
 

 

 

 

 

 

 

 

第２次京都市生活安全（防犯・事故防止）基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京 都 市 
 



 

 

市長からの御挨拶～ 生活安全基本計画に寄せて ～ 

 

 

 かけがえのない命や財産を救えるのは人の力です。一人の力

では限りがありますが，多くの人が力を合わせることで守れる 

ものがあります。 

私は市民の皆様と共に汗する「共汗」という言葉をキーワード

に，行政の力だけでなく多くの人の知恵や力をお借りし，その力

を結集して，未来の京都をつくろうと全力で取り組んでいます。

そして，そうした力を最も必要としているのが，安心・安全の  

まちづくりだと思っています。 

京都が誇る「地域力」，「人間力」を生かし，市民，事業者，    

行政が力を合わせて世界一犯罪や事故が少ないまちを実現する。その決意を込めて，  

この度，市民の皆様，京都を訪れる方，全ての皆様の安心・安全を防犯・事故防止の   

総合的な取組で守り抜く，「第２次京都市生活安全（防犯・事故防止）基本計画」を策定   

致しました。 

既に，第１次計画をもとに進めてきた６０を超える事業等により，京都市における  

犯罪発生認知件数や交通事故発生件数は着実に減少しています。しかし，全国的に地域

のつながりが薄れつつある中，地域防犯力，被害者支援，自転車マナーの向上を更に  

進めていかなければなりません。 

この計画では，こうした現状や課題を踏まえ，生活安全の将来像を展望しながら，  

今後１０年間に重点的に取り組むべき施策の方向性をまとめています。 

京都市では，この計画のもと，市民生活や旅行者の方の安全を徹底的に守り抜き，  

「京都に住んでいてよかった」「日本に京都があってよかった」と実感していただける 

まちづくりを全力で進めて参ります。 

結びに，計画の策定に当たり御尽力いただきました関係者の皆様，そして，貴重な  

御意見をいただいた市民の皆様に，心からお礼を申し上げます。 

さあ，皆さん！ 世界一安心・安全なまち・京都を，共に力を合わせて築いて参りまし

ょう！ 

京都市長 



 
 
 

  これまで，京都市では，地域の安心安全ネットワー

ク形成事業，地域ぐるみで子どもを守る安全対策等の

推進など市全体で６０超の事業を展開してきました。 

  現場の市民や事業者の方々のご努力や，本市の取組

などがあいまって，京都市が安心で安全と思う市民が

６５％と平成１６年度の前回調査と比べ大幅に（１０

ポイント）増加１。また，犯罪発生認知件数なども減少

傾向にあるなど，全体として成果が得られました。 

しかし，地域コミュニティの希薄化などの中にあっ

て，更なる地域防犯力，被害者支援，自転車マナーの

向上が求められるほか，件数は減少傾向にあるものの，

府下で刑法犯検挙された少年（１４～１９歳）２が人口千人

当たり１８．８人（２１年，全国１２．５人）と全国ワー

スト１，京都市域でも厳しい状況であるなどの課題が

残されています（大人も含め府民全体の人口千人当たりも，比較的悪い水準にあります）。 
 

 

１ 将来像 「互いに助けあう，犯罪や事故が少ないまち」とします。 

２ 将来像の実現を目指して～基本的な考え方～ 

 ①自らを守る意識の高揚，②連携ネットワークの確立，③区が共汗でバックアップ 

 ※①…出発点は「自分のことは自分で守り，

自分たちの地域は自分たちで守っていく」

です。 

②…市民，地域団体（自治会，各種団体な

ど），事業者が，関係機関とも連携しなが

ら，一体として生活安全活動に取り組む必

要があります。 

③…連携ネットワークを，区役所・支所を

はじめ関係機関が縦割りを克服し，融合・

連携しながら共汗でバックアップする必

要があります。 

 

 

  生活安全施策のベースは，地域コミュニティ活性化 ～共助を高める～ 

主要事業例 地域コミュニティ活性化条例（仮称）の制定 

※ 地域コミュニティへの参加を，マンションなど集合住宅の入居者に促す仕組みや，宅地開発の際に自治会を結成する仕組みなどを検討  

  生活安全を切り口とした，地域活動の活性化 ～地域の防犯等を定着させる～ 

主要事業例 学区の安心安全ネット継続応援事業 

 ※ 学区の安心安全ネットワークが行う地域防犯等の定着のため，地域活動支援などを行うまちづくり

アドバイザーの充実，防犯用具の貸出し，年間予算枠を設けた補助制度の創設などを検討 

  ＮＰＯなどの市民活動団体や大学生への支援と連携 ～多様な人材を取り入れる～ 

主要事業例 学生防犯ボランティアをはじめとした若い世代への支援と合同啓発 

 

 

 

 
犯罪発生（刑法犯）認知件数 ３２，５９８件 →  ２万件台半ば ※比較的犯罪情勢が安定していた時期の水準を目指しましょう 

交通事故による死者数        ３４人 →   ２５人以下  国の目標も考慮し，２２年までの目標（４０人以下）の概ね半減を目指しましょう 

交通事故による死傷者数   １１，２８５人 →８，４００人以下  国の目標も考慮し，２２年までの目標（１．２万人以下）の約７割を目指しましょう 

「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３３％ → ５０％以上３ 市民の過半数を目指しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 京都市生活安全施策懇話会の議論などに基づき，注力する取組や目標を柔軟に変更 

第２次京都市生活安全（防犯・事故防止）基本計画の概要 

 

《乳幼児，児童，生徒》     《青少年》     《高齢者》 

《観光旅行者など》 

１ これまでの取組，成果と今後の課題は… 

犯罪発生認知件数比の推移
（平成１０年を１００）
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２ 基本的な考え方 ～市民と行政が共に汗を流して協働する「共汗」と融合をキーワードに～  

 

 
＜共汗の方向性＞ 

 
市 民み ず か ら が安 全 意 識

を高め，行政や専門家などが
地域の特性に応じて対応し，
ともに支 え合 う 安心 ・安全な
生活 を実現す る 

○  連携 ネット ワーク（ 一体的 地域活動 ）
を意識し ながら 地域の コミュ ニティの 中
核を担う  

○  安心 ・安全 なまちづ くりに 向けて積 極
的に取り 組む 

○  「み ずから も地域の 一員」 との認識 の
下，地域 のコミ ュニテ ィに積 極的に協 力

○ 地域 課題の 解決に 向けて， 地域の コミュニ ティの
取組を バックア ップ 

地域団体，ＮＰＯ，
専門家，消費者団体，
事業者・事業者団体

行政 

市民 

○ 地域づくり活動など，地域の
コミュニティに積極的にかかわ
る 

○ みずからを守る意識を高める

３ 重点戦略 基本的な考え方を踏まえ，３つの戦略を設定 

４ １０年後の目標 市民や事業者など皆で理解しやすい，４つの指標を設定 平成２０年→３２年 

５ 生活安全の取組方向（行政，市民，事業者） 

６ 計画の推進及び進化 

 

対 象 

別施策 

 

 

分野別 

施 策 

 

乳幼児，児童，生徒

もっと家庭をはじ

め地域で挨拶運動を，

もっと携帯電話の

使用ルールとマナーの向上を

市民の取組方向例 

家庭をはじめ各地

域での挨拶運動や見守り活

動（登下校時の声かけなど）

青少年 

もっと少年犯罪対

策を 

 

 

行政の主要事業例 

第３次京都市青少年育成 

計画に基づく取組（生き 

方デザイン形成支援など） 

高齢者，障害のある人

もっと高齢者の事

故対策を 

 

 

行政の主要事業例 

建築物等のバリア

フリー化 

観光旅行者など 

もっと案内標識の

整備を 

 

 

行政の主要事業例 

観光案内標識の整

備 

交通安全 

もっと自転車マナ

ーの向上を，もっと

高齢者の事故対策

を 

行政の主要事業例 

自転車マナーの向

上に向けた取組（区

交通対策協議会など）

犯罪や事故の防止に配慮した環境づくり  

もっとユニバーサ

ルデザインの推進

と環境整備を 

 

行政の主要事業例 

防犯カメラの設置

促進に関する調査

研究と取組 

犯罪や事故発生時の緊急体制

もっと情報収集，情

報発信を 

 

 

行政の主要事業例 

災害時通訳ボラン

ティアシステム 

被害者支援 

もっと総合相談窓

口の機能強化を，も

っと支援の融合と

充実を 

行政の主要事業例 

犯罪被害者等支援

条例（仮称）の制定

と支援策 

 

地域コミ 

ュニティ 

支援 

 

啓発・人材育成 

もっと家庭をはじ

め地域で挨拶運動

を，もっと多様な担

い手の育成を 

行政の主要事業例 

地域コミュニティ

活性化条例（仮称）

の制定と取組 

市民の自主的活動 

もっと大学生など

幅広い層との連携

を，もっと行政の融

合と支援を 

行政の主要事業例 

学区の安心安全ネ

ット継続応援事業

（アドバイザー充実など）

交通事故発生件数比の推移

（平成１０年を１００）
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約６０年前の昭和２４年

と比べ約３割減少！ 

戦後最多の件数だった昭

和４４年と比べ半分に！

交通事故死者数は，最多の

年と比べ１／５以下に！

※ ２ 刑 罰
法令に触れ

る行為をし
た１４歳未
満の少年は

「 触 法 少
年」。 

※ １ 平 成
２１年１１
月，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 

※３京都市市民生活実感調査 
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第１章 はじめに 

１ 趣旨 生活安全条例に基づく２回目の計画，市基本計画の分野別計画，毎年度実施計画を策定 

２ 対象範囲 防犯・事故防止 

３ 計画期間 平成２３～３２年度の１０年間（京都市基本計画と同じ） 

４ これまでの取組，成果と今後の課題 

 京都市が安心で安全と思う市民が大幅増，犯罪発生認知件数も下降などの成果 

更なる地域防犯力，被害者支援，自転車マナーの向上などの課題も 

第２章 基本的な考え方 ～市民と行政が共に汗を流して協働する「共汗」と融合をキーワードに～ 

１ 将来像 市基本計画も踏まえ，「互いに助けあう，事故や犯罪が少ないまち」 

２ 将来像の実現を目指して～基本的な考え方～ 

 ①自らを守る意識の高揚，②連携ネットワークの確立，③区が共汗でバックアップ 

３ 重点戦略 

  生活安全施策のベースは，地域コミュニティ活性化 ～共助を高める～ 

主要事業例 地域コミュニティ活性化条例（仮称）の制定 

  生活安全を切り口とした，地域活動の活性化 ～地域の防犯等を定着させる～ 

主要事業例 学区の安心安全ネット継続応援事業 

  ＮＰＯなどの市民活動団体や大学生への支援と連携 ～多様な人材を取り入れる～ 

主要事業例 学生防犯ボランティアをはじめとした若い世代への支援と合同啓発 

４ １０年後の目標 市基本計画も考慮し，犯罪発生認知件数などの４つの指標を設定 

第３章 生活安全の取組方向（行政，市民，事業者） 

１ 啓発・人材育成   もっと家庭をはじめ地域で挨拶運動を，もっと多様な担い手の育成を 

２ 市民の自主的活動  もっと大学生など幅広い層との連携を，もっと行政の融合と支援を 

３ 交通安全      もっと自転車マナーの向上を，もっと高齢者の事故対策を 

４ 犯罪や事故の防止に配慮した環境づくり もっとユニバーサルデザインの推進と環境整備を 

５ 対象別安全施策  

① 乳幼児,児童,生徒 もっと家庭をはじめ地域で挨拶運動を（再掲），もっと携帯電話の使用ルールとマナーの向上を 

② 青少年      もっと少年犯罪対策を 

③ 高齢者,障害のある人 もっと高齢者の事故対策を（再掲） 

④ 観光旅行者など  もっと案内標識の整備を 

６ 犯罪や事故発生時の緊急体制 もっと情報収集，情報発信を 

７ 被害者支援      もっと総合相談窓口の機能強化を，もっと支援の融合と充実を 

第４章 計画の推進及び進化 注力する取組や目標を柔軟に変更 

参考 生活安全施策懇話会委員名簿，主な経過 
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第１章 はじめに 
 
 

１ 趣旨 

 生活安全条例に基づく２回目の計画 

京都の歴史が育んだ地域コミュニティの希薄化などにより，地域における自主的な

防犯組織の結束力や事故防止機能が低下したことなどを踏まえ，京都市生活安全条例

が平成１１年４月に施行された。 

この条例は，犯罪や事故を防止するための，京都市，事業者や市民が果たすべき責

務を規定し，併せて総合的，計画的に施策を推進することによって，市民や観光旅行

者などが安心して生活，滞在できる安全な地域社会を実現することを目的としている。 

本計画は，この条例で策定が義務付けられている，生活安全施策を総合的かつ計画

的に推進するための，「市民及び観光旅行者等の安全の確保に関する基本的な計画」（第

５条第１項）であり，この条例に基づく２回目の計画である。 

市基本計画の分野別計画 

 京都市は，京都市基本構想（市政の基本方針，平成１３～３７年）を具体化するため，都

市経営の基本となる京都市基本計画（平成２３～３２年度）を平成２２年１２月に策定し，

今後１０年間の京都の未来像と主要政策を明示している。 

本計画は，この京都市基本計画のうち，政策分野ごとの方針を示す「政策の体系」

の政策分野５「市民生活の安全～地域が支え合う，だれもが安心してくらせるまちを

めざす～」を具体化する分野別計画の一つでもある。 

毎年度，実施計画を策定 

  本計画は，上述のとおり，生活安全施策に関する「基本的な計画」であるため，取

組の方向性を記述している。 

このため，本計画の取組方向に基づき，具体的な生活安全に関する事業を着実に実

施するため，毎年度，本計画に基づく「実施計画」を策定する。 

 

２ 対象範囲 

防犯・事故防止 

本計画の対象範囲は，犯罪と事故の防止とする。なお，今後の市民生活や社会の変

化などにより，この範囲を変更する必要が生じた場合には，変更を検討する。 

また，生活安全施策の具体的な実施に当たっては，火災や地震などの災害，環境保

全，労働災害といった，別に体系化されている政策分野の関係団体・機関とも十分連

携し，例えば生活安全に関する補助金を他の分野の取組にも適用するなど，協力しな

がら一体となって推進する。 
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３ 計画期間 

  平成２３～３２年度の１０年間 

本計画の期間は，上位の計画である京都市基本計画の期間と合わせ，平成２３年度

から平成３２年度までの１０年間とする。ただし，計画期間内に，計画を変更する必

要が生じた場合には，生活安全施策懇話会の意見を聴いたうえで変更する。 

 

４ これまでの取組，成果と今後の課題 

これまで，地域の安心安全ネットワーク形成事業など市全体で６０超の事業を展開 

 京都市では，第１次の本計画に基づき，「自らを守る意識の高揚」，「連携ネットワー

クの確立」，「生活安全推進協議会」の設置，の３つを基本的な考え方としつつ，各種

の施策を講じてきた。 

具体的には，「知識の普及及び啓発活動の推進」や「市民の自主的活動への支援」な

ど８つの柱ごとに，学区単位で連携し地域を守る「地域の安心安全ネットワーク形成

事業」（平成２２年度に全２２７学区で立ち上がる予定）や，京都の地域力を結集した「地域ぐ

るみで子どもを守る安全対策等の推進」，更に犯罪被害者への支援など，京都が全国に

誇る「地域力」，「人間力」をしっかりと生かしながら，計６６事業（平成２２年度生活安

全実施計画）を展開してきた。 

 

京都市が安心で安全と思う市民が大幅増，犯罪発生認知件数も下降などの成果 

  現場の市民や事業者の方々の努力，そして，京都市をはじめとする行政の共汗の取

組があいまって，「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」（平成２

１年１１月）では，「京都での暮らしが安心で安全」と思う市民は６５％と，平成１６年

度の前回調査と比べ大幅に（１０ポイント）増加している。 
また，京都市市民生活実感調査（毎年，政策評価制度で実施）でも，「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」との質問に肯定的な市民は，

平成１５年度の２３％から平成２２年度の３９％に増加しており，市民の体感治安は

改善傾向にある。 

 更に，市内の犯罪発生（刑法犯）認知件数※１は，近年，平成１６年（４１千件）をピー

クに減少傾向にあるほか（平成２１年３０千件），交通事故発生件数※２も平成１３年（１３

千件）をピークに減少傾向にあり（平成２１年９千件），全体として成果が得られたと言え

る。※１約６０年前の昭和２４年と比べ約３割減少。 

※２戦後最多の件数だった昭和４４年と比べ半分。交通事故死者数は最多の年と比べ１／５以下。 

 

更なる地域防犯力，被害者支援，自転車マナーの向上などの課題も 

しかし，今後も順調に成果が得られるかと言えば，多くの難しい課題も見受けられ
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ることから，楽観できないと言わざるを得ない。 
まず，第１に，「少子化や長寿化，核家族化といった急激な社会情勢の変化は，京都

の歴史が育んだ地域コミュニティを希薄にし，地域における自主的な防犯組織の結束

力や事故防止機能を低下」（第１次の本計画ｐ１）させている傾向は依然否定できない。 

地域コミュニティの活性化を目指して設置された「京都市地域コミュニティ活性化

に関する懇話会」提言（平成２２年３月）でも，自治会や町内会などの地域組織の加入率

の低下，役員の高齢化，担い手の不足などの課題が指摘されている。 
第２に，高水準で推移する失業率や，緩やかなデフレなど，厳しい経済状況におい

ては，生活安全の担い手の一人である事業者の地域社会への貢献活動に影響が出かね

ないと同時に，京都市の財政見通しも更に一段と厳しさを増すことも予想される。 
  第３に，生活安全（防犯，事故防止）上の課題は依然として多い。 

上述のアンケートでは，防犯，事故防止に限らず，地域（自治会，町内会など）で今後

取組を特に強化するべきと思う活動の１位が「防犯，迷惑行為の追放」であるほか，

特に必要な犯罪被害者への支援の上位に「国・自治体からの支援」が挙げられ，また

「自転車の信号無視など無謀な運転が原因の事故」に特に不安を感じる市民が多い。 
  これらのほか，件数は減少傾向にあるものの，平成２１年に京都市で刑法犯検挙さ

れた少年（１４歳～１９歳）※が人口千人当たり２２．０人（京都府１８．８人，全国ワースト

１位）と全国平均１２．５人を上回っていることや（大人も含めた府民全体の人口千人当たり

も比較的悪い水準），刑法犯で検挙した少年に占める再犯者の割合が全国より高いことな

ど，京都の少年非行情勢は厳しい状況にある。更には，全国的課題となった薬物乱用，

増加する高齢者の交通事故，市民の目線で行政の縦割りを排し，横断的に施策・事業

の融合を図ること，などが大きな課題である。 

 ※刑罰法令に触れる行為をした１４歳未満の少年は「触法少年」。 

 
  このように，今後の１０年間は厳しい局面も予想される。 

しかし，地域の絆や人間関係の希薄化が嘆かれている今日にあっても，上述のアン

ケート調査結果では，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６２％にのぼる。また，事実，子ども

の見守り活動には約２万人もの市民がボランティアとして参画している。この数字の

高さこそが，京都が全国に誇る「地域力」，「人間力」である，と言える。 
地域の力はまだまだある。京都の力をしっかりと生かす。これを維持，発展する。

そして，市民，事業者，行政が共に力を合わせることで乗り切っていけると確信する※。 
※ もとより，京都市は既述の条例に基づき生活安全施策を責任を持って推進。また，地域活動の効果を

享受しない方（自治会未加入者など）にも，当然ながら，公的支援（啓発活動など）を実施。 

-4-



 

第２章 基本的な考え方 ～市民と行政が共に汗を流して協働する「共汗」と融合をキーワードに～ 

 
 

１ 将来像 

 市基本計画も踏まえ，「互いに助け合う，犯罪や事故が少ないまち」 

  本計画の目指す将来像は，上位の計画である京都市基本計画の政策分野５「市民生

活の安全」の「みんなでめざす１０年後の姿」も踏まえ，「互いに助け合う，犯罪や事

故が少ないまち」とする。 

 

２ 将来像の実現を目指して～基本的な考え方～ 

 ①自らを守る意識の高揚，②連携ネットワークの確立，③区が共汗でバックアップ 

第１に，生活安全の出発点は「自分のことは自分で守り, 自分たちの地域は自分た

ちで守っていく」（第１次の本計画ｐ４）である。このため，「自らを守る意識の高揚」を，

基本的な考え方の１つ目とする。 

第２に，「互いに助け合うまち」を実現するためには，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たうえで，区役所・支所，学校などの関係機関とも連

携しながら，一体として生活安全活動に取り組む必要がある。このため，「連携ネット

ワークの確立」を，基本的な考え方の２つ目とする。 

第３に，こうした連携ネットワークの活動を，区役所・支所，学校，警察署や消防

署など，関係機関が行政の縦割りを克服し，例えば生活安全に関する補助金を，「地域

の安心・安全」の観点からの，防犯や事故防止以外の取組も対象とするなど，融合・

連携しながら共汗でバックアップする必要がある。このため，「区が共汗でバックアッ

プ」を，基本的な考え方の３つ目とする。 

なお，第１次の本計画では，第３の基本的な考え方として，「生活安全推進協議会」

の設置，を掲げていた。この協議会は，新たな組織ではなく，地域が主体となって，

各種団体，事業者，区役所・支所，警察などの既存団体・機関が連携して生活安全に

取り組むための，行政区単位のネットワークである。この協議会については，区単位

での連携が一定定着したことや，第１次の本計画の狙いどおり，よりきめ細かな学区

単位での連携も進ちょくしたことなどから，各区の実情に応じ，①現行どおり継続，

②他の組織と融合（例えば，区交通安全推進会連合会など），③発展的解消（例えば，情報交換会

など学区間の連携取組は充実・実施），のいずれかとする。 

 

３ 重点戦略 

 上述２の基本的な考え方を踏まえ，１の将来像を１０年後までに実現するために重

点的に取り組むべき３つの戦略を次のとおり設定する。 

  生活安全施策のベースは，地域コミュニティ活性化 ～共助を高める～ 
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主要事業例 地域コミュニティ活性化条例（仮称）の制定 

 第１章４でも記述したとおり，京都には，地域団体が様々な活動に取り組んでお

り，こうした「地域力」，「人間力」は，京都が全国に誇る財産である。 

しかし，少子化や長寿化,核家族化といった急激な社会情勢の変化などにより，地

域コミュニティが希薄になり，自治会や町内会などの地域組織の加入率の低下，役

員の高齢化，担い手の不足などの課題が指摘されているのもまた事実である。 
第１次の本計画（ｐ９）でも指摘されているとおり，市民自らが生活安全に関す

る知識を理解し，市民や地域団体などが一体となって，地域の安全のために幅広く

活動する自主的活動は，犯罪や事故を未然に防止するうえで必要不可欠である。 

  また，上述の「地域コミュニティ活性化に関する懇話会」提言（ｐ４）でも，「な

ぜ今地域コミュニティなのか」に対し「地域の者は地域で守る」が挙げられている。 

  このため，「生活安全施策のベースは，地域コミュニティ活性化」を第１の重点戦

略として，地域コミュニティの活性化を図り，共助を高める。具体的な方策として

は，別途，地域コミュニティ活性化そのものを京都市から諮問されている京都市地

域コミュニティ活性化検討委員会に委ねるが，市民，事業者，行政が共有する活性

化の方向性などを盛り込んだ地域コミュニティ活性化条例（仮称）の制定や，地域

の情報をきめ細かく発信するための方策，更には，地域コミュニティへの参加を，

マンションなど集合住宅の入居者に促す仕組みや，宅地開発の際に自治会を結成す

る仕組みなどが考えられる。 

  いずれにしても，仕事，家庭生活とともに地域貢献を大切にする「真のワーク・

ライフ・バランス」の定着を図るとともに，市民の地域コミュニティへの参加意識

を更に高め，また，地域活動に積極的に取り組まれている方々をしっかりと支援す

ることが重要である。 

 

  生活安全を切り口とした，地域活動の活性化 ～地域の防犯等を定着させる～ 

主要事業例 学区の安心安全ネット継続応援事業 

  京都市では，平成１６年度から「地域の安心安全ネットワーク形成事業」に取り

組んできた。この事業は，行政区単位の活動をより身近な学区単位に発展させるこ

となどを目指し，防犯や防災，子どもの安全，地域福祉など様々な問題に対して，

地域住民（各種団体）と区役所・支所，学校，警察署，消防署等の関係機関が連携

し，「見守り隊」による登下校時のパトロールや安全マップの作成など，地域特性に

応じた取組を行うものである。 

  地元の方々の努力と熱意によって，この事業は着実に広がっており，平成２２年

度には市内全２２７学区でネットワークが立ち上がる予定である。こうした取組の

結果，創意工夫を凝らした様々な取組が各地で広がり，上述のとおり犯罪や交通事

故の件数も減少している。併せて，福祉や子育てを含め，様々な分野での地域のネ
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ットワークが広がり，地域コミュニティの活性化にもつながっている。 
   この事業による各学区の安心安全ネットワークに対する京都市からの補助金自体

は３年間で終了するが，これまでも全体として，多くの学区で自主的な活動がその

後も引き続き展開されている。 
 今後とも，こうした取組が更に発展をして，地域の安心安全，また，地域コミュ

ニティの活性化が進むよう，区役所における支援を中心に，各学区の取組に対して，

京都市からの，必要な人的，財政的支援を継続する必要がある。このため，「生活安

全を切り口とした，地域活動の活性化」を第２の重点戦略として，学区の安心安全

ネットワークが行う地域の防犯等の定着を図る。 
 具体的には，まちづくりアドバイザーの充実や，防犯用具の貸出し，年間予算枠

を設けた補助金制度の創設（事業費の３／４以内補助）など，学区の安心安全ネットワー

クを定着，更に発展させるための支援メニューとして「学区の安心安全ネット継続

応援事業」を新設することが考えられる。 
 ただし，事業の実施に当たっては，地域団体が生活安全以外にも様々な役割の受

け皿となっている実態を踏まえ，一方的に協力要請を行うのではなく，いかに効果

的に，生きがいをもってやってもらえるかや，学区の安心安全ネットワークが行う

自発的，自主的な活動への支援を行う，という点，更に，簡潔・簡明な制度とする

ことに十分配意するべきである。 
 

  ＮＰＯなどの市民活動団体※や大学生への支援と連携～多様な人材を取り入れる～ 

  ※ 防犯，防災，福祉など，特定の課題をテーマとして集った団体をいう。 

主要事業例 学生防犯ボランティアをはじめとした若い世代への支援と合同啓発 

第１次の本計画にも記述のとおり（ｐ９），近年，ＮＰＯ法人(特定非営利活動法人)

やボランティア活動が盛んになってきている。 

   特に，京都府では，ＮＰＯ法人数が９９４法人（うち京都市内は７１７法人，平

成２１年度末）となっており，人口当たりで言えば，全国２位の多さである。また，

京都府警察では，学生のまち・京都の特性を生かし，自主防犯活動に参加を希望す

る大学生を対象に学生防犯ボランティア登録制度（愛称ロックモンキーズ）を平成２１

年度に創設し，現在，合計１２０名以上の学生が活動している。  

   このような活動を維持，発展させていくことは，今後，生活安全を推進するうえ

で重要である。このため，「市民活動団体や大学生との連携」を第３の重点戦略とし

て，多様な人材を取り入れることを目指す。なお，「地域コミュニティ活性化に関す

る懇話会」でも，ＮＰＯなどとうまく連携しよう，と提言されている（ｐ３８，提言１４）。 

具体的には，学生防犯ボランティアなどへの適切な支援や合同啓発を行うなど連

携を図るとともに，ＮＰＯが自治会などに出前指導を行う防犯人材紹介事業や，市

民活動団体が地域コミュニティと連携する仕組みづくりの検討も考えられる。 
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４ １０年後の目標 

  市基本計画も考慮し，犯罪発生認知件数などの４つの指標を設定 

 行政だけでなく，市民や事業者の行動指針にもなる，「共汗型計画」として，本計画

を十分機能させるためには，抽象的な将来像などだけではなく，皆で理解しやすい目

標を設定することが重要である。 

 このため，上位の計画である京都市基本計画で参考として掲げられている「各政策

分野の指標と目標値の例」も考慮し，犯罪発生（刑法犯）認知件数など，４つの象徴的

な指標を設定する。 

 

  犯罪発生（刑法犯）認知件数 

 ３２，５９８件（Ｈ２０）→２万件台半ば（Ｈ３２） 

 出典 京都市主要統計 

 説明 発生を認知した刑法犯罪の件数（警察統計） 

 目標設定の考え方 昭和６１年から平成７年までの比較的犯罪情勢が安定していた１０年間の水準を目指す。 

 

  交通事故による死者数 

     ３４人（Ｈ２０）→   ２５人以下（Ｈ３２） 

 出典 京都市主要統計 

 説明 交通事故発生から２４時間以内の死者数（警察統計） 

 目標設定の考え方 国の目標なども考慮し，平成２２年までの目標（４０人以下）の概ね半減を目指す。 

 

  交通事故による死傷者数 

 １１，２８５人（Ｈ２０）→８，４００人以下（Ｈ３２） 

 出典 京都市主要統計 

 説明 交通事故によって負傷し，治療を要する者の数（警察統計） 

 目標設定の考え方 国の目標なども考慮し，平成２２年までの目標（１２，０００人以下）の約７割までの減少を目指す。 

 

  「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 

３３％（Ｈ２１）→   ５０％以上（Ｈ３２） 

 出典 京都市市民生活実感調査 

 説明 指標名のとおり 

 目標設定の考え方 市民の過半数を目指す。 
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第３章 生活安全の取組方向（行政，市民，事業者） 

 
 

１ 啓発・人材育成 もっと家庭をはじめ地域で挨拶運動を，もっと多様な担い手の育成を 

犯罪や事故を防止するためには，市民や観光旅行者などひとりひとりが生活安全に

関する知識を持ち「みずからを守る意識を高める」とともに，様々な市民，事業者，

ＮＰＯなどが地域コミュニティの活動に積極的に関わることが必要である。 

このため，京都市と関係機関は，相互に連携しながら，市民や外国籍市民，観光旅

行者などへの啓発活動を推進するとともに，地域コミュニティの活性化に向けた方策

を講じる。また，安心で安全な地域の基礎とするため，市民や事業者は，家庭をはじ

め，各地域での挨拶（おはよう，こんにちは，など）に努める。 

併せて，地域において，生活安全の核となって活動する，多様な人材，担い手の育

成が不可欠である。 

このため，京都市と関係機関は，市民や事業者が生活安全の専門的，実践的知識を

習得する場を提供すると同時に，実践的な活動などを通じて，リーダーとなる人材の

育成を図る。また，ＮＰＯなど幅広い担い手を確保できるよう努める。 

 

 行政の主要事業例地域コミュニティ活性化条例（仮称）の制定  

地域コミュニティ活性化に向けた取組（地域の情報をきめ細かく発信するための方策など）  

市民（地縁活動・志縁活動），企業，大学，寺社，行政等各主体の相互の協働を促進する取組  

ＮＰＯ法人が出前指導を行う防犯人材紹介事業  

京都市生活安全運動期間をはじめとした啓発活動 

市民しんぶんなどを通じた広報活動 

外国籍市民への情報提供 

       医療通訳派遣事業 

       行政サービス利用等通訳・相談事業 

       薬物乱用防止啓発事業 

放火火災防止対策（地域及び事業所への啓発，防火見回り活動の推進など） 

消費者啓発・消費者相談事業（様々な媒体を用いた情報発信，消費生活相談，多重債務特別相談など） 

路上喫煙等の禁止 

生活安全に関する講習会・研修会 

市民の取組方向例生活安全に関する知識の習得，防犯訓練の実施や参加  

家庭をはじめ各地域での挨拶運動や見守り活動（登下校時の声かけ運動など）  

事業者の取組方向例従業員への生活安全に関する知識の習得，啓発活動の促進，防犯訓練の実施や参加  

挨拶運動や見守り活動（登下校時の声かけ運動など）  
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２ 市民の自主的活動 もっと大学生など幅広い層との連携を，もっと行政の融合と支援を 

これまで以上に参加と協働を進め，セーフティーネット（安全網）をしっかりと守

る「公助」と，自立した市民による「自助」とともに，京都の誇る地域コミュニティ

の「共助」の力を一層高める取組を推進する必要がある。 

このため，防犯や事故防止をはじめ，防災，子どもの安全，地域福祉など，安心安

全にかかわるさまざまな課題に対処しようとする，地域における自主的な取組（地域

の連携ネットワーク）をはじめ，市民の自主的活動に対し，行政が必要な支援を行う。 

その際，区役所・支所，学校，警察署や消防署など，安心・安全にかかわるさまざ

まな関係機関は，行政の縦割りを克服し，施策・事業の融合を図るなど，連携を強化

していくとともに，防災，地域福祉などさまざまな地域の安心・安全にも留意しなが

ら，地域の特性や実情に応じた生活安全の取組が展開されるよう配慮する。また，多

様な人材を取り入れる観点からも，ＮＰＯ法人や大学生などとの連携を進める。 

 

 行政の主要事業例学区の安心安全ネット継続応援事業（まちづくりアドバイザー充実，防犯

用具貸出，補助金制度（年間予算枠を設け，事業費の３／４以内補助）など）  

学生防犯ボランティアをはじめとした学生との合同啓発  

市民活動総合センター 

（ＮＰＯに情報提供などのほか，自治会と繋ぐ自治会活動パワーアップ講座 ） 

輝く学生応援プロジェクト（キャンパスプラザ京都１階「学生 Place＋」） 

配偶者・交際相手等からの暴力（ＤＶ）対策（ＤＶ相談支援センター ，ネットワーク，啓発など） 

野生鳥獣対策（猿による生活環境被害に対する自主防除組織の設立，活動支援など） 

各区役所・支所における，地域特性に応じた安心安全に関する事業 

市民の取組方向例犯罪や事故発生危険箇所の点検パトロール，身の回りの安全を点検 

高齢者や青少年が自主的活動に参加しやすい環境づくり 

事業者を含めた幅広い自主的活動 

事業者の取組方向例市民と一体となった自主的活動 

 

３ 交通安全 もっと自転車マナーの向上を，もっと高齢者の事故対策を 

市民ひとりひとりがルールを遵守し，正しいマナーを実践する交通事故のない社会

を目指すため，交通安全に関する市民の知識や意識を高める啓発活動に取り組む必要

がある。 

このため，地域団体，京都府警察，京都市など関係機関が連携して交通安全対策を

推進する。 

これらの推進に当たっては，交通事故の当事者となる可能性が高い高齢者や，特に

不安を感じる市民が多い自転車のマナー向上に十分配慮する。特に，自転車マナーに

ついては，小学生から大学生までの若年層への，分かりやすく，創意工夫を凝らした
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啓発を進めるなど，その向上に努める。 

 

 行政の主要事業例交通安全啓発活動（交通安全運動，交通安全教室，区交通対策協議会など） 

交通安全施設整備事業（歩道の新設，交差点の改良，道路標識の設置など） 

違法駐車等防止対策事業（違法駐車等防止指導員による指導啓発など） 

自転車マナーの向上に向けた取組（区交通対策協議会などによる啓発など） 

放置自転車等対策（自転車利用環境の整備，利用マナー・ルールの確立） 

放置自動車対策（放置自動車の迅速な撤去・処分など） 

市民の取組方向例迷惑駐車や迷惑駐輪の追放運動 

 

４ 犯罪や事故の防止に配慮した環境づくり もっとユニバーサルデザインの推進と環境整備を 

犯罪や事故を防止するための取組は，パトロールやチラシ等の配布といったソフト

面からの対策にとどまらず，まちづくりにおいても，犯罪や事故が発生しにくい環境

づくりに着目したハード面での対策も必要である。 

このため，公共的建築物や道路，公園などの施設を設置する場合は，防犯や事故防

止の視点を取り入れ，すべての人が安心して安全に暮らせる，ユニバーサルデザイン

の考え方が浸透した社会環境の実現に向けた取組を進める。 

また，多くの市民や観光客が訪れ，犯罪発生の可能性が高い繁華街（商店街）の振

興においても「地域の安心・安全の確保」を基本理念の一つに位置付け，安心・安全

なまちづくりを目指す。更に，自転車の走行環境に関しては，歩行者と自転車とを物

理的に分離する実証実験を行うとともに，歩道幅員が十分に確保できない箇所等も路

肩などを利用した整備について関係機関と協議を進める。 

 

 行政の主要事業例市営住宅における防犯環境設計 

公園の整備 

公衆トイレの整備 

道路照明灯の設置 

屋外広告物の安全点検等 

安心の買い物環境づくり事業（商店街，ＴＭＯ，小売市場による防犯カメラ設置に対する補助） 

防犯カメラの設置促進に関する調査研究と取組  

みやこユニバーサルデザインを踏まえたまちづくり（鉄道駅舎などに関する，ユニバーサルデザインの観点からの意見聴取とその反映） 

分譲マンション共用部分バリアフリー改修助成事業 

市民の取組方向例防犯や事故防止の視点を取り入れた住まいづくり 

事業者の取組方向例施設や設備の安全管理 
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５ 対象別安全施策 

① 乳幼児,児童,生徒 もっと家庭をはじめ地域で挨拶運動を（再掲），もっと携帯電話の使用ルールとマナーの向上を 

２１世紀を担う子どもたちの命と健康が大切にされ，安心して暮らしていける環

境を創っていくことは，「子どもを共に育む京都市民憲章」の理念にも通じるもの

であり，私たち大人に課せられた重大な使命であると言える。特に，家庭の教育力

向上を目指す視点は重要であり，既に「家庭学習の手引き」の発行や「子どもを共

に育む『親支援』プログラム」の実施，「おやじの会」の活動などが取り組まれて

いる。 

このため，相談・通告件数が増加を続けている児童虐待をはじめ，子どもたち

を犯罪や事故の危険から守っていくために，家庭，学校，地域社会，京都市，警

察その他の関係機関が一体となった取組を進める。 

また，安心で安全な地域の基礎とするため，市民や事業者は，家庭をはじめ，

各地域での挨拶（おはよう，こんにちは，など）に努める。更に，携帯電話の利用に関

するトラブルが増えていることなどを踏まえ，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よう留意する。 

 

 行政の主要事業例子ども・若者総合支援事業（ニート，ひきこもりなどの相談窓口，支援地域協議会など） 

地域ぐるみで子どもを守る安全対策等 

ケータイ教室 

非行防止教室 

幼稚園，学校における安全確保や安全教育 

保育所における安全確保 

通学路安全対策 

子どもの虐待対策事業（第２児童福祉センターほか）  

京都市子ども保健医療相談・事故防止センター 

子どもを取り巻く緊急課題「語り部」養成講座（携帯電話市民インストラクター） 

市民の取組方向例家庭をはじめ各地域での挨拶運動や見守り活動（登下校時の声かけ運動など）再掲  

事業者の取組方向例挨拶運動や見守り活動（登下校時の声かけ運動など） 再掲  

 

② 青少年 もっと少年犯罪対策を 

有害情報の氾濫，児童虐待など，青少年を巡る環境の悪化とともに，ニート（就業・

求職活動・家事・通学をしていない１５～３４歳のひと），ひきこもり，不登校など，青少年の

抱える問題は深刻な状況にある。 

特に，既述のとおり，京都府における刑法犯検挙少年（１４歳～１９歳）が人口千人比

全国ワースト１位であるほか，刑法犯検挙少年に占める再犯者の割合が全国より高い

など，京都の少年非行や少年犯罪を巡る情勢は厳しいと言わざるを得ない。 
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青少年の抱える課題の背景には，家庭問題，学校段階でのつまずきなど様々な要因

が複合的に存在しており，単独の支援機関では解決が困難な場合がある。このため，

国，京都府，京都府警察，京都市はもとより，家庭，学校，地域社会などが一体とな

って，総合的，継続的な支援を進める必要がある。 

具体的には，青少年育成団体や学校，警察等と連携した青少年の非行を防ぐための

啓発活動，有害環境の浄化活動などを進める。また，青少年の自己成長を援助するユ

ースサービスの理念に基づき，青少年が多様な人々との交流や実体験を通じて，様々

な価値観に触れる機会を提供するなど，青少年の積極的な社会参加の促進に重点を置

いた取組も進める。更に，京都府，京都府警察，京都市保護司連絡協議会などと連携

しながら，少年非行の原因分析に加え，京都府警察のスクールサポーターの協力など

も得つつ，学校への支援強化などを通じた適切な対応や，少年非行を生まない社会づ

くりの推進を図る。 

 

 行政の主要事業例第３次京都市青少年育成計画に基づく取組  

（生き方デザイン形成や，困難を有する青少年がよりよく生きるための支援など） 

子ども・若者総合支援事業（ニート，ひきこもりなどの相談窓口，支援地域協議会など）再掲 

ケータイ教室再掲 

非行防止教室再掲 

子どもを取り巻く緊急課題「語り部」養成講座（携帯電話市民インストラクター）再掲 

有害環境の浄化活動など 

（有害図書などが悪影響を与えない育成環境を整備する取組，少年を明るく育てる京都大会，社会を明るくする運動）  

青少年活動センターにおける取組（自主的活動の促進，成長・自立支援） 

シンナー等吸引・薬物乱用防止対策 

市民の取組方向例家庭をはじめ各地域での挨拶運動や見守り活動（登下校時の声かけ運動など）再掲  

事業者の取組方向例有害図書や玩具，刃物類，酒，煙草などの有害物への配慮 

 

③ 高齢者，障害のある人 もっと高齢者の事故対策を（再掲） 

高齢者や障害のある人など社会的支援が必要な人たちが，地域で安心して，いきい

きと暮らせるようになることは，社会の根幹であると言っても過言ではない。 

このため，これらの人たちが犯罪や事故に遭遇する危険性が低減するよう，生活環

境の改善などを図る。 

具体的には，ユニバーサルデザインの考え方を採り入れた建築物や駅，道路等の整

備といった高齢者や障害のある人などにやさしい都市環境整備の推進,高齢者や障害

のある人などが自らの生活の安全を確保していくうえで必要とされる知識の重点的な

普及や啓発などを進める。また，地域団体に未加入の一人暮らしの高齢者への知識の

普及や啓発の促進にも配慮するとともに，地域活動などへの積極的な参加を呼びかけ
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る。 

 

 行政の主要事業例ごみ収集福祉サービス（まごころ収集，玄関先などに出向いて収集） 

建築物等のバリアフリー化 

交通施設のバリアフリー化 

老人福祉員設置事業（主に一人暮らしのお年寄りを訪問，安否確認や話し相手に） 

一人暮らしお年寄り見守りサポーター養成事業 

（普段から知っているお年寄りに目配り，何かあれば地域包括支援センターに連絡） 

緊急通報システム事業（在宅の一人暮らし高齢者，重度の身体障害のある方に） 

徘徊高齢者あんしんサービス事業（認知症高齢者のいる世帯に発信機を貸与） 

ノンステップバスの導入（市バスに順次導入） 

認知症あんしん京（みやこ）づくり推進事業（サポーター，サポート医を養成） 

高齢者虐待防止事業（啓発，関係者への研修会など） 

高齢者・障害者権利擁護推進事業（市民等への普及・啓発など） 

 

④ 観光旅行者など もっと案内標識の整備を 

「観光都市・京都」にとって，観光旅行者などだれもが気持ちよく，安心して滞在

できるまちの実現は不可欠である。 

このため，観光旅行者等が気持ち良く，安心して観光し，又は滞在できるための環

境づくりを進める。特に観光案内標識については，観光旅行者の視点に立った整備を

進める。 

 

 行政の主要事業例観光案内標識の整備 

路上喫煙等の禁止（観光地等への指定）再掲  

京都観光Ｎａｖｉによる情報発信（インターネット，携帯端末） 

京都総合観光案内所 

京都まちなか・えきなか観光案内所 

（セブン-イレブン，スターバックス コーヒー，公共交通事業者による観光案内） 

事業者の取組方向例観光旅行者等が安心で安全に観光，滞在できる環境づくり 

繁華街の安全確保，旅館やホテルの防犯機能の強化，安全情報の提供 

 

６ 犯罪や事故発生時の緊急体制 もっと情報収集，情報発信を 

地域住民や観光旅行者などの安全を確保するためには，犯罪や事故発生時に迅速な

対応が取れるよう緊急体制を整備することが必要である。 

このため，京都府及び京都府警察の防災・防犯情報メールの活用に加え，日常的に

各地域で市民同士が相互の信頼関係を築き，緊急時における連携を図っていく。また，
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京都市においても，災害時通訳体制を整備するなど緊急体制を整備するとともに，安

心安全に関する施策や相談窓口などの情報発信を行う。 

なお，暴力事案に対応できるよう，暴力追放運動推進センターの活動を，京都府，

京都府警察などと連携して，引き続き支援する。 

 

 行政の主要事業例安心安全ホームページの運営による情報発信（施策や相談窓口など） 

       災害時通訳ボランティアシステム 

暴力事案に対応できる専門家による相談窓口 

市民の取組方向例暴力追放運動 

事業者の取組方向例暴力追放運動  

 

７ 被害者支援 もっと総合相談窓口の機能強化を，もっと支援の融合と充実を 

不幸にして，犯罪や事故に巻き込まれた被害者やその家族の現状としては，十二分

に権利が尊重されているとは言い難く，十分な支援が受けられず社会的に孤立してい

るケースも見受けられる。 

特に，犯罪被害者の置かれた状況は様々であり，必要とする支援も刑事手続関連だ

けでなく，経済支援や医療，福祉，住宅など生活全般にわたっている。こうした多岐

にわたる支援を行うためには，京都府警察，京都府，京都市，民間支援団体などが融

合し，一体となった，支援施策の総合的な推進が必要である。 

このため，犯罪被害者支援に関し，行政，市民，事業者などの責務や役割などを規

定する条例を制定するとともに，「被害直後の支援」，「一定の生活回復に向けた支援」，

「京都市の地域特性を生かした独自の取組」，「社会全体で犯罪被害者等を支える社会

の構築に向けた取組」の４つの視点から，必要な支援策を新たに実施していく。 

 

 行政の主要事業例犯罪被害者等支援条例（仮称）の制定  

総合相談窓口の機能強化  

経済的支援（困窮者への生活資金の給付など）  

一時利用住居の提供など  

心のケアの充実  

雇用の安定（事業主の理解を深めるなどの啓発）  

大学等と連携した啓発や人材育成  

観光旅行者等に対する支援（全国被害者支援ネットワークを通じた支援など）  

市民に対する広報啓発  

学校，家庭及び地域社会が連携した教育活動  

市民の取組方向例犯罪被害者への理解と協力  

事業者の取組方向例犯罪被害者への理解と協力  
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第４章 計画の推進及び進化 

 

 

 注力する取組や目標を柔軟に変更 

 

 本計画の推進に当たっては，毎年度，本計画に基づき，具体的な事業などを記載した

実施計画を策定し，生活安全施策の着実な実施に努める。 

なお，その際，関係団体・機関で構成する生活安全施策懇話会を中心に，関係団体・

機関などと連携，協力することにより，円滑かつ総合的な推進を図る。 

 

また，生活安全施策懇話会を定期的に開催し，成果指標の進ちょく状況なども踏まえ，

注力すべき取組を柔軟に変更するとともに，社会経済情勢の変化や将来像の実現に向け

た戦術の変更などにより目標値も柔軟に見直す。 
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参考 

京都市生活安全施策懇話会委員名簿 

 
敬称略 

宇津 克美（京都商店連盟理事） 
  大谷 彩加（市民公募） 

緒方 由紀（佛教大学社会福祉学部准教授） 
奥井三喜男（京都市防犯推進委員連絡協議会会長） 
加藤 アイ（京都市地域女性連合会常任委員） 

  川本 哲郎（京都産業大学大学院法務研究科教授） 
  菊池 潤治（西京区市政協力委員連絡協議会世話人代表） 
  小泉  渚（市民公募） 

小室冨美子（京都市保護司連絡協議会顧問） 
谷口 知弘（同志社大学大学院総合政策科学研究科教授） 
寺石 浩隆（京都市ＰＴＡ連絡協議会委員） 

  西松 章子（住みよい京都をつくる婦人の会会計） 
丸岡 照幸（京都市地域生徒指導連合会会長） 
南舎 健男（京都市少年補導委員会副会長） 
宮井久美子（（社）京都犯罪被害者支援センター事務局長） 
山田 敬一（京都市老人クラブ連合会副会長） 
秦  睦人（京都府警察本部生活安全部長） 
金森  護（京都府警察本部交通部長） 
高桑 三男（京都市教育長） 
山岸  和（京都市文化市民局長） 

 

主な経過 

 
 平成２１年１１月 次期生活安全基本計画策定のためのアンケート調査 

 平成２２年 ７月 第１回生活安全施策懇話会（以下「懇話会」） 諮問，今後の進め方 

       ９月 きょうと安心・安全ワークショップ 

      １０月 第２回懇話会 テーマ別議論，考え方 

          第３回懇話会 パブリック・コメント案 

      １１月 市民意見募集 ～１２月８日 
      １２月 第４回懇話会 答申案 
 平成２３年 １月 答申 

会長 

副会長 
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第２次京都市生活安全（防犯・事故防止）基本計画 
 

平成２３年３月 

 

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８ 

             京都市文化市民局市民生活部地域づくり推進課 

             電 話 ０７５－２２２－３０４９ 

             ＦＡＸ ０７５－２２２－３０４２ 
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