
「京都市生活安全施策懇話会」摘録 

 

１ 日時 

 平成２３年８月１０日（水）１４時～１６時 

 

２ 場所 

 京都市消費生活総合センター研修室 

 

３ 出席者 

  谷口会長，菊池副会長，加藤委員，川本委員，大石委員（代理），小室委員，寺

石委員，丸岡委員，南舎委員，宮井委員，北田委員，鈴木委員（代理），川村委

員（代理），大賀委員（代理），西出委員 

 

４ 摘録 

（１）開会挨拶 

 谷口会長 お忙しい中，また暑い中の，御出席に感謝。 
本日の会議では，昨年度策定された，１０年間の生活安全（防犯・事故防止）

基本計画の，初年度の実施計画を御報告いただく。 
とりわけ，基本計画の大事な重点戦略の一つである，地域コミュニティの活性

化に向けた条例の骨子案を御報告いただくとともに，新たな取組として，暴力団

排除条例，防犯カメラの設置促進に向けた取組といった事項も御説明いただき，

皆様からの御意見を頂戴したい。 
本日の，折角の機会を生かして，ぜひ活発な御議論をお願いしたい。宜しくお

願いする。 
 （２）平成２３年度の生活安全施策の推進 

 谷口会長 それでは，まず議事（１）平成２３年度の生活安全施策の推進について，

御説明願いたい。 

 事務局 （別冊，及び本冊ｐ２～１１に基づき説明） 

 谷口会長 新規・充実事業が１７事業，その他にも，少年非行問題対策会議などが

動き出した。少年非行に関しては，府下で刑法犯検挙された少年の人口比がワー

スト１（平成２１年）となった要因を分析するため，府が担当課となり，京都市

なども参画したうえで少年非行問題対策会議が設置されたもの。第１回会議には

私も参加した。同会議で，ある程度方向性を示してもらえれば，と期待。 
その他にも，被害者支援に関する条例が制定され，具体的な取組が実施されて

いる。お手元に配付されている，思わず手に取りたくなるような被害者支援のリ

ーフレットもできた。また，地域コミュニティに関する条例制定に向けた取組に

加え，防犯カメラも府のガイドラインに準拠しながらモデル事業を実施していく

こととなっている。 
それでは，後ほど時間を取っている暴力団排除条例以外の，１６の新規・充実

事業について，またその他の継続事業に関しても，何か御質問，御意見等があれ



ば，お願いする。 
 川本委員 生活安全実施計画のｐ９の「ＮＰＯなどによる防犯・交通安全出前講座」

だが，どんな形で実施されるのか。 
 事務局 安心安全ネットに対する支援の一つとして想定。原則として，２３年度は

「区・支所ごとに，年間１回まで」としており，計１４回を予定。 
 川本委員 同出前講座の広報は。 
 事務局 補助金の創設など，他の事業とセットで各区支所から各学区に広報してい

きたい。 
 川本委員 一般市民全般に，広くお伝えしない，ということか。例えば，私が，左

京で開催される出前講座に参加する，といったことが可能か。 
 事務局 まずは，市全体の２２７学区にはお伝えていきたい。御指摘の，一般市民

の方への拡大は，今後の検討課題。 
現時点でも，例えば複数学区が協働で出前講座を開催するといった形にも，対

応していきたいと考えている。 
 谷口会長 出前講座は，いい取組。御指摘の点も踏まえ，検討願いたい。数多く手

が上れば，別に設けられている「京都市政出前トーク」でも対応願いたい。 
 事務局 既に「京都市政出前トーク」でも，第２次生活安全基本計画に関するもの

で内容は異なるが，講座を設定している。 
 谷口会長 京都市には，警察の方も出向されている。「京都市政出前トーク」も今

後の充実を期待。 
 川本委員 いいことと思う。是非，より良くしてほしい。 
   次に，学生防犯ボランティア・ロックモンキーズとは，生活安全実施計画のｐ

２９のとおり連携されている。防犯に関しては，例えば，京都産業大学の学生ボ

ランティアであるサギタリウスなどもあるが，これらの団体とは連携しないのか。 
 事務局 まずは京都府警察の仕組みであるロックモンキーズと連携。今後，必要に

応じ，他の団体とも，可能な範囲で協働していければ，と思う。 
 南舎委員 我々少年補導委員は，日頃の少年の健全育成活動や非行防止活動と併せ

て懇話会で議論された少年非行問題対策や，薬物乱用防止対策の推進等にも深く

関わっている。 
また，今回新たに学生防犯ボランティアの事業が実施計画に導入され，安心安

全の取組の観点から前向きな対応がなされた反面，地域で永年にわたり恒常的に

取り組んでいる少年補導委員も，従来の活動に重ねて，地域の安心安全のために

取り組んでいる青色防犯パトロール車の運用も京都市では認知度が低く，かつ助

成の裏付けもない状況で活動していることや，また府の薬物乱用防止指導員の委

嘱による活動も，チラシ等の啓発活動だけであり，行政側との連携活動もない状

況は，青少年が薬物乱用していることが大きな社会問題になっている現在，果た

して委嘱されるに値する役職であるか疑問のあるところである。 
しかしながら,今回の懇話会で議論された新規事業並びにその対象となる団体

や組織化等には将来に向けた取組とし何ら異議を唱えるものではありませんが，

行政側（市，府，警察）から我々に対して関連ある組織として様々な協力が求め



られたり，事業に組み込まれることは，時には活動の面や効果の面で戸惑いがあ

ることは，まだまだ行政の縦割りによるねじれ現象の影響を受けていることを，

特に行政側には認識していただきたいと思う。 
京都市では自治会の加入率も年々低下し，地域の自治連合会の予算も低下して

いる状況で，多くの少年補導委員の活動を再評価していただくと同時に，行政側

には個々の施策の立案を土台に，今まで以上に行政側で調整したうえで，我々に

提示していただくよう願うものである。 
 西出委員 今年の３月まで区役所に勤務。その頃も御指摘のことを実感。 

行政のセクショナリズムが一つの原因だと思うが，府も市もそれぞれの所管事

務に関しての受け皿を地元で作り，地元の方々に協力してもらっている。例えば，

防犯，交通安全などでも，それぞれに地元に組織がある。更に今御説明した安心

安全ネットもある。自治連が中心に動いている地域や，学校が中心になっている

地域もあるが，これらが別々に動いている地域もある。 
 先日，府，府警と話をした際にも，そういう仕組みづくりを，と話。ただ，そ

う言うのは易い。様々な地元事情もあり，京都市側から「これでやってほしい」

と地元に対して言えないが，地元の実感，実態に関する意識を持って，行政，地

元がそれぞれ時間を掛けながら，進めていきたい。 
加藤委員 私も少年補導のメンバーでもある。防犯の，平安レディースにも参加し

ている。青色防犯パトロールに関して，「何の補助もない」という声には同感。 
次に，防犯カメラの設置に関して，今年度のモデル事業ではどんな場所を想定

されているのか。 
谷口会長 西出委員の感想も伺ったが，行政は常に地域の在り方に問題意識を持っ

ておられる。一気に，という解決策はないと思うが，府警との人事交流など，様々

な努力は行政としてもされている。これに懲りずに，現場からの声を，上げ続け

てほしい，と思う。 
 次に，今御質問のあった，防犯カメラの今年度事業について，もう少し補足説

明願いたい。 
事務局 本体資料のｐ１１を見ていただきたい。今年度は調査研究とモデル事業を

実施。現時点では，調査研究を開始したところ。モデル事業は８台程度を想定し

ており，警察や地域の実情などを踏まえ，数地区程度で考えていきたい。設置主

体は，地域団体などを想定しており，それらの団体への補助を想定している。 
川本委員 資料に川崎市の事例を掲載いただいているが，防犯カメラの先進国，イ

ギリスでは，「防犯カメラはもう限界ではないか」という議論もある。当然，全

家庭が防犯カメラを設置する，といった状況まで進むことはないが，そうした海

外の事例も含め，調査研究をいただければありがたい。 
 谷口会長 モデル事業は，防犯カメラの設置促進を進めていくとすれば，設置促進

に当たっての課題をしっかり出してほしい。補助制度を来年度以降，制度化する

のであれば，その制度を補強できるような，モデル事業にしてほしい。 
 宮井委員 近年，マンションでは防犯カメラを取り付ける事例が多い。そういった

事例も参考にしてほしい。 



 谷口会長 マンションの実績も，可能な範囲で調査研究の対象に。 
 小室委員 自転車マナーの問題だが，先日，歩道を歩いていたら，中学生と思われ

る若者に自転車を腕にぶつけられた。「どけ」という感じだった。こうしたとき

には，即座に声が出ない。マナー向上のために一生懸命努力いただいているが，

私から指導，指摘できる状況ではなかった。 
通行可能な道路か否かの標識も含め，自転車マナーの問題に関して，指導員が

必要ではないか。京都は観光都市でもある。 
 事務局 市の取組を説明。自転車安心安全条例も制定。府や府警などとも連携しな

がら啓発している。 
御指摘の指導に関しては，最も問題となる，四条通，河原町通界わいにおいて，

違法駐車対策の指導員（サービス事業推進室職員）を自転車安全利用促進啓発員

に任命し，取り組んでいる。 
   また，年数回，府警にも協力いただき，一緒に啓発活動に取り組んでいる。 
 寺石委員 実施計画のｐ３７のとおり，七条駐輪場など，新たな駐輪場の整備が進

んでいる。いいことだと思う。 
一方，外国人観光客がレンタサイクルで河原町通なども通行しており，アナウ

ンスが必要。レンタサイクル業者も，貸すだけでなく，啓発も行うといった取組

が必要。 
事務局 自転車安心安全条例には，レンタサイクル業者も含め，協力してもらうこ

とを想定。今後，レンタサイクル業者と連携し，御指摘の点を実現していきたい。 
 谷口会長 いい御指摘。ＰＴＡとしての見解は如何。 
 寺石委員 親としての責任はあり，できていないこともあると思う。 

交通教室は昔より減っているが，開催しても，子どもが集まらなかったり，交

通教室を開催する学校まで自転車で行くのが危ないと子どもを止める親もいる。

子どもも，交通ルールは分かっているが，それを実際に守りきれていないのが実

情だと感じる。良い知恵があれば御教示願いたい。 
 谷口会長 中京区基本計画の策定に当たっても議論したが，中々，有効な解決策が

ない。行政，地域，家庭が粘り強くやっていくしかないのでは。 
 事務局 実施計画のｐ３４。これまで警察と学校などでも交通安全教室をされてい

るが，京都市としても，高校生等を対象にスケアード・ストレイト方式（スタン

トマンによる実演方式）による教室を開催したい，と考えている。 
 南舎委員 地域コミュニティの活性化に関して一言発言させていただく。公務員で

あっても，家庭に帰れば一市民であるので一旦退職すれば，在職中に勉強された

知識と経験を，出来るだけ地域に返していただきたいと考えている。 
しかしながら,地域に貢献するにしても直ぐにとはいかない。なぜならば在職中

は，地域の事情に疎く，顔見知りもない状況では無理があるからである。 
そこで，地域に貢献する思いを，在職中から少しずつ地域の方と顔合わせをす

ることが大切であると思う。当然できる範囲で結構。 
   もう１点，市政協力委員である自治会長のスキルアップが必要と思う。社会の

最小単位である自治会長の選出は，今やくじ引きで選出される現実は，京都市の



様々な施策の浸透を図る地域のリーダーとしての力量不足があるように思う。 
京都市でも，自治会への加入率が低下した対策として，市民しんぶんや区民し

んぶんをコンビニエンスストア等に置くなど努力されているが，それも特効薬に

なっていない。市民しんぶんを，自治会に入っていない世帯分も京都市からもら

って配布しているケースもあるが。 
この際，いっそのこと，府民だよりのように，新聞折込による配布に変更して

も良いのではないかと思う。 
京都市の職員も市民に対しパートナーシップとして位置付けているのであれ

ば，上からの目線ではなく，もっと腰を低くして市民側の立場に立った施策の立

案や説明により，市民がぜひ協力したいと思わせる環境を，もっともっと現場に

浸透させる必要があるように思う。 
 谷口会長 貴重な市民の意見と理解する。京都市は受け止めて欲しい。 
   犯罪被害者支援に関しては，この４月から条例が制定。宮井委員は犯罪被害者

支援センターで実務もされているが，感想は如何か。 
 宮井委員 順調。例えば，こころの健康増進センターなどと連携して進める事業も

うまく行っている。京都市に給付金支給いただいた事例も。京都市の窓口の方は

熱心に関わっていただいている。うまく行っている。 
 谷口会長 安堵。何か問題あればこの場でも提起いただき，改善していきたい。 
 鈴木委員 防犯ボランティアに対しては，今後も支援していきたい。 

青色防犯パトロールが話題になっていたが，福知山と宮津市で補助制度が開始。 
なお，実施計画の「はじめに」だが，昨年から，少年対策にこれまで以上に取

り組んできており，確かにワースト１１になった。しかし，府警では，「一定の

効果」と言っている程度であり，表現にある「一定の改善」を修正してほしい。 
 谷口会長 少年犯罪に関しては，厳しい眼で見ていきたい。事務局で修正して欲し

い。 
では，本日の様々な御意見を踏まえ，今年度の生活安全に関する事業を進めて

いただく。あるいは，来年度に向けて検討いただく，ということにしたい。 
 （３）暴力団排除条例 

谷口会長 では，次に，暴力団排除条例について，事務局から御説明願いたい。 
 事務局 （本冊資料ｐ１３～２１に基づき説明） 
 谷口会長 暴力団排除条例は，府条例の規定を踏まえながら，今後検討，とのこと。

府条例や市の今後の方向性などに関して，御意見，御質問があればお願いする。 
 川本委員 地域コミュニティも，暴力団排除もそうだが，いずれもいいことだが，

具体的ではない。私たちが何をしたらいいのか，書かれていない。工夫してもい

いのでは。 
 事務局 事業者の役割として，第１４条から１６条までで，暴力団を使ってはだめ，

などの比較的具体的な規定を設けている。 
この条例は，社会全体で暴力団に対峙していこう，ということを明らかにしよ

う，という趣旨のもの。 
 川本委員 いわゆるフロント企業のように，「私は暴力団員」と言って契約する方



はいないから問題がある。相手が暴力団員かどうか，一般の市民は分からない。 
 事務局 御指摘のとおり。例えば，企業の役員には入らず，実質的に支配している

ケースもある。 
本年６月に京都市にも業者の排除を勧告。当該業者は，暴力団組長とゴルフや

結婚式出席などを重ね，密接に暴力団と関係している者だった。こうした密接関

連企業も排除していく姿勢。 
７月にも，府下で密接関連企業を自治体の指名業者から排除願い，府警として

も積極的に報道への情報提供もした。 
 川本委員 是非広報をより積極的にしてほしい。我々市民が何をしたらいいのか，

を。 
 谷口会長 重要な指摘。条例で施策は進むが，事業者も市民も知らないというケー

スも。行政の施策をしっかりと伝えていただく。正しい知識，情報を知る機会を

提供するよう，努めてほしい。 
   暴力団排除の条例は，皆さんそれ自体は御異存ないと思う。パブリック・コメ

ント（市民意見募集）の実施に併せ，この懇話会委員の皆さんの意見を伺っても

らいたいと思うので，その際には御協力願いたい。 
 （４）その他 

谷口会長 それでは，これまでの，二つ議題を振り返って，言い残したことなどが

あれば御発言をお願いしたい。 
できれば，これまで発言されていない方に，感想だけでもお願いできれば。 

北田委員 本日の懇話会での皆さんの意見を参考にしたい。昔，少年補導も経験。

少年補導は活動が幅広い。 
伏見で自治連会長もやっているが，人材が育たない。会長の後任も中々見つか

らない。戸惑っている。 
自転車に関する子どもへの教育。伏見署にお願いし，大人と子どもと一緒に８

月中に教室を開催したい。今の高校生でも，子ども時代の教育がうまく行ってい

ない例が多いと感じる。親から教育することが必要。 
放置自転車。中書島駅の取締を毎月実施。「３０００円徴収されるなら撤去自

転車を取りに行かない」という方や，「６０００円で新しい自転車を買える」と

いう方もいる。幾ら取り組んでも追いかけっこ状態。ただ，警察官がいれば言う

ことを聞かれるケースが多い。 
 谷口会長 同感。地域コミュニティの世代交代の困難さ，高齢化も包含されている。

子どもの頃から教えないと，大人は変わらないかな，と最近思っている。 
 川村委員 自転車の交通マナーの問題について。警察では，市と連携しながら取組

を進めている。昨年，全国に先駆け，専従の係を設置。現在も重点的に取り組ん

でいる。引き続き協力願いたい。 
 大賀委員 話題だった少年非行や自転車問題は大きな課題と認識。 

ほかに，携帯電話やインターネットも大きな課題と考えている。小学生約３割，

中学生約６割が携帯を持っているというデータも。スマートフォンも厄介。使用

規制が大きな問題となっている。校長会とも一体となってやっているが，ＰＴＡ，



更には，この懇話会に御参画の皆さんとも協力していきたいと思うので，宜しく

お願いしたい。 
 丸岡委員 地域も家庭も学校も一緒に，という姿勢で取組を進めていきたい。 
 大石委員 自転車に関して，たばこを吸いながらの運転が気になる。取り締まるの

は難しいかも知れないが，注意できないか。 
地域コミュニティの和を広げることに同意。ただ，マンションに住んでいるが，

例えば地元の地蔵盆に声を掛けられたことがない。 
 谷口会長 皆さんの多岐にわたる御意見を伺った。私としても，地域コミュニティ

の創造力を意識しながら，様々な問題解決に当たり，自分自身も見つめ直したい。 
 菊池副会長 皆さんには，大変充実した議論をいただき，率直な御意見をいただい

た。本日御報告の事業は全て安心安全に重要と思うが，とりわけ，暴力団排除条

例や防犯カメラ設置促進といった課題は，京都市でも重点的にお願いしたい。 
  青色防犯パトロールに関して，福知山や宮津の話があったが，青色防犯パトロ

ールは亀岡や舞鶴が多い。西京も３０台を運用。会議でも御指摘があったように，

どこからもガソリン代が出ないなど苦心しながらやっている。青色防犯パトロー

ルは役立っているので，今後も，府市協調で宜しくお願いしたい。 
   暴力団排除条例は，まず暴力団排除を，今回のように取り上げることが大切。

市民全体でガードを固めている姿勢を，暴力団に見せることが大事と思う。 
   引き続き，この懇話会委員の皆さんのお力もお借りしながら，地域の安心安全

に取り組んで行ければ，と考えており，今後も宜しくお願いしたい。 
 西出委員 本日は，長時間にわたり，熱心な御討議をいただき感謝。 
   京都市としては，この生活安全施策懇話会からの貴重な御意見に基づき，より

一層，生活安全施策の推進に努力していく。 
   特に，地域の安心安全には，地域コミュニティが基本であると改めて認識。た

だ，コミュニティ活性化は行政がやるべき性質のものではなく，どうすれば地域

も行政もやりやすくなるのか。京都市としても，例えば先ほど御指摘のあった地

蔵盆に関する先進事例をお伝えするなど，何らかの，呼び水となる取組をと考え

ている。 
   そうしたことも含め，地域コミュニティ活性化の推進及び支援に関する条例

（仮称）骨子案に関して，何か言い忘れたことなどがあれば，御意見記入用紙を

お配りしているので，記入いただき，お帰りの際，事務局にお渡しいただければ，

と思う。 
   今後も，宜しくお願いしたい。 

以上 


