
「京都市生活安全施策懇話会」摘録 

 

１ 日時 

 平成２４年８月１０日（金）１０時～１２時１２分 

 

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，北田委員，小松委員，澤井委員，椿原委員，

成田委員，早田委員，冨名腰委員，松島委員，南舎委員，椋本委員，山根委員（代

理），小林委員（代理），生田委員，西出委員 

 

４ 摘録 

⑴ 開会挨拶 

文化市民局長 

 日頃の，本市生活安全施策推進への御理解と御協力に感謝。また，市民の安全確保

に向け，日々自主的活動を展開いただいていることに厚く御礼。 

また，公私とも御多忙にもかかわらず，今回の委員改選において，委員就任を御快

諾いただいたことに重ねて御礼。 

昨今の報道を見ると，子どもや女性，高齢者など，いわゆる社会的弱者が犠牲にな

る大変痛ましい事件や事故が後を絶たない。 

とりわけ本年４月には，東山区の祇園や亀岡市で大変痛ましい交通事故が相次いで

発生。この事故を受け，京都市では，現場で救護に当たられた周辺住民の方などを対

象に心のケアを目的とした相談会を京都府警と合同で開催。また，事故防止に向けて

も，「見守り隊」などの地域団体と学校の更なる連携強化を図るとともに，全市立小

学校の通学路について緊急総点検を実施し，京都府警との強固な連携のもと，地域の

方々の協力をいただきながら，ハード・ソフトの両面から，スピード感をもって，安

心・安全な子どもたちの通学路の確保に万全を期している。 

この懇話会で策定いただいた生活安全基本計画が目指す「互いに助け合う，犯罪や

事故が少ないまち」を実現していくためには，市民や事業者，防犯推進委員，少年補

導委員会，ＰＴＡ，警察など関係機関・団体の皆様でより一層連携を強め，一体とな

った活動を展開していく必要がある，と考えている。 

詳細は後ほど事務局から御説明するが，こうした考え方のもと，京都市では，暴力

団排除条例の施行や，街頭防犯カメラ設置促進補助事業など，新規９事業，充実１０

事業を含め，全市で７５にのぼる安心・安全に向けた事業を推進することとしている。 

本日は，会長，副会長の互選に加え，こうした今年度の新規・充実事業を中心に御

報告する予定だが，忌憚のない御意見を頂戴したい。 

 

⑵ 会長，副会長互選 



加藤委員 

 当懇話会には，各方面で御活躍の方々が参加しておられますが，まちづくりの専門

家であり，昨年までの当懇話会会長である谷口委員に引き続き会長をお願いしてはど

うか。 

また，市民と市政をつなぐパイプ役である市政協力委員を永年務められ，昨年まで

の副会長である菊池委員に引き続き副会長をお願いできないか。 

（拍手で承認） 

⑶ 会長，副会長挨拶 

谷口会長 

 御協力を宜しくお願いしたい。忌憚のない意見交換をお願いしたい。 

菊池副会長 

 平成５年に桂坂自治連会長に就任。以来，今日に至っている。特別な権限はないが，

地域を愛する気持ちと自覚が大切。至らない点もあるが，宜しくお願いいたしたい。 

 

⑷ 議題 

谷口会長 

 「⑴ 平成２４年度の生活安全施策の推進」を事務局から報告いただく。既に２４年

度の施策は推進されているが，いただいた御意見は，年度途中でも改善できる部分は京

都市に改善を検討いただく。併せて，来年度以降の施策の検討にも，御意見を生かして

いただくこととしたい。 

事務局 

 （資料３～７に基づき説明） 

谷口会長 

 新規・充実事業が１９事業，その他にも，京都府において，少年非行の立ち直りに向

け「立ち直り支援ネットワーク」が動き出した。 

２２年度の実施計画では新規・充実は４つ。現行の生活安全基本計画が始まった２３

年度は１７，２年目の２４年度は１９と，この懇話会で創り上げた基本計画が，目標の

実現に向けて順調に推移していると言えるのではないか，と感じた。 

特に，地域コミュニティに関しては，「安心安全の根本」とも言える条例がこの懇話

会での議論も踏まえ制定され，具体的な取組も動きだしている。また，防犯カメラも本

格実施された。更に，青色防犯パトロールも時限的にだが地域の皆さんの取組を補完す

る形で実施されている。 

「学区の安心安全ネット応援パンフレット」を拝見すると，地域の皆さんの様々な取

組が展開されていることを実感する。 

では，後ほど時間を取ってある暴力団排除条例以外の１８の新規・充実事業について，

所管課にも出席いただいているが，御質問，御意見等があればお願いしたい。 

早田委員 

 １点目。資料３「実施計画」ｐ１の「「協働の日（仮称）」の創設」は良いことだ。府

も一定取り組んでいるので，府市が共同で取り組めればなお良い，と感じる。 

２点目。私は右京区在住。同じく資料３のｐ１８～２１に「各区役所・支所における



安心安全に関する施策の推進」があるが，右京区の取組が掲載されていないが。 

３点目。同じく資料３ｐ２６の「野生鳥獣対策」。野生の鳥獣が山を下りてくる根本

的な原因は「従前と比べて山に手を入れないからだ」と聞くことがある。山に人の手が

入らないので，餌が手に入るまちに下りてくるのだ，と。既に議論されているかも知れ

ないが，「山に手を入れる」仕組みづくりの検討を。 

４点目は，自転車マナー。私も自転車に乗るが，自動車が真横を通過するなど非常に

怖い思いをすることがある。弱者から順に優先される社会が必要で，そういう意味では，

自転車は自動車よりも弱い。もちろん，歩行者は，自転車から見ると弱者となるが。 

５点目。同じく資料３ｐ８２以降に掲載の観光について。私は亀岡にもいることがあ

るが，府市が共により一層連携してほしい，と感じる。 

市民協働 

 １点目の「協働の日（仮称）」。どの日に設定するかは未定だが，２４年度は，株式会

社エフエム京都の協力を得て，市民と行政が「共に感じる」，「共に汗する」，「京都を感

じる」，協働・“きょうかん”により「未来の京都のまちづくりをみんなで考え，実践し

よう」と呼びかけるキャンペーンを展開。現在，このキャンペーンの名称を募集中。今

後，様々な活動事例の紹介や，チャリティイベントを実施する予定。 

谷口会長 

 京都府との連携に関して。私は市民参加推進フォーラム座長も務めているが，京都府

との間で，協働の契約といったものができないか，といったアイデアはある。 

京都府は昨年度に「「京の地域力」協働・連携宣言書 京都ウェイ」を作られたが，

現時点では，フォーラムで勉強しているところである。 

事務局 

 ２点目の御指摘だが，資料３のｐ１８にあるとおり，２４年度からは「区民提案・共

汗型まちづくり支援事業」が新たに展開。資料に記載の事業は，現時点での状況を一定

の考え方のもとでまとめたものであるが，御出席いただいている椿原委員も右京区で防

犯推進委員などとして御活躍いただいているが，右京区で安心・安全の取組がない訳で

はない。 

地域自治 

 ３点目の野生鳥獣対策だが，産業観光局と共同で対策を実施。現在は市街地に出てく

る野生鳥獣に対処。御指摘のとおり，野生鳥獣のうち，猿などは，山の手入れ不足と，

市街地に餌があることを知ったことが原因と思料。順次，取組を進めてはいるが，対症

療法的な対策に追われている面もある。今後，こうした対策と併せて，根本的な対策へ

の取組が必要ではないかと認識。 

谷口会長 

 ４点目の自転車マナーに関しては，委員の皆さんもお感じのことがあると思うが，そ

れに関連して通学路対策の現状は如何。 

事務局 

 先ほど局長からも申し上げたとおり，土木事務所，学校などの関係機関が連携した形

で緊急点検を実施。第１次の対策としては，路面標示の新設や補修など直ぐに対応可能

なものを，この夏休み中に実施予定。続いて，様々な第２次の対策も，土木，教育，学



校，府警といった関係機関が連携して取組を推進していく，と伺っている。 

谷口会長 

 様々な面から検証しながら，取り組んでほしい。行政だけでなく，民間でできること

もあると思う。 

 さて，自転車マナーは大きな課題だと思うが，現場で様々な取組を経験されている方

から，御意見，御感想があれば。 

南舎委員 

 私は普段，何もなければ１４～１６時頃に見守り活動している。ＰＴＡの方は１年ご

とに交代される。見守り活動の役をされている最中は良いのだが，なかには役を終えら

れた途端に交通ルールを守られない方もおられる。役を終えられてからも，継続して交

通マナーが綺麗であれば，「たいしたものやなと」なるが，交通マナーを守られないケ

ースがある。人の心が寂しくなってきたな，と感じることもある。そうした事例が，今

の私にとっては悩みの種の一つである。 

谷口会長 

 本来は大人が子どもの見本になるべきだが，そうなれていないケースが多々あるのが

課題か。 

松島委員 

 私はＰＴＡからこの懇話会に参加。確かに御指摘のような方もおられる，とは思う。

私自身，子育て時には，子どもに「交通ルールを守らないと」と教えるが，子どもと一

緒にいるときに，ＰＴＡだけでなく，高齢者の方なども含め，隣にいる大人が交通ルー

ルを守らなければ，子どもに対して説明が難しい。 

ＰＴＡを卒業された方はある意味，地域で目立つので，そうした御指摘を受けるのか

とも思うが，私としては，子どもの安全をはじめ，様々な面で地域の方々から色々な恩

恵，お蔭をいただいていると思っている。それを地域にお返ししないといけないと感じ

ており，例えば地域の役をお受けするなどの形で，微力ながらお返しできるよう，私と

しても努力したい。 

谷口会長 

 京都の自治は，ＰＴＡで支えられている面があると感じる。 

 事務局から，自転車マナーに関して，何か報告があれば。 

事務局 

 自転車マナーに関しては資料３ｐ３０に掲載。 

これまで京都市では，自転車安心安全条例を制定。これの条例に基づき，様々な活動

に取り組んでいる。 

１点は，プロのスタントマンが事故を再現するスケアード・ストレイト方式による交

通安全教室。昨年度は下京中学校で実施したが，２４年度は１箇所増の２箇所で実施予

定。 

２点は，本市の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指名。四条，

河原町などの市内中心部は基本的に自転車に乗れないが，自転車で通行している方に対

して，「自転車を押して歩いてください」といった啓発を実施している。 

こうした取組のほか，府警で開催の自転車教室への支援や，「地域交通安全女性の会」



を中心とした「交通安全母と子のつどい」の開催。更に，「学生のまち 京都」の特性

に着目した，大学生を主な対象とした啓発活動など，各世代の特性に着目したマナー啓

発を実施している。 

冨名腰委員 

 昨年，滋賀県において，大学生が運転する自転車と衝突して死亡された事案があり，

その大学生が属する大学が学生に対して自転車保険への加入を義務付けられた，という

記事を見た記憶などがある。資料３ｐ３０にも記載されているが，損害賠償保険等への

加入勧奨も併せてお願いしたい。大学生は若く体力もあり，相当なスピードが出せる自

転車に乗っているケースも多いと思う。 

谷口会長 

 当然，交通事故を減らす取組を実施するとともに，事故が発生した場合に備えた対応

も，ということ。 

事務局 

 自転車安心安全条例でも，自転車損害賠償保険の重要性を強調。交通安全に関する啓

発チラシを作成する場合などは，必ずＴＳマークに関する文言を記載している。 

なお，ＴＳマークとは，自転車安全整備士による点検・整備を受けた安全な自転車で

あることを示すものであり，これを貼付するとＴＳマーク付帯保険が１年間有効となる。 

また，近年は，民間のコンビニエンスストアや，携帯電話会社などでも，自転車に関

する損害保険に手軽に加入できるような仕組みが増えており，そうした保険への加入者

が増加傾向にある，と伺っている。 

早田委員 

 私は，自動車を運転し，自転車に乗り，そして当然歩行もする。これまでは，自動車

と歩行者，自転車と歩行者の関係に着目した交通安全対策が主だったように思う。今後

は，自転車が被害を受けるケースも考慮していくべきではないか。 

谷口会長 

 警察での取組は如何。 

小林委員 

 自転車への配慮に特化したものではないが，自動車運転免許の取得者への安全教育は

適切に実施。 

また，現在，府警本部近隣も含め８箇所で，車道の一部の色を変える形での自転車専

用通行帯を整備しており，順次，拡大している。歩行者は歩道を，自転車は自転車専用

通行帯を通行する。そうした形での対策を推進している。 

南舎委員 

 本体資料（次第から始まる資料）ｐ９。安心安全青色防犯パトロール事業について。 

私はこの３月まで４年間，青色防犯パトロールに従事していた。この事業の経費は，

京都市ではなく，国の緊急雇用創出事業を活用されたようだが，私はこの資料で初めて

知った。 

こうした事業を実施するのであれば，手弁当で青色防犯パトロールに従事している

人々にしっかりと伝えるべきである。 

府警からの要請に基づき，全て自己負担で地域では青色防犯パトロールに取り組まれ



ている。西京には現在２０数台の青色防犯パトロール車両があるが，そうした方々に例

えば「こんなにお金があるのなら」といった余計な思いをさせないようにすべき。 

私どもでは，現在は，自治連合会から年間１～２万円の補助をいただく形にできたが，

それまで何ら助成がなかった。 

なお，私は，この事業を批判している訳ではない。十分にこうした事業を市民に周知

し，市民に対してより一層の安心感を与えてほしい，と望む。 

事務局 

 安心安全青色防犯パトロール事業の実施に当たっては，広報発表も行い，できるだけ

大々的に周知するよう努めてきた。基本的に今年度限りの事業であると認識しているが，

区役所や，警察署とも連携して実施している。 

京都市として，安心安全のために何ができるかを考え，地域の皆様の御活動を補完す

るものとの位置付けで実施している。 

谷口会長 

 こうした良い事業がきちんと伝わっていないのは困る。より一層，きちんと伝えられ

るよう，努力してほしい。 

山根委員 

 京都市の安心安全青色防犯パトロール事業の周知に関しては，警察でも周知に努めた。

青色防犯パトロールに関しては，現役世代を対象に一定の予算も確保し，回転灯や棒ラ

イトなどを補助する制度を開始し，現在，働きかけを進めている。 

警察署から当該制度の利用について働きかけあると思うが，宜しくお願いしたい。な

お，青色防犯パトロールに対するガソリン代を補助する市町村も２，３ある。 

谷口会長 

 今後も，市民の自主的な取組を応援する施策の検討を願いたい。 

加藤委員 

 本体資料（次第から始まる資料）ｐ１０の街頭防犯カメラ設置促進補助事業に関して

だが，設置した後の，概ねの維持管理費用は。 

事務局 

 維持管理費用は地域団体で御負担いただくことになる。業者などから聞いているとこ

ろでは，防犯カメラ１台当たり，電気代は月数百円まで。このほか，記憶媒体であるＳ

Ｄカードも１年ごとに更新が必要になるケースが多いと聞く。このＳＤカードは種類に

よるが，概ね１万円程度までである模様。 

北田委員 

 規則とルールを子どもの頃からきちんと教え込む必要がある。第２次世界大戦の終戦

後も，こうしたルール破りはあった。規則やルールを親が子に教え込む必要がある。「自

分さえ良かったらいい」という気持ちを無くすこと。 

行政もこうした現状に一生懸命の対策を講じているが，こうした問題は本来個人的な

もの。自分自身が心からそうならないといけない。 

各地域で大人が子どもに対して範を示す必要がある。先日，お年寄りが自動車に跳ね

られ，ひき逃げがあった。一旦停止していないらしい。ルールを無視すると，こうした

大変なことが起きる。 



一方通行を無視して走行される方に注意すると，「私は足が悪い。なぜ駄目なのか」

と主張されるケースもある。大人の中にも，そういった考えの方がおられる。 

規則，ルールを確実に守ってもらうことが必要だ。 

生田委員 

 市道徳教育振興市民会議からのメッセージでは，「しなやかな道徳教育」推進に向け

て，「はっきり」教える，伝える。「しっかり」見せる，示す。「じっくり」語り合い，

考える。「たっぷり」体験させ，共に活動する。こうした４点の提案がされているが，

先ほどからの議論はまさにこの４点に集約されているのではないか。 

私どもとしては，「子どもを共に育む京都市民憲章」の精神を実践し，批判しあうの

ではなく，地域，家庭，学校などが一緒に取り組んでいこうとしているところ。今後と

も，委員の皆さんとも一体となって取組を進めていきたい。 

小松委員 

 私は大学への通学時に自転車を利用している。先ほどの委員の発言にもあったとおり，

既に色分けで表示されている道路があるが，今後も，様々なところに，こうした自転車

専用通行帯を作っていただければ。 

自転車マナーに関してだが，本人の意識に依るところも大きいが，大学生への自転車

マナー教室が不足している気もする。皆さんの力も得て，そうした教室が拡充できてい

ければ。 

澤井委員 

 交通安全に関してだが，互いに譲りあうことが必要。道路環境に関しては，難しい面

もあると思うが，オランダのように，自動車，自転車，歩行者の３つに道路環境を整備

できないか。 

資料３ｐ５５の非行防止教室に関しては，学校も非常に協力いただいている。 

再犯を防ぐためには就労支援が必要である。西京区ではきめ細やかに配慮いただいて

いる。そのためには，関係機関との連携が非常に大切である。 

椿原委員 

 自転車マナーに関して。いわゆる交通弱者は，歩行者，自転車，バイク，自動車，と

いった順になると思うが，交通弱者ほど横着な面がある。自分を守るのは自分しかいな

いとの認識のもと，自らを守る意識が重要。 

本体資料（次第から始まる資料）ｐ９の安心安全青色防犯パトロールは非常に良い取

組である。私自身，右京区防犯推進委員連絡協議会専用青色回転装備車両で右京平安レ

ディース合同にて，週２～３回程度昼夜青色防犯パトロールを実施している。右京区も

広く，１回に約３時間かかる。例えば，自転車への二人乗を発見したら，マイクで注意

を促し，降車させる。学生ならどこの学生だと聞き。「いけないよ」と注意している。

犯罪抑止に非常に有効と認識。 

ただ，全市で５台で巡回しているということだが，私自身はまだ１回も見ていない。

例えば，右京・西京で１台で巡回されているようだが，１日で両区を巡回するのではな

く，日ごとに巡回区を決めるなどの工夫をされ，より市民に見える形で活動いただけれ

ば，と思う。 

事務局 



 ６月から実施しているが，当初は「パトロールに慣れる」ことを主眼にまずは幹線道

路を中心に巡回。最近は，府警からの防犯メールなどをもとに重点的な巡回，駐留警戒

も実施。少しずつ，細街路も巡回していきたいと考えており，徐々に市民の方々に巡回

を見ていただける機会が増えていくのでは，と思う。 

成田委員 

 ２点，意見と質問がある。 

１点は，澤井委員の御指摘に関して。非行少年の立ち直りなどに就労支援が有効，と

の貴重な御意見。実際に接しておられる保護司の方の御意見だが，学問的にも職業を持

つことは再犯を減らす効果があると実証されている。重点的に取り上げてほしい。 

２点は，いじめに関してのお尋ね。資料３ｐ５５の非行防止教室に関連するが，早い

段階でのいじめのサインをきちんと受けられているか。いじめに関する取組は，資料３

に掲げられているもの以外にどんなものがあるのか。 

それと，警察との連携は如何か。いじめも軽微なものから，暴行など犯罪に当たるも

のもある。警察との連携に関しても，何か新しい動きがあれば伺いたい。 

生田委員 

 いじめだが，資料３に計上しているのは「非行防止教室」の観点からの事業だけ。い

じめ対策を全て挙げると，それだけで資料３の半分程度の分量になる。 

いじめの問題に対しては，学校，家庭，地域，関係機関との連携のもと，適切に対処

することとしている。 

まずは心の通った指導が大切であり，対処する委員会を全校に設置している。万が一

いじめが発生すればスピーディーに対応。いじめは発見しづらいケースが多いため，き

め細かく対応することとしている。発生時には，当然，教育委員会が学校と一体になっ

て対応する。 

これまでにマニュアルや，チェックリストといたものは出来上がっている，と言える。

問題は，そうしたそうしたものを，どう徹底してやり切るか。これまでも，何年かおき

にこうした，いじめ問題がクローズアップされる。口で言うだけでなく，「徹底」する

ことが大事である。 

保護者や地域との連携も大事。保護者や地域と学校との信頼関係は，いわば根本であ

る。その根本が十分構築できていないのが問題になるケースが多い。今後も，保護者や

地域とのつながりを強めていく。先ほどから話題になっている通学路対策もそうである。

もし更に具体的なことを，ということであれば，改めて説明させていただく。 

山根委員 

 府警と市教育委員会との間では，３年目になるが，人事交流も行っている。情報交換

もスムーズである。スクールサポーターも配置されており，以前と比べても，情報交換，

連携は非常に強化されており，連携のための協定も締結している。 

京都市以外でも，府下のほぼ全ての市町村において，学校や教育委員会との連携が同

様に進んでおり，府警としても，「非行防止対策の加速年」と位置付けて取組を進めて

いる。 

小林委員 

 交通安全に関する，道路環境整備の，澤井委員の御指摘だが，府警としても，道路管



理者である京都市をはじめとする市町村に整備をお願いしている。例えば，亀岡の事故

現場における速度規制を４０ｋｍから３０ｋｍに見直しても，それだけでは意味が余り

ない，と認識。自動車が速度を出しにくいなどの道路環境整備を併せて実施する必要が

ある，と考えている。 

山根委員 

 学区をはじめとする地域コミュニティ活性化も重要。府警では，学区ごとの犯罪情勢

も新たに公表することとした。今後も，情報提供に取り組みたい。 

京都市では，地域コミュニティ活性化推進条例も制定されたが，例えば，府警から京

都市にマンションでの犯罪発生情報を流し，それを京都市から本体資料（次第から始ま

る資料）ｐ７に記述されている共同住宅の連絡調整担当者に流す仕組みも考えられる。 

地域自治 

 御提案は今後研究していきたいが，御指摘の制度は，今後新しくマンションが建築さ

れる際の仕組みである。既存マンションをどう取り扱うかは，今後の検討課題であり，

御提案と併せて検討していきたい。 

谷口会長 

 「警察は何にも情報を出さない」と言われる方が依然として存在する。今後，一層の

情報提供を願いたい。 

椋本委員 

 京都は道路が狭く，交通問題に関して，様々な問題が生じることは一定仕方がない面

もある。一緒に知恵を絞る必要。 

私が会長を務める地域生徒指導連合会に関連して言うと，ケータイ教室や非行防止教

室などの更なる充実をお願いしたい。 

刑法犯少年の割合が全国ワースト１であるといった問題も指摘されているが，少年の

スクールサポーターの方が一生懸命生徒に語りかけられることを実感している。こうし

た取組を積み重ねることが非常に大切である。 

事務局 

 先ほど話題になった道路環境整備だが，京都市では道路管理者として建設局が所管し

ている。例えば，白線を引き直し，拡幅することや，ポールを立てること，更に自転車

専用通行帯の整備など，京都市としても道路環境整備を推進していく，と伺っている。 

谷口会長 

 警察ＯＢの方がスクールサポーターを務められている。一度，小学生を対象とした，

スクールサポーターの方の話を伺う機会があったが，サポーターの方は最後に「皆が地

域の宝や」と一人ひとりと握手されていた。こうした専門的な知見を有する，そして世

代が異なる方が学校に入り，取り組まれるのは大切，と実感した。 

 では，時間の関係もあり，「平成２４年度の生活安全施策の推進」に関する議論はこ

の程度に止めたい（事務局のうち，生活安全実施計画関係課は退席）。 

次に，「４ 議題」の「⑵ 京都市暴力団排除条例の施行」について。まず，事務局

から説明願いたい。 

事務局 

 資料８，９に基づき説明。 



菊池副会長 

 一般市民向けリーフレットは改めて作成されるのか。 

事務局 

 ８月下旬以降，一般市民向けにリーフレットやポスターを作成予定。 

谷口会長 

 それでは，今後も，暴力団排除条例の施行に向けて所要の作業を進めるとともに，条

例に基づく取組を推進いただきたい。 

最後に「４ 議題」の「⑶ その他」だが，私から事務局に「委員の皆さんと地域の

現場を見る機会が出来ないか」と提案。事務局で案を作成してもらっているので，事務

局から説明を。 

事務局 

 資料１０に基づき説明 

谷口会長 

 交通費の実費相当だけを出す勉強会という提案。防犯カメラの設置個所もいいが，資

料５「学区の安心安全ネット応援パンフレット」に紹介されている地域の現場で取り組

まれている方々との意見交換いい，と思う。 

例えば，非行防止教室の見学は可能か。 

生田委員 

 可能である。 

谷口会長 

 そのほかにも勉強会のアイデアがあれば，事務局と相談して改めて委員の皆さんに御

案内したい。例えば「私の地元で勉強会を」といった御提案も歓迎。 

早田委員 

 府の「ヒヤリ・ハット情報」活用推進システムをモデル的に実施した，伏見区にある，

府民協働防犯ステーションを可能であれば見学してみたい。 

谷口会長 

 具体的な提案をいただいた。 

場合によっては，府民協働防犯ステーションを皆で見学しなくても，例えば事務局が

相手方に相談して，見学していただく，という方法も可能か。事務局が仲介する形だが。 

事務局 

可能である。 

谷口会長 

 では，この懇話会における新たな試みとして，自由参加だが，勉強会をやってみる，

ということで宜しいか（各委員，同意）。 

それでは，１２月頃を目途に開催するということで，改めて委員の皆さんに御案内し

たい。できるだけ，都合を合わせて御参加いただければ，と思う。 

また，「こういう勉強会を」といった御意見があれば，後日，事務局へお願いしたい。 

菊池副会長 

 本日は，委員の皆さんから，大変貴重な，そして，率直な御意見をいただいた。 

本日報告いただいた，生活安全実施計画に記載されている７５の事業は，いずれも肝



心なものである。 

とりわけ，私自身も悩みながら取り組んでいる，地域コミュニティの活性化は，自治

連合会としても大問題。目的をきっちりと持って，団結し，そして徹底して取り組んで

いきたい。徹底するためには，分かりやすく，簡潔，簡明にまとめてこそ，その意思が

伝わると思う。 

委員の皆さんと，多くの市民とともに，地域の安心安全に取り組んでまいりたい，と

改めて考える。共に頑張りたい。 

市民生活部長 

 長時間にわたる熱心な討議に感謝。 

 京都市として，本日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，一歩でも前進していきたい。 

以上 


