
「京都市生活安全施策懇話会」摘録 

 
１ 日時 

  平成２２年１０月１日（金）１３時～１５時４０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，大谷委員，奥井委員，川本委員，大石委員（代

理），小室委員，西松委員，丸岡委員，南舎委員，宮井委員，鈴木委員（代理），

加藤委員（代理），在田委員（代理），鷲頭委員（代理） 
 
４ 内容 

（１）開会挨拶（谷口会長） 

先月４，５日には，きょうと安心安全ワークショップを開催。事務局も含め約

８０人が参加。本当に色々なご意見をいただいた。 
  本日は，次期の生活安全基本計画の策定に向けて，いよいよ本格的な議論を行

う会議。本日のメインであるテーマ別議論では，こうしたワークショップでのご

意見も土台に，今後１０年間の重点的な課題や，その解決アイデアを，ざっくば

らんに語り合えれば，と思うので，宜しくお願いする。 
（２）報告 

  谷口会長 それでは，テーマ別議論の前に，「きょうと安心安全ワークショップ」，

「次期京都市基本計画第２次案について」，及び「次期生活安全基本計画にお

ける基本的な考え方について」，事務局から一括してご報告をお願いする。 

樋掛担当課長 （配付資料ｐ３～３３に基づき説明） 

谷口会長 ３点のご報告。今の報告に関し，ご質問，ご意見があれば。 

 本日，各委員のご意見をきっちりといただいて，素案の中に盛り込んでいく，

という流れかと思う。では，本日のメインである議事の，「テーマ別議論」に

ついて，まず事務局から進め方を説明いただきたい。 

樋掛担当課長 （配付資料「テーマ（分野）別議論 プログラム」に基づき説明） 

谷口会長 「乳幼児，児童，生徒及び青少年」と「高齢者及び障害のある人」の，

２つのテーブルに分かれていただく。その２つは，「現行計画の対象別安全施

策の推進」の区分けで設定。各委員のご希望で分かれていただきたい。 

 この議論は，今後１０年間の課題は何か，そして，その解決のためにどのよ

うな施策，取組が必要か，ということが主眼。もちろん，このテーブルだけで

決める，ということではなく，各委員のお考えをまず出していただく。そして，

それらのご意見を事務局で整理したうえで，第３回の当懇話会で事務局から提

案いただく，という流れ。当然その中では，できること，できないこともある

と思うので，それらも事務局で整理していただく。 



 （３）テーマ別議論 

   テーマ「乳幼児，児童，生徒及び青少年」 

   ※ 参加委員 谷口会長，大谷委員，奥井委員，大石委員（代理），小室委員，

丸岡委員，南舎委員，鈴木委員（代理），在田委員（代理），鷲頭委員（代理） 

  事務局 （配付資料に基づき，「きょうと安心安全ワークショップ」意見，及び

京都市の取組を説明） 

  南舎委員 シンナーや薬物乱用問題，交通安全，見守り活動など様々な課題。各

団体が連携して，ということになるが，実際には実動すべき部署が違う方向に

行っているケースもあるのでは。整理する必要があるのでは。例えば，薬物問

題に関しても，市民に委嘱して取り組んでいるが，生かしきれていないのでは

ないか。我々は地域の子どもを大変よく知っている。府警も頑張っておられる

が，地域の我々もやっているということを，子どもたちが分かるようにするべ

き。 

    環境浄化についても，比較的綺麗になっており，成果は上っていると認識。

我々地域の者は，ごみ清掃も，違反広告物もやっている。例えば，ごみ清掃で

あれば，まち美化推進課に連絡するが，それをやるだけでなく，違反広告物の

撤去もしている。一方，京都市の関係部署から委託を受けた業者は，委託業務

だけをやっている。行政も一生懸命やっていることは分かるが，こうした縦割

りを克服する必要。 

 子どもたちも，知っている自治連の人には胸襟を開いてくれる。ＰＴＡもそ

う。ＰＴＡの担い手が少ないが。公的ネットでなく，私的なネットを私は持っ

ている。それが縦割りになりがちなのが気になる。例えば，注意すると「どう

いう資格での発言か」になる場合も。公的資格が問われる世の中になりつつあ

る。ただ役員も３年やれば子どもも分かってくれる。役に付いたから，でやっ

ているかどうかは子どもも分かる。出来る人は，役を辞めても継続してもらう

必要，強制はできないが。 

 若い，子育て世代などでも，時間的に余裕がある方もいるはず。そういう方

をある意味，引っ張り込む仕組みが必要では。今は，そういう仕組みがないの

では。京都市も財政が厳しい。私どもも知恵を絞ることが必要。 

谷口会長 ３点のご指摘。１点は行政の縦割り，２点は府市協調，３点は担い手

の課題。今後１０年を考えたときに，今の中心世代の，次の世代をどう育てる

か，というご指摘と思う。 

南舎委員 府市協調の１例。府立高校ＰＴＡ役員に就任したため，送り出す側の

意見を聞こうと市立中学校を訪問すると「府立高校から我々を直接訪問し色々

尋ねてくる」と苦情が出る。趣旨は説明したのだが。ＰＴＡ会長はボランティ

アだが，そんな話も。１０年以上前の話だが。 

谷口会長 そういった時代も昔あったかも知れない。 

小室委員 挨拶が重要。同じことの繰り返しと感じる。 

最近は，家族同士で挨拶をしない人が多いと聞く。学校では挨拶を教育して

いる。昔は目下から挨拶する風習があったが今はない。私が出席したＰＴＡ懇



談会でも「今日はＰＴＡ役員が子どもに朝の挨拶運動をしていたが，家で親御

さんが子どもに「ちゃんと挨拶返したか」と尋ねてほしい」と発言した。挨拶

運動の後の親のフォローがあってこそ，その結果がプラスにつながるのではな

いか。自然に誰にでも挨拶ができれば，地域の交流にもつながる。「きょうと

安心安全ワークショップ」の意見のとおりと感じる。ただ，挨拶運動の実現に

は少し考えなければならないと感じる。学校では先生方からしっかりやってく

れているからいいが，学校内での挨拶はしっかりできているが，一歩外へ出る

と近所の顔見知りにも挨拶ができない。挨拶は，やはり家庭で教えるのがよい

のではないかと考える。挨拶そのものがどのようなものか，なぜ地域の方々が

やってくれるのか理解していかなければ何年やってもこの運動には終わりが

ないと思う。しかし，この運動が大変必要である。 

 平成１９年制定の「子どもを共に育む京都市民憲章」にも関与してきた。素

晴らしいもの，と認識。しかし，こんな誇り高いものができたのに，「憲章」

を知らない市民が多い。周知がきっちりできていれば条例もいらないかも知れ

ないが，条例制定に向けて動かれている。京都市としても，例えば経常的に旗

を掲揚するなどやってもらえれば，より市民に浸透するのでは。リーフレット

作成・配布だけでは，市民も「憲章がある」と知っているだけに止まるのでは。 

 それと，子どもたちをもっと戸外に出さないといけないのではないか。例え

ば，町内運動会のときだけではなく，地域の連携を図るためには，より日常的

に戸外に出していく必要があるのでは。それが地域の絆につながるのでは。 

 更に少年犯罪の問題。全国でワースト３～４番。昨年はワースト１か。 

鈴木委員 昨年，人口比で言えば全都道府県中のワースト１。 

小室委員 少年犯罪が多いのも，私が従事している保護司から言えば，家庭教育

に原因。地域の方がよっぽど真摯に地域での教育活動に向き合っている。それ

と行政の縦割りも。 

谷口会長 「挨拶」を入口に，家庭教育を充実させていべきということになるか。 

小室委員 早寝，早起き，朝ご飯。当たり前ができていない。いつも学校に遅れ

てくる子がいる。これも家庭教育。昔であれば考えられないのでは。 

谷口会長 今も昔もそういう子ども，家庭はあると思うが，１００％実現はいず

れにしても難しい。 

小室委員 まず親が自覚をしなければ。 

谷口会長 確かに，児童虐待の問題も。親と子どもを引き離したほうが，結果的

に幸せになることもある。難しい社会になったと言わざるを得ない。ただ「あ

れもこれも家庭だ」と言うのはやさしいが，恐らくそこまでは難しい。 

大石委員 仕事の関係で以前は朝方に寝る生活。妊婦になり，子どもが生まれた

らどうしようかと恐れ。しかし，子どもができた最近は，自然に早起きできる。

子どもも夜９時には寝かせられる。 

小室委員 家庭で努力はできる。 

大石委員 ただ，自分のことで手一杯の方も多い。 

南舎委員 昔と比べれば，電化製品も普及。家庭での時間がなぜそれほど確保で



きないのか。 

谷口会長 中々，難しい問題だと思うが。 

奥井委員 挨拶のことで１話ご紹介。子ども見守り隊を同年代を誘ってやってい

る。小学校の新入学生は約５０～６０人通るだろうか，ジャンパーと帽子を着

用して声を掛けても，１～２年生からは挨拶が返ってこなかった。 

そのとき，１人だけ道路の端を通る女子がいた。「何とか挨拶させよう」と

感じた。５年生になったとき，こっちを見て「にこっ」と。６年生の２学期に

やっと声で挨拶。放課後，私が通常の姿の際も挨拶してくれた。こういう経験

は嬉しい。根気が大事。長く続けていくことが大事。 

 ただ１点苦い思い出，バイクで通過の女性が毎朝いたが，挨拶なし。半年ほ

どして学校の先生と気付いた。できれば，我々の行動を認識して会釈でもして

ほしかった。こういう先生も中にはいた。 

谷口会長 市民，家庭，行政がそれぞれだけでやるのでなく，一緒にということ。

一緒に目標に向かって頑張るということなので，廻りの雰囲気もある。そうい

うことに気が付く気持ちで進めたい。 

丸岡委員 当校も奥井委員の話を伝えたい。私は毎朝，校門で挨拶しているが挨

拶返すのは半分程度。首だけの挨拶も。ただ，その子にはそれが挨拶。 

挨拶できない子どもは外に意識が開いていない。言わば心が外に開いていな

い。閉じてしまっている。 

私は目を見るようにしている。目と目が会うと何か反応がある。反応があれ

ば嬉しい。奥井委員のお話は素晴らしいし，有難い。市地域生徒指導連合会と

しても，取組の重点の一つに「心と心のコミュニケーションは挨拶から」と位

置付け。 

谷口会長 学校の先生としては，丸岡委員のような方がほとんどだと思う。 

心を開いていない，という話。科学的発達と挨拶も，関係があるかも知れな

い。そうしたことを学んでいくことも必要かも。 

一方で，皆が皆，挨拶するというのも少し違和感を覚えるが。 

小室委員 昔の家族制度のもとでは，きっちりやれていたのでは。 

谷口会長 お早う，お休みの挨拶をしている家庭は今でも多いと思うが，学校に

来たときに，できていない子どもが多いのでは。数字は持っていないが。 

小室委員 日本の家庭の中では，夫婦間の挨拶は昔ほどしなくなってきたのでは

ないか。 

南舎委員 防犯推進委員などとしての活動の際，パトカー乗車警官が皆，敬礼し

てくれる。大人同士の挨拶も，気持ちがいいもの。 

大谷委員 挨拶は大事。幼稚園から，大学でも部活動しており，自分では出来て

いるとは思うが。子どもとのコミュニケーションを取れていないことが犯罪，

再犯に繋がるのかもしれない。 

核家族化の進展の中で，母親が相談できず子育てしていくから，分からない

こともあるのでは。お祖母さんが近くて相談できる方もいるだろうが，そうで

ない方も多いのでは。それが今と昔との違いでは。 



大石委員 勝手に部屋を見られたなどで，思春期に親に反抗する子どももいる。

子どもとしては，そうされると嫌。どこまで入るべきか難しい。 

谷口会長 核家族で子育てに不安は。 

大石委員 ある。困ったことがある。行政に聞いたことがあるが，その方のご自

分の経験として「ないと思う」と言われたのみ。同じマンションに住んでいる

方にも聞きたいが，交流がなく聞けない。挨拶を返される方とそうでない方が

いる。 

南舎委員 赤い羽根募金をやっていると，お年寄りでも悪感情を持って通過する

方がいる。若い方にはそういう方が多いが。 

大石委員 電車に乗る機会が多いが，ベビーカーで席を譲る方と譲らない方がい

る。特に，妊婦のときは，優先座席で下向く方など，辛いことを思い出す。 

小室委員 高校生や若い方が大きく座っている人もいる。 

谷口会長 大人でもいる。 

小室委員 海外ではバスの運転手が立ちなさいと言うところもある。と同時に，

自然に席を立つ人が多い。日本ではあまり見受けられない。 

 核家族化によって，子育てが難しい。 

丸岡委員 携帯電話の話。市地域生徒指導連合会として，携帯電話を持たせない，

を取組の一つに。市教育委員会にも「原則，小中学生には携帯電話は必要ない」

と言ってもらって有難い。子どもの携帯所有保持がなくならない。家庭判断に

まで入れないが，薬物，ポルノなど有害情報が簡単にアクセスできるので，せ

めてインターネット機能は使えないように，と。どこかの機会に，制度化でき

ないかと思う。 

奥井委員 中学生は禁止か。 

丸岡委員 当校は学校内禁止。授業中に鳴った場合は，親に返却。ただ，下校時

間に学校を出て携帯でしゃべりながら歩いている場合も。 

奥井委員 子どもはメールで素晴らしい文章を打つらしい。しかし，面と向かっ

て話をするとダメな場合が多い。 

大谷委員 大げさだが，若い世代は携帯がないと生きていけない状態。待ち合わ

せなどに使う。私はまだインターネット対策で子ども用フィルターをかけてい

る。そういう防御策があれば，事故につながらないのでは。 

谷口会長 携帯業界も必ず子ども用にはフィルターをつけるようになっている

か。 

丸岡委員 親の同意が必要。 

小室委員 最後は親が許してしまう。親の責任の範囲が広い。 

南舎委員 そういう方は研修にも来ないことが多い。 

大谷委員 「携帯が子どもに危険」ということを発信し続けることが重要。それ

によって意識が植えつけられる。 

南舎委員 学校の先生が言うより，兄弟で言うほうが，言うことを聞く。 

大谷委員 同世代同士でも話をすべきか。 

南舎委員 こうしたことを行政が経費をかけてやらなければならないのか，と思



うことも。本来は自己責任にやるべき。行政がやるのは小さな親切，大きなお

世話とも取れる。 

もちろん道路陥没への対応などは行政にやってもらわなければならないが，

挨拶や清掃などは自分たちでやったらいい。 

谷口会長 地域で顔が見えていたときは，地域の中で暗黙の了解があり，うまく

いっていた。しかし，地域で人の関係が希薄になって，仕方がない部分もあ

るのだろう，と思う。 

できれば地域で色々な課題を解決してもらう。そして，行政は，それを支

援していこう，ということだろう。 

小室委員 自転車は車道を走れ，と指導されているが。 

鈴木委員 通行可能な歩道以外は車道通行が原則。最近は，自転車による交通事

故や違反も多いと認識。府や京都市などとも連携しながら，取締や啓発・指導

を強化しているところ。 

小室委員 どんどんやってほしい。 

鈴木委員 自転車による事故も多い。中には損害賠償問題に発展するケースもあ

る。警察としては，悪質な事案については，取締を強化している。 

谷口会長 自転車問題については，取締とマナー教育が両輪では。 

鈴木委員 少年非行対策。平成１９年に京都府が４７都道府県中ワースト１に。

また少年の再犯率も昨年全国でワースト７。 

少年対策元年として，家庭，教育委員会，関係団体と連携し，規範意識と地

域の絆の再構築に取り組んでいるところ。京都府警察本部のほか，各警察署，

少年補導委員会，教育委員会などと連携。 

前任の向日町警察署長での経験。最近の少年犯罪の傾向として，昔は１つの

学校の中で仲間を作っていたが，今はある学校の１～２人が他の学校の仲間と

行動する傾向。残念ながら，父子，母子家庭の子どもが夜間家庭で１人になる

ことから，仲間と外で行動する傾向も。 

小室委員 最近の子どもは，携帯で連絡を取り合って行動する傾向。 

鈴木委員 警察と特定の学校とではなく，全ての学校との連携が重要になってき

ているのでは。 

谷口会長 母子，父子家庭が増加傾向。経済悪化などで共働き世帯も増加傾向。

今後もこうした家庭が増える可能性があり，そこをどう支えるかが大事かも。

この懇話会の守備範囲を超えるだろうが。 

在田委員 少年非行対策では，今年初めて府警と市の人事交流も実施。結果はす

ぐ出にくいだろうが，現時点では一定の効果と認識。地域コミュニティの力が

低下と聞くが，毎日約２万人のボランティアに応援いただいている。有難いこ

と。こうしたことは全国的にも珍しい。このように，地域の応援の枠組みはで

きている。 

今後は，更に中身を充実することが大事では。例えば，朝ご飯をきちんと食

べる，挨拶をきちんとするなど，私生活に踏み込んでいく部分も。そこで，ど

こまで家庭に言うべきか悩んでいるが，そうしたことが大事ではないか。 



その際，行政が制度を作っていくのは難しい。こういう場で議論いただき，

輪を広げていくことが有難い。当然，基盤づくりは行政も協力する。「子ども

を共に育む京都市民憲章」を推進する条例の制定についても，どうするか議論

しており，今年度中には制定したい。ご理解とご協力をお願いする。 

 学校運営協議会はほとんどの小学校で出来ている。作ったばかりのところも

あり取組に濃淡はあるが，できるだけまとめて行きたい。 

 奥井委員の指摘。子ども見守り隊の活動前に教師が職場に入ることが望まし

いと思うし，大半の人はそうだと思う。ほとんどの先生方はご苦労されている

ことをご理解願いたい。学校運営の重点としても取り組んでいる。 

谷口会長 言い切れなかったことは，事務局に直接ご意見いただければ。共に意

見を交換し，知恵を絞ることが大事，と改めて感じた。世代を超えて議論でき

るのはいい，と感じた。 

   テーマ「高齢者及び障害のある人」 

   ※ 参加委員 菊池副会長，宇津委員，川本委員，西松委員，宮井委員，加藤

委員（代理） 

  事務局 （配付資料に基づき，「きょうと安心安全ワークショップ」意見，及び

京都市の取組を説明） 

  菊池副会長 市の政策はバランス感覚的にどうか，成果もあがっているか，など

の問題意識も踏まえ，ご発言願う。 

 川本委員 一人暮らしお年寄り見守りサポーター養成の目標人数は。 

事務局 昨年度から開始。市内６万人の一人暮らしのお年寄りをどう見守るかが

課題。任務は，６１箇所の地域包括支援センターなどの関係機関への情報提供

を想定。２３年度末で１万人が目標。サポーター１人でお年寄り６人をみる計

算。なお，認知症あんしんサポーターは累計約２２千人養成済み。 

 川本委員 徘徊高齢者あんしんサービス事業における，小型発信器の必要数は。 

事務局 目標設定なし。携帯電話会社などの民間サービスも普及しており，それ

らも視野に入れた事業規模の検討が必要と認識。 

宮井委員 １点目，個人情報の問題。マンション居住。個人情報の保護に関する

法律の影響を実感。お隣の買物袋がドア前に放置のため電話連絡した。「最近

物忘れがひどい」とおっしゃっていた。連絡できて良かったと実感。管理人も

連絡先を教示しない。表札を出さない人もいる。 

   ２点目。自転車運転が問題。自転車で歩道を高速走行されると恐怖。 

    ３点目。問題提起として，振り込め詐欺や，ひったくりも多発。 

  加藤委員 死亡事故抑止には高齢者対策が重要。事故死者の半分は高齢者。 

自転車マナーへの批判の声が大きい。自転車は手軽な乗り物だが，これがネ

ック。罰則による担保は基本だが，現時点では，自転車への適用が難。マナー

向上に帰結するのでは。例えば，子ども自転車の運転免許事業を実施。ＰＴＡ

も巻き込んで実施。大学生など若い方が加害者になるケースが多い。 

登録制度など，管理制度が将来的にできればと思うが，現在は危険運転者に

違反内容の紙を渡す活動などを実施。繰返しの違反者には刑事処罰も検討。 



菊池副会長 警察で予算を組み，自転車専用道路整備などへの重点的取組を。 

加藤委員 五条通などでは，自転車と歩行者の通行部分を色分け済み。欧米のよ

うな，歩行者と自転車の完全棲分けが理想だが。 

宮井委員 電信柱が歩道の真ん中などにある。どういう基準か。 

高齢者は，交通弱者である一方，運転が強引という声も。自戒も必要か。 

川本委員 自転車ルールは，小学生で教えられ，年々薄れる。大学生が一番危な

い。大学と提携して教育が必要では。 

加藤委員 警察から大学などに各種データを提供し，自主学習いただいている。

今後，必要なら学習の場に入ることもやぶさかではない。昔は大学に警察が入

ることは抵抗感があったが，時代も変化。川本委員のご発言は有難い。 

西松委員 小学生は教育されている。 

宇津委員 商店街でも自転車問題は頭が痛い。自転車は車に対しては弱者になり，

一方歩行者に対しては強者になる。放置自転車の問題もある。安全安心の取組

テーマに入れていただきたい。 

西松委員 緊急通報システム事業はいい。ただ，最近，責任や多忙を理由に，事

業に協力する近隣住民がいない。一方，ニーズは増える。 

認知症あんしんサポーターは，１回の研修受講。継続研修が必要では。 

川本委員 様々な種類の研修があるようだが，資格設定は。 

事務局  一人暮らしお年寄り見守りサポーターは，情報協力者の位置付け。高

齢者を支えるネットワークは，社協，福祉事務所など既に存在。これらにつな

ぐ役割を担ってもらうのがサポーターの狙い。 

高齢者が一人で孤立していることが問題。そうならないよう，周囲の声掛け

が必要。昔は地域の繋がりがあったが，今は意図的に作る必要と認識。 

   一方，認知症あんしんサポーターは，一人暮らしお年寄り見守りサポーター

との兼任者もいるが，厚労省の別制度。認知症理解が最優先目的。質の確保が

今後の課題と認識。 

予算の壁もあるが，研修充実に向け検討はしたい。 

宮井委員 節目の健診に合わせて，研修を受講できる仕組みはできないか。 

川本委員 団塊世代の活用を検討する必要。 

宮井委員 研修１回で認知症を見破るのは困難。 

西松委員 同一イベントを一緒にやってきた方が，何年か経つと様子が変わり，

認知症だった，という経験がある。 

宮井委員 制度にすれば，受講の恥ずかしさも感じにくいのでは。 

別の話題だが，地下鉄のエレベーターなどを増設願いたい。 

西松委員 確かに階段が急。下りがつらいことがある。 

宮井委員 表示も不親切。初めて来た方が直ぐ分かるよう配慮を。 

事務局  予算もあるが，バリアフリーの観点などから所管局で検討願えれば。 

宇津委員 商店街も「安心安全のまちづくり」をしなければならない時代。１点

は，自転車の事故対策。放置自転車のほか，はみ出し陳列の自主規制も。また，

火災など災害時の情報提供ネットワークにも取り組んでいる。 



２点目は，防犯カメラ設置。個人情報の取扱いや，コストが課題。補助金も

活用。一方，防犯カメラは防犯抑止力に有効。犯罪の早期解決にも寄与。更に，

お客様の安心感の向上にも。車上荒らしの解決に寄与した事例も。万引き防止

や，空き店舗・自販機荒らし防止など，多様な効果がある。ひったくりは高齢

者が狙われやすいがそれにも。 

私の所属する京都商店連盟としては，市街中心地を中心に検討の必要がある，

と認識。 

川本委員 「きょうと安心安全ワークショップ」で小学生への朝の声かけが，非

行防止につながる，という意見。今は横の繋がりがない。 

欧州では「インフルエンザ友達を作ろう」という取組も。感染時に助け合え

る関係を事前に作る，というもの。日本の隣組と類似か。他の自治体でも，イ

ンフルエンザ感染時の登録制度を設けた，とも聴取。 

菊池副会長 「助けてほしいが，個人情報は言いたくない」方が多いのでは。 

大きな邸宅に住む老夫婦が「町内会の世話になってない」と発言したケースも。

ごみ出しや，広報物配布，清掃，体育振興などでも自治会がやっている部分も

あると説明，納得された。英国では，地下鉄サリン事件以後，防犯カメラの否

定意見はなくなったと聞いている。 

なお，自治会でも，必ず結束するとも限らず，紛糾することもある。 

川本委員 研修制度の充実を。また，研修で得られる資格の明確化を。 

事務局 縦割りの部分があり重複も。担い手不足で兼任されている場合も。 

宮井委員 地域に順応できない方は，近隣でトラブルになりがちだが，周囲の理

解でトラブル回避の可能性も。研修で，解決に繋がれば。 

自転車問題が解決できないのは，自動車登録と類似の制度がないからでは。

自転車ナンバーを義務化してはどうか。防犯カメラにも映る。 

宇津委員 高齢者に反射板を配布している。 

加藤委員 自転車ナンバーは，昨年の子ども府議会でも提案あり。自転車を登録

制に，とのアイデア。現在は，自転車所有の負担がない。登録料の徴収などの

アイデアも。そうした管理ができれば，と思う。そういう時期に来ているのか

な，とも思う。 

高齢者の周囲に，高齢者への思いやりがないと。加齢により身体機能が低下

し，適応能力も低下していく。 

宇津委員 自転車登録制は良い。撤去もスムーズに進むのでは。 

宮井委員 ナンバープレートは大きめに。 

川本委員 自転車ナンバー制は，業界の反発も予想。 

加藤委員 現在は自転車保険制度がない。その登録料に，保険料も含めるといっ

た工夫も。行政がそうした方向に動けば画期的。現在実施の撤去は限定的な効

果。 

川本委員 採算が合わず保険会社が自転車保険から撤退した経過も。   

菊池副会長 勝手に拝借し乗捨てる例も。学校に周知したら無くなった例も。 

高齢者の所在不明問題もある。父や母さえ放置する，そのうえ年金詐取まで



も。そんな時代になってしまっている。 

川本委員 自治会の再編は。３００軒の自治会もあれば，２５軒の自治会もある。

適正規模での自治会が必要では。軒数が多いと無責任になり，少ないと過度負

担となる傾向。日本でも，地域コミュニティ崩壊が懸念される。 

菊池副会長 京都市では，自治会，自治連合会の組織化は放置してきた。自治会

組織がない地域もあり，そうした地域は，社会福祉協議会などの各種団体のほ

か，京都市から委託料が払われている市政協力委員が広報物配布などを行って

いる。 

京都市は，大学との連携や，市民公募を積極的に行っており，計画の成果物

としていいものはできるが，それをやるのは自治会組織。簡潔，簡明にやって

ほしい，と再三要望。 

事務局 地域コミュニティについては，条例化も含めて課題解決に向けた方策を

検討しているところ。 

菊池副会長 安心安全の取組は京都府より京都市が先行。条例で言えば，府より

７年も前に策定済み。 

事務局 行政縦割りに関して。所管に応じ京都市でも様々な計画があるが，生活

安全の面からそれらの計画を繋げるのが，生活安全基本計画と認識。重点戦略

も実施していきたい。 

川本委員 「高齢者及び障害のある人」という括りはどうか。障害のある人に関

する議論が不足。分けた方がよいのでは。 

菊池副会長 この括りは，社会的マイナスのイメージがあるのでは。 

事務局 「地域の担い手」の主力が高齢者という現実も。高齢者は弱者という視

点だけではなく，活動の担い手でもある。 

 菊池副会長 後期高齢者医療の問題は，色々な批判もあり改善。自動車運転の高

齢者表示である「もみじマーク」についても，罰金問題などがあった。これら

の背景としては，高齢者が虐げられている，という感情もあるのでは。 

川本委員 高齢者も加害者，被害者になり得る。精神障害者も同様。 

事務局 所轄部署，行政で連携し，生活安全の観点で横串の取組を。 

   テーマ別議論を，全体で共有し，谷口会長からまとめ 

谷口会長 簡単に共有したい。 

樋掛担当課長 「高齢者及び障害のある人」のテーブルについて。 

１点目は，地域との関係。近隣関係の希薄化などで隣近所の付合いが少ない。

例えば緊急通報システムの近隣協力員制度もあるが，隣の方がなっていただけ

ない担い手不足。「きょうと安心安全ワークショップ」でも出ていたが，連絡

先を教えてもらえない，個人情報の問題。これらを解決する中でのサポーター

制度の運用が大事では。 

 ２点目は，交通関係の高齢者問題。交通事故の半数が高齢者だが，加害者に

も被害者にもなりうる両面があると指摘。その延長線上で，高齢者は運転が粗

いのではという話もあったが，身体的特性を理解することも必要との話も。 

３点目は，自転車マナー。若者向けが有効では，とのご意見。例えば，小学



生を，親と一緒に対象に。大学生へのマナー教育の必要性もあると。放置自転

車も課題。自転車マナーに関しては，ナンバープレート導入など可視化したう

えで，心構え，悪いことはしてはだめとの啓発が必要では，というご意見も。 

４点目は，防犯カメラについて。犯罪防止や早期検挙に役立つなど，有効性

に関するご意見。また，高齢化社会が進む中では有効では，というご意見も。 

５点目は，サポーターなどの資格や統合も含め，行政の縦割りを排すべき，

というご意見も。 

大谷委員，小室委員 「乳幼児，児童，生徒及び青少年」テーブルについて。 

１点目，薬物乱用や子ども見守り活動，違反広告物など地域団体は色々やっ

ているが，府市で重複も見られる。縦割り行政の仕組みを排すべきというご意

見。自治会活動に若者が参加する仕組みづくりをというご意見や，横で連携す

ればすごい力になるので，協働で行政も基盤づくりをやるべきというご意見も。 

２点目，挨拶運動が話題になった。「お早うございます」と言われなくても，

頭を下げるだけでも，と結論。人と人との交流が必要だろう，と。その中で，

特に家庭教育が基本ではないかと。家庭の中で先ず挨拶。そのうえで，学校だ

けでなく，地域の皆さんと顔を合わせて挨拶をすべき。  

例えば，家庭教育において，「社会全体で挨拶声かけなどをする，挨拶運動

に理解を広げる」。更に，子どもたちを外で遊ばせる。そういう中で「地域の

絆や連携」ができてくるのでは，と。 

また，子どもが挨拶しないのは社会に心が開いていないからでは，というご

意見。目を合わしながら挨拶しよう，と。相手に関心を持つこと。奥井委員か

ら数年間かけて挨拶してもらった子どもの話を聞き皆で感動。 

３点目，京都府は少年犯罪率がワースト１。少年犯罪を減らすため，各種団

体が色々活動しているが，再犯が多い実態。地域の環境や受入れ体制，少年へ

の理解が必要では，というご意見。今年が少年対策元年として，警察，ＰＴＡ，

市も府も連携しながら取り組まれている，という状況。  

 ４点目，若者が電車で席を譲らない話のほか，携帯電話の話。教育委員会や

業者とも協議し，携帯電話のインターネット機能の規制をもう少し強められな

いか，というご意見。親の判断もあるが。 

 ５点目，自転車は車道通行が原則だが，歩道走行の事例が多いと聞く。警察

としても全力で対応しつつあると伺った。歩行者も危険だし，死亡事件や賠償

が払えないケースも。 

谷口会長 最後のまとめ。本日のテーマ別議論では，全てを網羅できていないが，

突っ込んだ意見交換だった。時間制約もあり発言できなかったことは事務局に

ご連絡を。今後の１０年を考えると，経済不安，科学技術の進歩でどうなるか

不透明。これまでの１０年にないことがまた出てくるのではないか。社会変化

に合わせて柔軟に計画を変更し，対応する視点も必要では，と感じた。 

（４）今後のスケジュール及び懇話会開催予定 

  樋掛担当課長 資料「今後のスケジュール（イメージ）及び懇話会開催予定」に

基づき説明 



  谷口会長 今後，本日の議論も踏まえ，パブリック・コメント案を事務局で作成。

パブリック・コメント結果を踏まえ，第４回懇話会でまとめたい。スケジュー

ルは厳しいが，追加で言うべきことがあれば，色んな場面で事務局にお寄せ願

う。 

最後に何かあれば。 

加藤委員 自転車問題だが，道路環境が悪い中だが，自転車を歩道に上げないこ

とが原則。自転車は車道が原則，歩道は歩行者が優先。自転車に乗る際は，歩

道を走らしてもらっている，という気持ちでお願いしたい。高齢者などの面で

も，非常に重要な課題と認識しており，頑張っていくので協力願う。 

（５）閉会挨拶（菊池副会長） 

細かい話が詰められたテーブルもあるが，これからの１０年間の羅針盤作りをや

ってもらっている。 

この生活安全施策懇話会をより一層大切にしながら，計画の取りまとめを進めて

いきたい。ご協力を引き続きお願いする。 

以上 


