
「京都市生活安全施策懇話会」摘録 

 

１ 日時 

 平成２２年１２月２２日（水）１３時３０分～１６時１５分 

 

２ 場所 

 職員会館かもがわ ２階大会議室 

 

３ 出席者 

  谷口会長，菊池副会長，宇津委員，大谷委員，緒方委員，奥井委員，加藤委員，

川本委員，大石委員（代理），小室委員，丸岡委員，南舎委員，宮井委員，山田

委員，鈴木委員（代理），前田委員（代理），小船委員（代理），山岸委員 

 

４ 摘録 

（１）開会挨拶 

 谷口会長 年末のお忙しい中，ご出席に感謝。本日は，犯罪被害者支援に関する条

例骨子案と，今後１０年間の柱となる，次期の生活安全基本計画の策定に向けて，

当懇話会として，市民意見募集結果を踏まえ，答申をまとめていく。大詰めの会。 
被害者支援に関しては，奥村正雄研究会座長に，前回懇話会と同様，本日もご

出席いただいている。これまで研究会として４回にわたり，市民意見募集結果も

踏まえ，精力的にご検討いただいた。その成果をもとに，本日，報告書並びに被

害者支援の答申案を作成いただいている。 
また，生活安全基本計画に関しても，１１月９日から１２月８日まで，１箇月

間にわたる市民意見募集を行い，皆さんのご協力もあって５０件弱のご意見が集

まった。多い少ないはご意見あると思うが，私としてはこうした行政の意見募集

としては多いほうと思う。わざわざご意見を寄せていただいた市民の皆さん，そ

して，委員の皆さんも市民意見募集にご協力いただいた。改めて感謝申し上げる。

これらのご意見などを踏まえ，事務局が答申の案をまとめている。 
本日は，今年度の，この懇話会での作業の，集大成となる，重要な会議。これ

まで色々意見交換してきたことを念頭に，「言い残した」といったことがないよ

う，活発なご議論をお願いしたい。 
 （２）京都市犯罪被害者支援策研究会の検討結果報告 

 谷口会長 議事（２）京都市犯罪被害者支援策研究会の検討結果報告について，ご

説明願いたい。その際，京都市生活安全施策懇話会としての答申（案）とも関わ

るので，被害者支援部分を併せてご説明願う。 

 奥村座長 本研究会において，犯罪被害者や御家族の方が切に願われ，必要とされ

ている支援のニーズについて，アンケート調査も生かしながら，実務的・専門的

見地からこれまで４回にわたり検討してきた。前回の懇話会でのご報告の後，市

民からの貴重な意見も踏まえて更に検討を重ね，１２月１０日に第４回研究会を

開催し，検討結果について報告書を取りまとめた。本日は，より幅広い見地から



御審議いただければ幸いである。 

２００４年に制定された犯罪被害者等基本法では，地方公共団体の責務が定め

られ，「地域の実情に応じた施策を策定」することとされているが，そうした意

味でも京都市独自の取組も盛り込むことができ，政令指定都市の条例としては先

駆け。他都市の模範になるのではないか。住み良い地域にも効果があると考える。

以上，簡単だが，ご挨拶に変える。以下，事務局からご報告願う。 

 事務局 （別冊資料，及び本冊資料ｐ１４に基づき説明） 

 谷口会長 前回の，この懇話会でのご意見も踏まえ，修正いただいた。 

 宮井委員 たくさんの市民意見をいただいた。研究会では，当初は不安もあったが

限られた回数の中で，まとめていただいて感謝。きちんと色んなことを入れても

らっている。 

 谷口会長 漏れなくまとまっているというご意見。 

 緒方委員 支援体制について具体的に示され，質が高い配慮。 

１点質問。プライバシーに関し，本人が特定されないようにすることが二次被

害を防ぐうえで重要であり，守秘義務があると思うが，被害者支援条例に盛り込

む必要はないか。どう考えたらいいか。 

 事務局 個人情報保護は行政の基本。自明の理。二次被害防止も含めた支援が条例

の目的。この条例では明記していない。 

 市民生活部長 個人情報保護条例で保護される仕組み。他機関と連携する中では，

他の機関にも，契約などで情報保護をお願いすることになる。そういう意味で，

条例には規定しないこととなっている。 

 宮井委員 当センターは公安委員会の指定を受けており，個人情報の扱いについて

も定められている。ただ，実際の支援では，罪名は必要だが，個人名は不要とい

う扱いになっており， 後の報告の際にだけ，個人名が必要になってくる。 

 谷口会長 市の責務，民間支援団体の責務のほか，市民の責務でも，「名誉又は生

活の平穏を害することのないよう十分に配慮」とある。これでも読めるか。 

 鈴木委員 相談窓口に関し，支援センターに置くとある。任せきりになるのか，市

と連携されるのか，少し危惧する。相談対応に当たって，市の各部局が対応され

ることもあると思うが。 

 谷口会長 一元化したうえで，その先の連携ということがご質問と理解。 

 事務局 まず，ワンストップ相談窓口として開設。別に京都市窓口を設けるよりは，

と考えた。犯罪被害者支援センターとして先ずお受けいただいた後，必要に応じ

各部局で受ける予定。地域づくり推進課としても，連絡調整を行い，庁内関係課

と連携したい。 

 谷口会長 府警とは十分調整されていると思う。 

京都新聞に記事が掲載されていたが，これまでも地域づくり推進課が相談窓口

だったが，相談件数はゼロと。それが悪いわけではないが，府，府警からの支援

に加え，京都市も更に支援する，という格好と認識。条例の具体化に向け，他に

もアドバイスがあればお願いしたい。 

 鈴木委員 事務局説明の趣旨は理解。 



市民に市の相談窓口が浸透していたか，という問題はあったかも知れない。市

に行った際，「犯罪被害者支援センターへ行ってほしい」とならないように配慮

いただければ。窓口を１箇所に絞ることはあり得ると思う。 

 事務局 ご指摘は，研究会でもご議論いただいた点。 

総合相談窓口として，まずはワンストップ窓口はどこか，と言われた際の窓口

が，犯罪被害者支援センターとなる。京都市からも積極的に周知したい。特に，

初に被害者に接するのは警察。警察からも周知してもらえるよう，連携したい。 

   もちろん，他の相談窓口に行かれることもあると考える。市役所の庁内でも，

啓発や研修が必要と認識しており，当然，たらい回しにするのでなく，きちんと

対応するよう，庁内向けにも情報発信していきたい。 

 谷口会長 利用する必要がある方が，相談先を知らない，ということを無くすこと。

庁内周知も重要で，たらい回しという言葉は死語に近いかとは思うが，そういう

印象を与えないサービス提供を心がけてほしい。 

 南舎委員 良く出来ている。 

気がかりなのは，相談窓口が月曜～金曜の１３～１８時となっていること。相

談する側は切実で，急を要している場合もある，と思う。京都府警察でもゼロ１

１０番というシステムがある。誰が見ても分かる電話番号設定もあり得る。 

真心が込められている必要がある。相談件数がゼロというのも，少し，やって

いることと，言うことが違うのかな，というイメージを持ってしまう。真剣な取

組が必要。 

 谷口会長 犯罪被害者支援センターは結成後約１０年経つ。相談に関する現状につ

いて，何かあれば。 

 宮井委員 被害者はまず警察に電話されることが多い。そこから犯罪被害者支援セ

ンターに来られるケースが多い。その後，例えば，仕事ができないなどの理由で，

生活保護申請のために各区役所に行くといったことはある。 

振り込め詐欺や傷害事件などもまず警察が対応。当センターへの相談は，他機

関からの情報提供というケースが多い。 

   被害者本人から直接相談があるケースとしては，事故の示談に不満を持たれて

いるものなどがある。その場合，カウンセリングや医療機関，弁護士を紹介する

ことなどもあるが，どこにも相談せずに 初に当センターに来られるケースは実

際には少ない。 

 谷口会長 相談時間内で対応できているか。 

 宮井委員 １３時の開始時間を待って電話して来られることもあるが，かつて相談

時間を午前中にも設定などしていたが，余り相談電話はなかった。 

時間外に個別対応のケースもあり，１９，２０時頃まで対応していることもあ

る。余り相談時間を長くすると冗長になる可能性もある。 

相談時間については，これまでから色々試しているが，今後も状況に応じて変

えることも考えていきたい。 

 谷口会長 これまで努力されてきていると理解。 

今後も行政と協力しながら改善をお願いしたい。 



 事務局 市町村レベルでの取組が不十分との認識のもと，政令指定都市では，岡山

市に次いで２番目に条例化を行う予定。ご意見も踏まえ，今後も，常にどういう

相談時間の形態がいいのかも含め検討していきたい。 

 奥村座長 相談時間に関する，南舎委員のご指摘も的を得ていると認識。先進国で

は２４時間体制もある。ただ，実際問題としては，費用，ボランティア負担の問

題があり，将来的な課題と認識。 

 谷口会長 市民の関心が不十分な面もあるかも知れない。ボランティアが増えれば

可能性があるかも。 

 川本委員 将来的な要望。連携は大事だが，別冊資料ｐ３１の左下に「その他の関

係機関等」とある。市立病院や府立医大や京都大学なども巻き込んでいくことも

将来的に検討願えれば，と思う。これらの機関も「その他」に含まれると思うが，

「その他」ではなく，支援のうえで重要な機関になるよう，努力を願いたい。 

 事務局 当該資料は，被害者支援の関係機関のうち，一定想定できる機関を記載。

ボランティア募集や，病院との連携も，広がりがあればいいな，と思っている。 

 谷口会長 警察にまず 初に相談されるケースが多く，その後，生活保護など関係

機関に行かれる，という話もあった。関係機関の中でも，重要度は一律ではなく，

異なる。様々な相談事例を集めながら，連携強化や改善に努力願いたい。 

 ご意見も出尽くしたと判断。変更意見なしと思うが，条例の具体化に向けた意

見はいくつかあった，と思う。それらのご意見を踏まえ具体化いただく，という

前提で，原案を承認する，ということで宜しいか（拍手で了承）。 

 （３）京都市生活安全施策懇話会からの答申（案） 

 谷口会長 では，議事（３）京都市生活安全施策懇話会からの答申（案）のうち，

生活安全基本計画に関し，事務局から説明願う。 

 事務局 （本冊資料ｐ２～３５に基づき説明） 

 谷口会長 １２月８日に市民意見受付を終了し，１５日に各委員に資料を発送と，

スケジュール的に厳しい状況だった。本文の内容を変える形で反映した市民意見

は２件となっているが，他にも，「この市民意見に基づき，本文の内容を修正し

ては」といったご意見をお願いしたい。 

 南舎委員 答申案は良く出来ているが，ｐ３０に「少年非行」とある。この言葉は

警察用語では。文部科学省では「問題行動」。「少年非行」か「問題行動」かどち

らがいいか。総務省は，「子ども・若者」といった括りもしている。 

 小室委員 法務省は，少年非行。なお，本冊資料ｐ３０の「保護司」記述の追加に

対して感謝。 

 川本委員 「問題行動」は範囲が広過ぎ，色々支障が出てくるのでは。なお，「保

護司」を追加するのはいいが，京都府や京都府警察と並列しているのに違和感。

「保護観察所」か，何らかの表現工夫が必要。 

 事務局 表現を検討したい。 

 小室委員 我々が所属しているのは，京都市保護司連絡協議会と，京都府保護司会

連合会。これらの名称で記載いただいてもいい。 

 谷口会長 どことの連携で問題解決を図るのかが大事。この視点を踏まえ，府か市



レベルの会名称に修正願いたい。 

 小船委員 「問題行動」という表現は全国的に使用。学校を中心とした概念。刑法

犯等との位置付けの違いもあり，表記は「少年非行」でお願いしたい。 
 菊池副会長 喫煙などは「少年非行」だが，犯罪ではない。 

 鈴木委員 「少年非行」は犯罪少年と，１４歳未満の触法少年に区分される。その

他も併せ，「少年非行」がいいのでは。 

 菊池副会長 「保護司」が文書に記載されたのは，初めて見た。小室委員の指摘か

と思ったが。 

 小室委員 府庁で講演したが，初めて知ったという人が多かった。「保護司」の認

知度が低い。 

 菊池副会長 西京では「保護司」は有名。社会を明るくする運動もそう。 

 谷口会長 「保護司」は記載し，表現を工夫する，ということで理解願いたい。 

 菊池副会長 本冊資料ｐ１５の計画概要案の「１ これまでの取組，成果と今後の

課題は…」には，「京都市が安心で安全と思う市民が６５％」とあるが，右側の

「４ １０年後の目標」には「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」で５０％以上を目指す，とある。

よく読めば分かるが，こうした概要版の１枚ものの中に，両者があるのは，一般

市民が理解しにくいのでは。 

 事務局 本冊資料ｐ２０には一定の説明。６５％は，次期計画策定のためのアンケ

ートでの，「京都での暮らしが安心で安全」と思う市民の割合。一方，５０％を

目指すのは，本冊資料ｐ２５の下方にあるが，別の調査項目。 

アンケートの種類が違うのだが，分かりにくい，ということであれば，表現を

工夫したい。 

 菊池副会長 うまく工夫してもらえれば。 

 事務局 ご意見踏まえ，考えたい。 

 菊池副会長 「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」という質問項目の表現も工夫いただければ。 

 計画概要案などで少年の説明として「（１４～１９歳）」が追加されたが，１４

歳未満はいわゆる触法少年。間違いではないが，一般的にこれで分かるのか。 

 鈴木委員 「犯罪少年」のほうが分かりやすいか。この用語を使えば，法的に「１

４～１９歳」を意味する。 

 川本委員 「注」で少年の説明をしてはどうか。「法律上こうなっている」と書く

こともあり得る。 

菊池副会長の，アンケート調査の表現に関するご指摘は，「事故や犯罪を防ぐ

ための自治会などの取組により，安心して暮らせるまちである」としてはどうか。 

 事務局 当該アンケートの表現は，実際に市民に問うた表現。今の時点で変えると

逆に誤解を招く恐れ。なお，アンケートの表現は，経年比較などもされているの

で，今後，変更可能かも含め，検討したい。 

 谷口会長 当該アンケートの表現としては，表現を変えてもいいのでは。計画本体

に「実際のアンケート質問はこう」と，注釈を入れればいいのでは。 



 菊池副会長 アンケートの表現は，将来的に考えてくれたらいい。 

 谷口会長 先ほどご指摘のあった，少年の１４～１９歳という表現は，誤解を招く

ので注釈を入れてほしい。 

 鈴木委員 犯罪発生（刑法犯）認知件数の目標も，当方の意見を入れ，２万件半ば

に修正いただいた。なお，京都府警察では，平成２６年に３万件半ばを目標とし

ていく予定。京都市内では，その頃に２万件半ばという目標が達成することにな

るのでは，と思う。以上，ご報告。 

 もう１点。「５ 生活安全の取組方向」の「分野別施策」に関して。犯罪を抑

止することが，この計画の重点では。その考えに沿うと，分野「交通安全」は分

野「被害者支援」の前になるのでは。 

 谷口会長 府全体の目標はご指摘のとおり。 

２点目の分野の順番は，本冊の目次どおりとなっている。概要の順番を変更す

ると，本冊も変えることになるが。次期計画の分野の順番は，１０年前策定の現

行生活安全基本計画を踏襲している形の順番となっている。 

   防犯，事故防止とも大事。交通事故も大きいのかな，とも感じる。この順番で

もいいかも知れない。パブリック・コメントでも，交通安全に関して，多くのご

意見をいただいている。加えて，地域コミュニティ活性化など，防犯も事故防止

も，基本となる対策は共通している。 

 鈴木委員 前回の懇談会で意見を提出し，将来像の表現を「犯罪や事故」の順に変

えていただいた。犯罪を撲滅を前面に出す意味で，犯罪の次に事故で如何か。 

 菊池副会長 鈴木委員の意見に同意。交通安全も身近なものに違いないが，防犯と

交通事故については，犯罪は故意犯が多く，交通事故は過失犯が多い，という特

徴も。意見の順でいいのでは。 

 前田委員 交通安全については，別途計画を策定する予定でもあり，鈴木委員のご

意見でいいのでは，と思料。 

 谷口会長 では，順番を変更する。並替えを事務局で願う。なお，その際，本冊資

料ｐ２２上方で犯罪と事故の順番が修正されていない箇所もあるので同時に修

正を。 

 鷲頭部長 並替えの順だが，「６ 犯罪や事故発生時の緊急体制」の後に入れると，

少し順序が逆転しているのでは，という感じも。悩ましい。 

 大谷委員 交通安全を先に記述すべきでは。不注意による事故がなくなれば，犯罪

も減るのでは。 

 菊池副会長 交通事故は起こしたくないのに起こす。これが過失犯。一方，犯罪は

故意犯。故意犯のほうが，抑止できる。したがって，故意犯が多い犯罪の抑止を

重視すべき，と考える。 

 川本委員 ここまで出来上がったものを大幅に変えるのは大変か。今の案を基本に

しては，と思う。 

 菊池副会長 終的には拘らない。 

 宮井委員 このままでどうか。 

 谷口会長 交通安全は別計画がある。前回懇談会でも，犯罪と事故を入れ替えした。



一方，組み換えが難しい部分もある。目次で言えば，「３ 市民の自主的活動」

は今回の計画の打出し部分でもあるので，「２ 交通安全」と入れ替える，とい

うことでお願いしたい。 

 大石委員 一般市民として，こうした懇話会があることを前回懇話会で初めて知っ

た。もう少しＰＲが必要では。ＤＶなどにしても，どこに相談できるのか，分か

りやすくしていただければ，と感じた。 

 谷口会長 行政だけで良いことしても，必要な市民に届かないといけない，という

こと。それには，行政だけでなく，我々も努力が必要。 

 南舎委員 先ほど議論のあった，本冊資料ｐ３０の「保護司」はどう扱うか。 

 谷口会長 京都市か府か，組織名に修正，を事務局で検討，と整理。 

 南舎委員 「地域の保護司等と連携しながら」でいいのでは。 

 谷口会長 現場の方々を元気付けるのが大事。 

 南舎委員 保護司だけではないということも含め，「等」を入れたら。 

 菊池副会長 社会福祉協議会など各種団体の方が他にも多くいる。そういう方が見

た際に「なぜ保護司だけ」と言われないように，という趣旨のご発言と，理解。 

 小室委員 更生保護に携わっている方全てで結構。 

 谷口会長 少年非行，ということで，更正保護に直接関わっている，ということを

重視し，京都市保護司連絡協議会か，京都府保護司会連合会かの，機関名に修正

することで整理したい。「なぜ保護司だけ」との意見があれば，これらの考えを

説明願えれば。 

 丸岡委員 ずっと良くなっている。本冊資料ｐ２６の挨拶運動だが，市民と事業者

の，両方の取組方向例として記載されているが。 

 事務局 挨拶運動。一般市民に加え，事業所でも，ということで重複して記載して

いる。 

 谷口会長 事業所でも挨拶運動されていると思うが，事業者に関しては「家庭をは

じめ各地域での」を削除し，「挨拶運動」だけでもいい。 

もう１点。「見守り活動」が展開されているので，これも加えてほしい。実際

には，「見守り活動」が「挨拶運動」も重複しながら活動。 

 山田委員 立派なものができている。挨拶運動もいいこと。 

地域によって違うが，私の学区では，保護司会という組織がなかったと思うの

で，順次，作っていかれるのがいいのでは，と感じた。 

 小室委員 全国的に組織化。法務省から各地域にお願いされているはず。 

 前田委員 本冊資料ｐ１５の「４ １０年後の目標」。「２２年までの目標の概ね半

減」との説明があるが，これだけ見ると，死者数３４人の半分（１７人）と取ら

れないか。本冊資料ｐ２５の，本冊には説明が書かれているが。 

 事務局 「２２年までの目標」である，４０人の記載がなく，分かりにくい，と言

うことだと思う。表現を考えたい。「２２年までの目標」の次に「（４０人）」と

入れても。 

 小船委員 生活安全に係る今後の取組について，行政の主要事業例にも上っている

が，教育の重要性を認識し，連携して進めていきたい。 



 小室委員 この会での議論，参加できたことに感謝。 

 加藤委員 立派なものができた。 

携帯電話のフィルタリングに関する記載がないが，意味は分かるのでいい。こ

れまで見守り隊などもしている。子どもたちも安心。親が出られないこともある

が，女性会では，登下校の際に家から出て取り組んでいる。日々のことで見守り

ができ，地域の皆さんからも感謝されるいいことと認識。 

 奥井委員 ４回にわたり皆さんの苦労が実ってきたと思う。満足。１０年先に見直

すときには，「実現できたので，これは削除」というふうになってほしい。特に

気になるのは自転車。１０年後までにどう改革されるか注目。 

緒方委員 勉強になった。本冊資料ｐ３０だが，「社会的に弱い立場にある人たち」

とある。決め付けるのは如何か。「社会的支援が必要な」など表現工夫いただけ

れば。 

谷口会長 文言修正検討を。 

大谷委員 参加して，すごく面白く，勉強になった。 

宇津委員 商店連盟代表として参画。安心安全まちづくりで一生懸命やっている。

自転車マナーがクローズアップされているが，今一番大きい問題と捉えている。 

また，安心安全に買い物してもらうための事業としての，防犯カメラ。これも

大きくクローズアップされる，と思う。補助事業も京都市が既に取り組んでいる。

当商店街も取り上げることとした。時代を反映する計画になっている。満足。 

谷口会長 後に私から意見を。１点は，本冊資料ｐ５の，３６番目の市民意見と

して「連携ネットワークには，小中高校も含むほうがよいのではないか」とある。

本体資料ｐ２２には，「市民，地域団体（自治会，各種団体）など，事業者が互

いに連携し」とある。連携ネットワークには，学校や，行政も入る，ということ

を入れた方がいい，と思う。 

２点目。市民意見として，活動アイデアも頂いている。親子や高齢者の交通安

全教室など。実際に活動される際に生かしたいと思うので，事業取組のアイデア

について，１～２枚に整理してもらえれば。答申に入るか。関係者に伝える際に

活用できれば。 

３点目。本体資料ｐ３の３，１３などの市民意見に関して，府警と教育委員会

で取組のスクールサポーターを，後押しする意味で盛り込んでは，と思っている。

そのように漏れている事業は，私のほうで追加させていただきたいな，と思って

いるが宜しいか（了承）。 

山岸委員 改めて感謝。市基本計画は，市会議決を得て，新年度から実行に移され

る。この計画もそうだが，文化市民局では他の分野別計画も見直し。男女，若者

の計画も。 

行政だけでは，まかないきれないのが実態。保護司，少年補導，市政協力委員

など地域で活躍されている方も多い。役所の戸棚にこの計画を置いておくのでは

なく，皆さんにも協力いただけるように，考えていきたい。今後も宜しくお願い

する。 

菊池副会長 平成１２年に現行の生活安全基本計画が作成された。 



保護司の背景は法務省。西京区では，国や府市の取組，ということでなく，い

いことなら積極的にやる，という姿勢で取り組んでいる。 

谷口会長 行政には縦割りの問題が残っているが，住民は一人ひとりの方のために

頑張っている，ということの確認のご発言と理解。既存団体の頑張りが重要。こ

の計画推進に当たり，一層のご理解とご協力をお願いしたい。 

修正箇所もあるが，時間的に第５回懇話会を開催するのは難しいと思うので，

修正については，事務局と会長に一任いただけれるか（了承）。各委員には，答

申までに 終版をお送りしたい。 

後に今後のスケジュールを事務局から説明願いたい。 

事務局 （本体資料ｐ３６に基づき説明） 

谷口会長 今年度は 後の懇話会となる。 

いよいよ答申され，計画ができあがる。しかし，本当の本番は実行，実現の段

階。公募委員も含め，各種団体の力が大事。１０年間は，皆さん元気で，計画推

進にご協力を。 

菊池副会長 今日は激論。色々教えてもらった。事務局説明のとおり，市長に１月

答申予定。この順序で，できあがる。 後までこのメンバーでやった。計画実行

が本番になる。力を合わせて取り組みたい，と思うので，宜しくお願いする。 

以上 


