
「京都市生活安全施策懇話会」摘録 

 

１ 日時 

  平成２２年１０月２９日（金）１０時～１２時２０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，大谷委員，緒方委員，奥井委員，加藤委員，川本委員，

寺石委員，西松委員，丸岡委員，南舎委員，宮井委員，山田委員，鈴木委員（代

理），加藤委員（代理），生田委員（代理），山岸委員 

 

４ 内容 

 （１）開会挨拶 

 谷口会長 本日は，２つの大きな議題。１点は，犯罪被害者支援に関する条例案。

２点目は，今後１０年間の柱となる，次期の生活安全基本計画。 

本日は，これらについて，当懇話会として，一定の意見をまとめ，市民意見を

広く聞いていこうというもの。 

被害者支援に関しては，奥村正雄京都市犯罪被害者支援策研究会座長に本日出

席いただいている。これまで研究会で精力的に検討いただいてきた。その成果を

もとに，本日，市民意見募集の案を作成いただいているので，ご議論願う。 

生活安全基本計画に関しても，第２回の当懇話会における，テーマ別の議論，

そして９月の，きょうと安心安全ワークショップでの意見を踏まえ，事務局が市

民意見募集の素案をまとめている。 

１１月９日から市民意見募集を予定。広く市民意見を伺っていく，最後の機会。

その後，市民意見募集の結果も踏まえ，最終案を１２月に，当懇話会でまとめて

いく予定。 

重要な議題が揃っている割に本日は２時間しかないが，ぜひ活発なご議論をお

願いしたいと思うので，宜しくお願いする。 

 （２）京都市犯罪被害者支援策研究会の検討状況報告 

 奥村座長 ７月に当懇話会で研究会設置を承認いただき，検討を重ねてきた。他都

市の取組も検証しつつ，社団法人京都犯罪被害者支援センターが関わってきた被

害者や遺族の方へのアンケートも実施。そうした結果を最大限に生かしながら，

京都らしい取組も検討してきた。 

検討開始の時点では，政令指定都市で初の被害者支援に関する特化条例になる

予定だったが，岡山市がこの１１月に特化条例を提案する予定と伺っている。し

かし，そうした事例も踏まえたうえで，京都市の取組をより良いものにしていき

たい，と考えている。 

  本日，これまでの研究会の検討状況をご報告するので，実りある議論を期待し



たい。そして，一人でも多くの市民に，被害者支援の取組の輪が広がることを期

待したい。 

今後，市民意見募集の結果も踏まえ，更に，犯罪被害者支援策研究会として，

検討を重ね，１２月の当懇話会で最終報告していきたい，と思うので，宜しくお

願いしたい。 

 事務局 （別冊資料に基づき説明） 

 谷口会長 ご意見，ご報告があれば，お願いする。犯罪被害者支援策研究会にも，

当懇話会にも参加の，宮井委員から補足があれば。 

 宮井委員  １点目，子どもが被害にあったときや，子どもが家族の被害を目撃し

たときの対応策を検討する必要があるか，と感じた。２点目，小中学生などに自

分で自分の身を守る，ルールを守るといった，法教育を行う機会があったほうが

いいのではないか，という意見が研究会であったことをご紹介する。 

 谷口会長 １点目は，子どもに対する支援。２点目は，規範意識をどう醸成するか。

当懇話会で議論があった，自助，つまり，自分で自分を守る，という取組に繋が

る話かと思う。事務局の考えは。 

 事務局 市民意見募集の結果も踏まえ，併せて検討したい。 

 谷口会長 本日は，まず気付いた点を発言いただき，市民意見募集結果も踏まえ，

併せて最終案に反映，と言う流れで基本的にはいい，ということか。 

 事務局 そう考えている。 

 川本委員 パブリック・コメント資料に，「犯罪及びこれに準じる心身に有害な影

響を及ぼす行為」とある。「これに準じる」とは，心身喪失などのことと思うが，

この範囲を超えた場合にどうするか。犯罪被害者支援の対象となるのか，という

質問が今後出ると思う。 

例えば，犬に噛まれた場合など。交通事故のうち車に跳ねられた場合は犯罪の

被害者だが，自損事故は対象外となる。そういった疑問に対する備えが必要では。 

こうした定義は，一般的に使用されているのか。 

 事務局 犯罪被害者等基本法の定義であり，先行して条例制定している他都市もこ

ういった定義を行っている。疑問への対応などは今後，検討。 

 奥村座長 犯罪被害者等基本法に加え，国の犯罪被害者等基本計画もこういう定義。

例えばストーカーも，犯罪と境界線上にある場合も。そうした，犯罪で無い場合

も含め，被害者支援の対象となる。基本法上は，かなり広い定義になっている。

趣旨は，境界線上の方々にも，できることはやっていこう，ということ。 

 宮井委員 条例の目的について。広く考えれば，被害者への支援が社会全体の安定

や，市民生活の充実のためなど，被害者以外の他の方々にも，言わば得になる，

という趣旨を書いても，とも思う。 

 谷口会長 被害者などへのアンケート結果でも，「総合的な相談窓口による支援」

のニーズが高くなっている。間口を広く，できるだけ来て貰う，ということか。 

 宮井委員 京都犯罪被害者支援センターでは，被害感情を持った人の話はまず聞き

ましょう，と。そして，犯罪か否か判明した段階で，対応を変えて行こう，と整

理している。 



 谷口会長 もう１点は，犯罪被害者支援策研究会で再検討，ということでいいか。 

 南舎委員 心身喪失の方による犯罪に関連して。例えば，心身喪失状態の方が加害

者となった場合でも，その被害に関して相談を受ける，という趣旨の議論だと思

うが，周囲から加害者が心身喪失ならやむを得ないのでは，とされるような状態

を懸念。 

 奥村座長 被害者支援は最大限努力する必要。一方で，加害者の社会復帰も考える

必要。被害者支援条例では無理だが，この懇話会も含め，そういったことを考え

ていく必要。 

 谷口会長 川本委員から第１回懇話会でソーシャル・インクルージョンという概念

もご紹介いただいた。改めて議論したい。 

   要するに，被害者支援の対象となるのは，基本的には，加害者の属性と関係な

く，被害を受けた方の被害状況による，と理解。 

 宮井委員 そのとおり。 

 緒方委員 条例案骨子だが，「４ 本市の責務」で京都市の責任が記載されている

一方で，「７ 民間支援団体の責務」で「施策に協力するよう努める」とある。

公的責任で全て京都市がやる，というふうにも読める。 

京都犯罪被害者支援センター以外の，新たな民間支援団体の登場や主体的な役

割にも期待しているが，パートナーシップ，あるいは，市民から京都市への提言，

といったニュアンスも含めて表現してもいいかも知れない。 

 事務局 ご指摘の，新たな民間支援団体の登場も前提に条例案骨子を作成。 

   「８ 民間支援団体に対する支援」にある，「民間支援団体に対する支援」に

は，京都市と民間支援団体がお互いに支援しあう，ということも想定。 

 谷口会長 京都犯罪被害者支援センター以外の団体について，新たに結成されるこ

となども含め，検討した結果，ということか。 

 事務局 はい。 

 谷口会長 なお，緒方委員のご発言は，そうした想定がこの表現では繋がりにくい

かもしれない，ということだと思うので，ご検討願う。 

 鈴木委員 １点目，生活安全条例と別に，犯罪被害者支援の特化条例を制定すると

いう仕組み。私どもとしても，生活安全は被害防止，と理解。別の条例を制定い

ただいたほうが施策を進めやすい，と感じている。 

 ２点目，民間支援団体。犯罪被害者対策室長も以前経験。警察では被害者支援

要員を指定し，初期的段階で，被害者を支援。起訴などを経て支援が長期化した

際に京都犯罪被害者支援センターに支援いただいている。ただ，センターは資金

が不十分。これらの支援や，その他の支援を，京都市からお願いできれば。そう

いう支援を想定されていると思うので，表現は事務局案のほうがいいのでは。 

 谷口会長 京都犯罪被害者支援センターに，京都市としての支援窓口をお願いして

いく方向，と伺っているが，予算的にはどうか。 

 事務局 支援策は全て協議中。また，庁内でも，来年度予算の要求中であり，来年

２月の市会定例会で提案する予定。現時点では，それ以上申し上げられないが，

実質的に支援できるよう，最大限努力しているところ，とご理解願いたい。 



 谷口会長 緒方委員のご指摘は，事務局案の表現に加え，京都被害者支援センター

が行政に政策提言していく，という表現を入れる，と理解。被害者支援策研究会

で今後検討願えれば。 

   被害者支援に関する条例を，特化条例とすることは，市民への啓発の効果も。

自分のこととして，考えていただける契機になるのでは。 

 川本委員 この懇話会で取り上げることではないと思うが，被害者支援は，引いて

は加害者支援にも繋がる。資料に記載する必要はないが，支援すべき対象は，被

害者だけではない，ということを，我々や京都市は認識しておく必要。 

 南舎委員 そのとおり。 

 谷口会長 いただいた意見は，１１月９日からの市民意見募集のリーフレットにど

う出していくか，事務局，奥村座長，そして私の三者で，修正するか，一旦これ

で意見募集するかを，一任いただくということでいいか（各委員同意）。 

（２）第２次生活安全（防犯・事故防止）基本計画（仮称）（素案）への意見募集 

 谷口会長 次に，生活安全基本計画について事務局から説明を。 

 事務局 （資料ｐ３～２７に基づき説明） 

   ただし，「１ これまでの取組，成果と今後の課題は…」の記述などは，庁内

調整中。少年犯罪の件数は減っており，こうした文言も議論願えれば。 

 谷口会長 ３つの視点からご議論を。１点目，ｐ３からのリーフレット。これが一

番市民に配布される。より詳しいことを知りたい方は，本冊を市役所，区役所，

ＨＰで読める，という仕組み。まずはリーフレットがこれで分かりやすいのか，

という視点。２点目，ｐ７からの素案本冊の文言なども含め議論願う。３点目，

どこに配布するのか。ｐ２７に一応の事務局案があるが，これらに加えてという

意見をお願いしたい。なお，各種団体を代表して委員に就任されている方は，も

し今分かるようなら「何部ほしい」といった話もお願いしたい。 

 まず，１，２点目について，ご意見を頂戴したい。 

 鈴木委員 素案の内容について。リーフレットの将来像に「事故や犯罪が少ないま

ち」とある。１点目，「生活安全」であれば「犯罪や事故」と逆の順にならない

か。２点目，「少ない」ではなく「ない」にならないか。 

 事務局 上位計画である市基本計画の最終案が来週議論される予定だが，市計画の

表現に合わせたものだが。 

 川本委員 １点目，日本は全国的に外国より犯罪発生少ない，そういうことを入れ

られないか。例えば，本冊ｐ１１の，素案本冊の下方に，京都の良いところが記

載されている。いいところと悪いところのバランスが大事。 

 菊池副会長 凶悪犯罪も，交通事故もない，という表現ではどうか。「事故や犯罪」

という順番は，反対のように感じる。凶悪犯罪もない，を強調しては。 

 生田委員 刑法犯認知件数の市民全体は件数である一方，少年犯罪は率になってい

る。少年犯罪も減少傾向にあるし，府民や市民全体も率で見れば全国でワースト

３前後だったのでは。 

犯罪発生件数は，青少年も含めた市民全体の課題。その中で特に青少年を，と

言う流れ，と認識。しかし，このリーフレットだけを見ると，青少年だけ悪くな



っている，と取られかねない。市基本計画審議会で公募委員からも「子どもを乗

せた保護者が赤信号で自転車通行していては，規範意識が育つか」と言う発言。

検討願えれば。 

 谷口会長 現状を正確に伝えることが重要。 

市民全体の率も入れればどうか。確か全国ワースト２と聞いたが。公開されて

いる数字を入れず，良い数字だけ入れるのも如何か。判明していることはきっち

り書いていく，という姿勢が大事。府民，市民全体も追加したら。 

 鈴木委員 今，数値は持っていない。ご相談いただけるのであれば，「減少してる

が予断許さない」などといった表現を部内で検討したうえで，事務局に提出する

ことは可能。早めに出す。 

 谷口会長 鈴木委員の将来像に関する意見だが，市基本計画でも議論されているが。 

 事務局 生活安全基本計画は，市基本計画に基づくもの。市計画に合せるのが妥当。 

 鈴木委員 市基本計画は，そのままの表現でも問題ない。 

 事務局 計画自体も「防犯，事故防止」と表現。市基本計画の下位計画ではあるが，

順番変更しても「懇話会議論を踏まえて」なら問題ない，と思料。ただ，市基本

計画はそのままになるが。 

 菊池副会長 １点目，「１０年後の目標」とあるが，これだけでは分からないので

は。２点目，指標の４つ目が「「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」と思う市民の割合」と表現が冗長過ぎる。 

 谷口会長 １点目は，数字だけ出てきても分からないので，リーフレットに載せな

くてもいい，という趣旨と理解。 

 大谷委員 指標は，事故や犯罪の発生原因を出して，だから少年犯罪が多い，とい

う分析が本来必要。そして，「だから少年や自転車に特化を」という流れのはず。

数字だけ出ていても，具体的でない気がする。 

 川本委員 犯罪発生（刑法犯）認知件数は「ピーク時の約６割までの減少を目指す」

などと記載されているが，根拠は。 

 事務局 犯罪発生認知件数は京都府での目標を適用。交通事故に関する目標は，国

の次期の交通安全に関する計画の目標をもとに算出。 

 川本委員 それでは，国の目標の根拠はどうなのか，となる。 

 谷口会長 根拠は難しい。一応，根拠があるということで整理できれば有難い。 

  「１０年後の目標」はリーフレットに載せないほうが，という意見もあるが。 

 鈴木委員 府知事の数値目標は，２６年を目標に府下で３万件半ば。一方，京都市

の計画は１０年先の話。警察は何をしていたのか，といった話にもなる可能性が

ある。もう少し検討させてほしい。 

 谷口会長 数値はリーフレットから削除する，ということでいいか。 

 川本委員 逆に，根拠もリーフレットに書いてもらうと，分かりやすい。数値をリ

ーフレットに記載することは否定しない。 

 谷口会長 府警と事務局で調整のうえ，できれば掲載。掲載する場合には，少し根

拠を入れてもらう方向としたい。 

   そのほかには，「犯罪や事故」の順に表現を修正するほか，「犯罪や事故が少な



いまち」か「ないまち」か議論がある。防災対策でも，減災という考えがある。

正直，１０年後に本当にゼロにはできないと思料。被害者支援も，そういう視点

から必要な訳なので，「少ない」はそのままでいいか。 

 鈴木委員 はい。 

 谷口会長 指標の「「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」と思う市民の割合」は，アンケート項目に基づく。 

 菊池副会長 自治会のことを尋ねるのは歓迎。リーフレットでは，「自治会の取組

により」と表現することも可能では。 

 谷口会長 まずはこのままで，次回には再検討としたい。 

 南舎委員 １点目，リーフレットでは，刑法犯検挙・補導少年の比率は，２１年の

数値と書くべき。２点目だが，共汗，融合。これらの言葉が言われてきたのは，

門川市長が就任してからだが，共汗を分かりやすく表現できないか。平易な言葉

で表現できないか。 

 谷口会長 我々が選んだ市長の公約，という側面はあるが。 

 菊池副会長 我々ボランティアからすると，良い意味での共汗にしてもらう必要。 

 南舎委員 我々は手弁当。共に汗をかく，という表現でいい。 

 谷口会長 市基本計画に委員として参画。「共汗」は辞書にない。もう少し丁寧に

工夫してもらえれば。 

 西松委員 地域団体が事業者と一体となって生活安全活動になる必要がある。高齢

者の安全が大事。最近，高齢者の交通事故が多発。 

なお，交通安全教室などに参加する方はいいが，参加されない方をどう啓発し

たらいいか，悩み。 

 谷口会長 高齢者だけでなく，子どももそうだが，環境整備も重要。また３０ｋｍ

未満での自動車走行で事故は激減する，と聞いた。重点取組を。 

 事務局 資料ｐ２０，本冊の下方に「地域活動などへの積極的な参加」などと記載。 

 丸岡委員 「もっと家庭をはじめ地域で挨拶運動を」はいい。一方，「もっと携帯

電話の使用抑制を」はどうか。「禁止」とは書けないが，いいアイデアが浮かば

ない。これでもいいが，他にふさわしい言葉があれば。 

主張したいことは，「子どもに本当に必要か，必要なら最小限の使用を」とい

うことだが。 

 谷口会長 携帯電話は賛否分かれる。 

 加藤委員 携帯電話のフィルタリングを推奨し，ここ２年ほど普及・啓発を実施。

「フィルタリング」という表現を入れれば。 

 丸岡委員 それは「制限」だけ。使い方そのものを，例えば何時以降使わないとか，

もあり得る。それなら事務局案どおり「使用抑制」がいい。 

 生田委員 資料ｐ１９，本冊に「携帯電話やインターネットの有害情報から子ども

を守る」とある。これでどうか。 

 谷口会長 今の議論を踏まえ，事務局で修正を。 

 山田委員 言うことはない。高齢者も書いてもらっている。我々も体が弱っている

のも事実。健康のため，戸外に出るよう言っている。 



 文案は言うことはないが，子どもに関しては家庭教育が大事。例えば，言葉の

使い方なども。これで結構。 

 谷口会長 教育，規範意識に関して，教育委員会では，学校，地域，家庭で一体し

て取組を進めている。 

生田委員 青少年について，少年犯罪対策だけの記載。「子どもを共に育む京都市

民憲章を推進」といったことを追加してもらえば。 

 事務局 資料ｐ１９上方に記載済み。 

 谷口会長 リーフレットに記載は難しいが，本冊で盛り込みたい。 

 加藤委員 数値目標は神経を使う。市民，事業者，行政など，皆で達成していこう，

という共通認識のもとで「１０年後の目標」が記載されているという前提で，了

解。この数値目標は相当厳しい。相当，市民の皆さんの努力が必要。それを理解

したうえで頑張ってほしい。 

 谷口会長 「１０年後の目標」達成に向け，警察だけでなく，市民，行政も一緒に

やっていく，ということ。 

 寺石委員 事務局案は良く出来ている。 

１点目，市民意見を提出される方は普段から意識がある。そういう方は，リー

フレットを見たうえで，素案を見られるだろう。ただ，一般の方は，例えばＰＴ

Ａの通常会員を想定すると，字数が多いと感じた。５つの項目ごとに書くと，こ

れぐらいの字数は必要だと思うが。 

 ２点目，４つの目標。ハードルを高めに設定するという前提でも，ある程度書

いたほうがいいのでは。努力しないと実現できない，という目標でないと。 

 ３点目，携帯電話。私は，人づくり２１世紀委員会の役員だが，私たちとして

も，携帯電話を取り上げるのは不可能。「使用のルールとマナーの向上」を目指

している。 

 谷口会長 字数は減らしたいが難しい。表紙に私の顔写真があるが，実際に生活安

全の活動をされているイラストなどを入れてもらったほうがいいのでは。 

 ２点目，「使用のルールとマナーの向上」というキーワードが出た。 

 丸岡委員 そのほうが分かりやすいか。 

 生田委員 そう思う。 

 谷口会長 そのキーワードを踏まえて，記載してもらえれば。 

 加藤委員 良く判るようにできている。 

前回欠席したが，高齢者・障害のある人に関し，代理の委員が発言。喜んでい

る。言うことはない。「使用のルールとマナーの向上」で結構。フィルタリング

もいいか，とは思ったが。 

 奥井委員 将来像の「事故や犯罪や少ないまち」に関して言うつもりだった。理想

は「ないまち」。だが，永久に途絶えないだろう。議論を聞いて，そうか，と感

じた。「ないまち」がいいが，我々は一件でも少なくなるよう取り組んでいく。 

 谷口会長 今この場で全て確定できないが，今後，事務局と相談のうえ，どう市民

意見募集に反映するか，一任いただければ（各委員同意）。 

   次に，どこに配布するのか。資料ｐ２７の案が確定している訳ではないが，「こ



の案にプラスしてここに」という意見があれば（なし）。 

 本日以後，「ここに」という気づきがあれば事務局に連絡願いたい。積極的に

意見募集にご協力いただければ有難い。 

（３）今後のスケジュール 

 事務局 （資料ｐ２８に基づき説明） 

 谷口会長 次回の第４回の懇話会では，市民意見を踏まえた審議を行う予定。引き

続きご協力願いたい。１２月４日の犯罪被害者等を支える府民の集いにも，でき

ればご参加いただければ。 

（４）その他，及び閉会挨拶 

谷口会長 その他，何かあれば（なし）。 

   今回は２時間の審議時間。厳しかったと反省。次回は，できるだけ配慮したい。 

 菊池副会長 熱心なご議論に感謝。 

谷口会長がリーフレットの写真を変更したら，と発言。今の写真は，綺麗で良

い写真。我々の代表に相応しいと感じる。感心していた。しかし，最後に会長自

身が「この写真をやめたら」と言われた。皆さん，どう思う。 

 大谷委員 爽やか。 

 菊池副会長 そういうこと。事務局は宜しく願う。 

   奥村座長にも感謝。１２月４日の府民の集いには，参加するつもり。今後も，

ご指導願いたい。 

   この前，市長が諮問されたが，もう今日で３回目。いよいよ市民意見を聞く段

階。１２月には，その意見も踏まえた懇話会。重要な時期を迎えた。お忙しいと

思うが，もうひと頑張り一緒に頑張りたいと思うので，宜しくお願いしたい。 

以上 


