少年の補導・検挙数が昨年より増。少年対策元年と位置付け取り組んで

いきたい」とご発言。資料のアンケート結果で安心安全と感じる方が多い

というのはいいが，現実には少年非行という課題も。市地域生徒指導連合

会では，ケータイをはじめ，インターネット問題に取り組み。今後も，子

どもたちへの脅威に取り組みたい。皆様にも協力したいし，してほしい。 

   谷口会長 市長の話にもあったが，青少年の再犯率は４７都道府県中ワース

ト３に入っている。今後１０年の大きな課題か，と思っている。 

   山田委員 安心安全は一番大切。町内会加入のメリットを説明しなければ，

という発言があったが，やはり地域は仲良くして助け合わなければならな

い。例えば，火事の場合など放っておく訳にはいかない。メリット，デメ

リットと言える話ではない。古い考えかも知れないが。 

   谷口会長 世代を超えて理解し合わなければならないと思う。ただし，これ

は，かなり知恵を絞る必要があるとも考える。 

   田添委員 安全・安心の関心が高いことが，本日の資料や話でよくわかった。 

平成１４年にピーク。６万件を超える被害届があったが，１５年から件数

減少の取り組みを警察，行政，地域の協力で進め，この間，２万件減少。た

だ，必ずしも体感治安が回復しているとは言い切れない面もある。 

今年から，警察本部は，犯罪が起きにくい社会づくりを目指して活動する

方針。具体的には，かって地域が持っていた，規範意識，連帯意識をもう一

回呼び起こそうと，絆の再構築。 

警察は，ボランティア支援に力点。特に若い人の目線を大切に，学生防犯

ポランティアを２１年度に新設。 １期生９５名から２期生が加わって，１

８５名に登録が拡大。新しい活動ができると意欲を持って頑張ってもらって

いる。 

ご指摘のあつた少年犯罪。再犯率は，４７都道府県中，下から４番目と思

う。今後，少年の琴線に触れる補導活動が重要。市教育委と，互いの経験と

知恵を発揮した取り組みを進めたい。 

   谷口会長 地域コミュニティ再構築に向けて，連携できそうと感じた。学生

防犯ボランティア「ロックモンキーズ」も２００名近い。資料ｐ２２のテ

ーマコミュニティとの連携，に関わってくると思う。 

   三科委員 資料のとおり，交通事故が大幅に減少。法令による厳罰化，交通

安全教室などが総合的に影響と思料。一方，高齢化が進み，高齢者が加害

者，被害者になる例が増加。交通事故死者は半数が高齢者。一方，自転車

マナーも色々な指摘を聴く。力を入れてやっているが，まだまだマナーは

低く，引き続きやっていきたい。 

     一市民として。私は自治会に入っているが，実質は参加していない。退
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職以降，大変と感じた。できるだけやれることはやっていこう，と感じた。  
   高桑委員 行政に「ああしてこうして」でなく，自らの問題として考えてい

ただいているのは有難い。これが大きな力。 

     京都でも，学校侵入の事件以来，最後に人を守ることができるのは，人

とのつながりしかないと考え，取り組んできた。自分の身だけ守ればよい

のではない。とりわけ何か事件があった後は，人と人とのつながりをいか

に強め，広げていけるかが重要な鍵と思う。 

     ＰＴＡや自治会の問題に関して言えば，相手方がいるからうまくいかな

いことは出てくるが，批判し合っても解決できない。自分の問題として考

えることが大事。色んな方がおられるのも事実だが，硬直的対応でなく，

柔軟に変えることで互いに気付く。「共にやっていく」しか方法はない。 
     子ども市民憲章条例化に取り組んでいくつもり。これも，できるだけ多

くの方々と一緒に取り組めるようにしていきたい。 
   谷口会長 地域にとって，学校が核と言えるかもしれない。学校現場と地域

の連携を益々進めていければ，と感じた。 

   山岸委員 昨日の「少年を明るく育てる京都大会」は，今日の懇話会の委員

も多く参加。同じ文化市民局だが，別の部署が担当。縦割に注意すべき，

と感じた。２点目は，市基本計画策定作業が進行中で，多くの分野別計画

も見直し時期。地域コミュニティ，子ども若者の総合支援，消費生活など

生活安全に関係する分野を当局は抱えている。これらとの連携も重要と再

認識。３点目に，自治会活動に関して，自治会役員に男性が登録し，実際

は女性が活動，という場合も。男女共同参画推進プラン見直しにあたり，

この点も留意する必要がある，と感じている。 

   谷口会長 委員会がたくさん動いている。横のつながりを作っていただきた

い。地元で縦割になっているのも，ご検討いただければ有難い。 

   小室委員 保護司会は「社会を明るくする運動」開始後６０年。７月が強調

月間だが，警察や行政の方々の中にも理解されていない。もちろん保護司

の仕事も認識がない方が多い。京都市では，市長を先頭にパレードしたが，

まだまだ市民に浸透していない。また，犯罪は減少だが，少年の再犯率が

高く，複雑な気持ち。 

   谷口会長 知らない市民に伝えていくことが大事。 

   川本委員 刑事法が専門だが，被害者学，被害者支援も研究。欧米では，ソ

ーシャルインクルージョンの動きがあって，わが国も動き始めている。い

ずれ，地域住民が犯罪者の社会復帰を支援するという時代が来ると思料。 

     私も京都に住んで６０年。ずっと同じ町内会を見てきて，非常にがんば

っていると思う。特に，中心で活躍されている方にはノウハウがある。例
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えば，新しい住民の方には４人で挨拶に行く。１人で行っては不審がられ

る。これがノウハウ。そういうノウハウを繋ぐことが重要。 

   奥井委員 防犯推進委員がなくなれば，いい国。防犯推進委員は約３９００

人。自分のまちを自分たちで守ろうという意欲。府警に指導いただいてい

る。学校，地元，ＰＴＡなどと協力しながら，登下校時に合わせて巡回し

ているほか，青色防犯パトロールなども。  
     気になるのは，学生のマナーの悪さ。放置自転車が多く，自転車も歩行

者の間をスピード出して運転。大学に申し入れたが，先生方も指導を。 

   緒方委員  精神保健福祉，地域コミュニティづくりに関心。自転車・バイ

ク事故に遭ったという話を学生から年に数回聞く。いつ加害者になるか分

からない側面も。また薬物問題など，誰にとっても身近なことととらえて

いかなければならない。先ほどの大学生のマナーは，大学側の努力や対応

はもちろんのこと，学外において地域の方々の協力を仰ぎながらすすめる

ことも方策の一つ。 

     犯罪被害者支援の条例化は必要なことだが，どう具体化していくのかが

課題。他方，加害者教育についての議論も欠かせない。防犯は勿論大切だ

が，犯罪発生後も重要。孤立させないこと。犯罪発生の背景分析も必要。

今後，情報提供を願う。 

   谷口会長 犯罪被害者支援は，研究会などでも色々な議論が出てくるかと思

う。この懇話会にも報告される予定。チェック，ご意見を願う。 

   宇津委員 京都には商店街が８０位あるが，半分以上はコミュニティ型。地

域活動に参加しなければ，商店街活性化はないと訴えている。 

     残りのうち１／３は中心街の商店街。特に私の属する錦市場は観光型で，

全国から視察がある。よくある質問は「老壮青の世代混合でなぜそんなに

うまくいくのか」。祭があって皆がこれをきっかけにまとまっていく。祇園

祭で，錦は神輿を預かっている。何か一つの目的に向かい皆で共に汗をか

く必要。また，ツイッターなど若者の新しいことにも取組み。自治会行事

に参加して打ち込んでいったら，世代を超えて地域が一つになれるのでは。 

   谷口会長 汗をかく，場合によっては酒を一緒に飲むことも大切かも。 

     さて，議事（３）（４）（５）について，事務局提案と大きく異なるご意

見は無かった。高齢者，青少年問題など気になる点を指摘いただいたり，

重点課題をご示唆いただいた，と思う。こうした意見を踏まえ，また９月

のワークショップ結果なども踏まえ，事務局で素案をまとめていく，とい

うことで宜しいか（拍手で確認）。 

   南舎委員 「少年を明るく育てる京都大会」協力に御礼。２７００名が参加。 

   小室委員 今後も保護司との連携をお願いする。 
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 （６）平成２２年度の生活安全施策の推進について 

   谷口会長 次に，議事（６）「平成２２年度の生活安全施策の推進について」

事務局から説明願う。 

   事務局  （別添「平成２２年度京都市生活安全実施計画案」に基づき説明） 

   谷口会長 質問，意見などないようなので，この案で進めていただきたい。

本日の議題全体を通じて，もし何かお気づきの点，ご意見，ご質問があれ

ば，後日でも事務局にお知らせいただきたい。 

     また，９月にはワークショップを予定。ご案内すると思うので，可能な

ら参加を。お誘いもお願いする。 

 

５ 閉会挨拶（菊池副会長） 

  計画策定は１０年に１度の貴重な機会。立派な計画になるよう努力したい。 

組織が大きくなれば大きくなるほど，「簡明」にやらないと浸透しない。小室委

員のご発言があったが，保護司への認識が低いのは残念。西京区では，数年前，

保護司会からの要請を踏まえ，自治連合会として参画。「社会を明るくする運動」

については，国の指導に基づき推進されているが，住民としては正しいことは受

けて立つ覚悟が必要。 

今年度は，大変だと思うが，皆と一緒にがんばっていきたいので，宜しく願う。 

以 上 


