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１　概況など　
　�　急速な少子高齢化, 核家族化の進行といった社会情勢の変化や, 地域コミュニティの希薄化, 地域の自
主的な活動の結束力の低下などにより, 犯罪や交通事故は増加傾向にあったこと, さらには, 凶悪事件も
多発していたことなどから, 各種地域防犯活動団体からの要望などを踏まえ,「犯罪や交通事故のない『だ
れもが安心してくらせるまち』」を目指し, 平成11年４月に京都市生活安全条例（以下「条例」という。）
を施行しました。
　�　本基本計画は, 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３回目の基本計画です。

２　これまでの取組及び成果
　�　平成12年度からスタートした第１次基本計画は, 刑法犯認知件数の約半数を少年犯罪が占めていたこ
とや, 犯罪内容の凶悪化, 薬物乱用の増加といった状況があり, また, 交通事故も, 年間の死者数が70
人, 65歳以上の高齢者の死者数が３割を占めている状況であったことから,「防犯力」「地域力」を高める
ため「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」を柱として策
定しました。これに基づく取組により, 刑法犯認知件数や交通事故発生件数は約３割減少, 市民の体感治
安※１も改善しました。
　�　さらに, 平成23年度からスタートした第２次基本計画は, 基本的な考え方は踏襲しつつ, 他の施策と
も融合・連携しながら共汗（きょうかん）※２でバックアップしていく必要があるとして,「自らを守る意
識の高揚」「連携ネットワークの確立」「区が共汗でバックアップ」を柱として策定しました。第２次基本
計画の下, 京都市地域コミュニティ活性化推進条例や京都市犯罪被害者等支援条例, 京都市暴力団排除条
例といった新たな条例の施行や, 地域活動を人的・物的・金銭的に支援していく施策も強化されました。
　�　また, 平成26年には, 京都府警察と「世界一安心安全・おもて
なしのまち京都　市民ぐるみ推進運動」（以下「市民ぐるみ運動」
という。）に係る協定を締結し, 市民, 事業者, 行政, 警察等の連
携の輪が広がるなど, 様々な面で大きく踏み出す計画期間となりま
した。学区の安心安全ネットワーク※３の支援補助金の活用は1.7倍
（補助制度創設時（平成23年度）と比較）に, 市民ぐるみ運動への参
画団体数は522団体に, 地域団体に対する防犯カメラの設置補助
台数も2,100台を超えました。
　�　このように様々な取組を進めてきた結果, 刑法犯認知件数, 交
通事故の発生件数・死傷者数は10年間で70％以上減少と, 全国を上回る減少率となっています。

第１章　はじめに

※１　「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 : 京都市市民生活実感調査。
※２　市民，事業者，そのほか関係機関など様々な主体と行政が，共に汗を流して協働すること。
※３　平成22年度までに京都市内全学区において形成した地域における安心・安全の様々な問題に取り組むネットワーク組織。

安心安全
ネットワーク
の支援

防犯カメラ
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３　計画策定の趣旨
　�　京都市は, 京都市基本構想（市政の基本方針, 平成13年～令和７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を策定しています。
　�　本基本計画は, 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４「市
民生活の安全～市民ぐるみ・地域ぐるみで, すべての人が安心して安全に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す。
　�　一人一人の防犯・交通事故防止の意識を高め, 犯罪や交通事故の発生の未然防止, 被害拡大防止のため
に対応するとともに, 被害に遭われた方への支援など, すべての人が安心して安全に暮らすことができる
よりよい地域共生社会を目指します。

４　計画の位置付け

５　計画期間
　�　計画期間は，本基本計画の上位計画である京都市基本計画の計画期間を踏えて，令和３年度から令和７
年度までの５年間とします。

世界文化自由都市宣言（都市理念（都市の理想像））
京都市議会の賛同を得て, 昭和53年（1978年）10月15日宣言

京都市基本構想
　平成13年から25年間（令和７年まで）のまちづくりの方針を理念的に示したもので平成11年12
月に策定。「わたしたち京都市民」を主語とした “市民の視点” で「安らぎのあるくらし」と「華や
ぎのあるまち」をまちづくりの方針としてあげている。

京都市生活安全基本計画（京プランの分野別計画）
　京プランに掲げる政策分野４「市民生活の安全～市民ぐるみ・地域ぐるみで, すべての人が安心し
て安全にくらせるまちをめざす～」を実現するため，京都市生活安全条例に基づき策定しているもの。

⬇

⬇
はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本計画）
　基本構想の下, 社会経済情勢を踏まえ, 京
都の未来像と主要政策を明示する都市経営
の基本となる計画（基本構想の具体化）。
１期目：平成13年度～平成22年度
２期目：平成23年度～令和２年度
３期目：令和３年度～令和７年

京都市各区基本計画
　基本構想に基づく各区の個性を生かした
魅力ある地域づくりの指針となる計画。

１期目：平成13年度～平成22年度
２期目：平成23年度～令和２年度
３期目：令和３年度～令和７年

⬇ ⬇

持続可能な開発目標（SDGs）
　平成27年９月に国連において，気
候変動，自然災害，生物多様性，紛争，
格差の是正などの国内外の課題の解決
に向けて掲げられた国際目標（17の
目標と169のターゲット）。

京都市レジリエンス戦略
　自然災害や人口減少などの様々な危
機に粘り強く対応・適応できる力を高
め，将来にわたって人々がいきいきと
暮らせる，魅力と活気に満ちた京都を
目指した取組指針として定めたもの。

連携
融合

連携
融合
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　第２次基本計画を策定した平成23年以降に様々な取組を進めてきた結果, 刑法犯認知件数が10年間で
71％減少（H22：27,832件⇒R２：8,155件）し, 市民の体感治安（安心して暮らせるまちであると思う
市民の割合）も一定上昇（H22：38.9％⇒R１※：47.0％）しました。
　しかしながら, 人口減少, 高齢化の進行, 情報通信技術の更なる進展（Society5.0等）などの社会情勢等
の大きな変化や市民アンケートの結果から次のような課題が新たに生じており, 第３次基本計画ではこれら
を踏まえた防犯・交通安全対策を進めていくことが必要となります。

第２章　現状と課題

※　�体感治安の指標として活用していた京都市市民生活実感調査について，令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により，調査の実施を中
止した。

その他
⃝�少子高齢化の進行・人口減少による防犯活動従事者の担い手不足や, 新型
コロナウイルス感染症の流行による市民生活への影響や地域活動方法の
変化などを踏まえた防犯・交通安全活動の在り方

⃝�市民の防犯意識（「スマホを使いながら歩かない」, 「道路側にかばんを
持って歩かない」など）の更なる向上

⃝�犯罪被害者の支援機関等の認知度の向上, 相談しやすい環境づくりなど
⃝�様々な防犯活動や取組に関する市民・事業者等への周知啓発（京都市の取
組の認知度向上の必要性）

体感治安の伸び悩み
�全国的に発生する凶悪
事件などの影響により
市民の体感治安（目標
50％以上）が, 45％前
後に留まっていること

交通安全対策
�⃝高齢運転者が関係する交通事故
⃝�あおり運転（妨害運転）などの被害やながら運転に
よる交通事故

犯罪被害の多様化
⃝�情報通信技術の普及・発展により日常生活空
間とインターネット空間がより身近になった
ことによるサイバー犯罪被害の増加
⃝全国的な凶悪事件※ の発生
　※�相模原障害者施設殺傷事件（平成28年）
　 �川崎市登戸通り魔事件（令和元年）
　 �京都アニメーション放火殺人事件（令和元年）
⃝�アポ電強盗やキャッシュカード手交型詐欺※の発生など高齢者を狙った特殊
詐欺手口の巧妙化
　※�キャッシュカード等を準備させた上で，隙を見て，同キャッシュカード等を
偽物とすり替えて窃取するもの

行為者の低年齢化
�14歳から19歳の刑法
犯少年数は減少したも
のの, 薬物乱用やSNS
（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）
等を通じた加害など
14歳未満の触法少年
の増加の懸念
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１　将来像（基本理念，目指すべき社会）
基本理念
　すべての世代の，より多くの市民等による活動や発信などにより，市民全体の安心安全を形成していく
目指すべき社会
①　個人・団体・事業者などあらゆる活動主体が防犯活動等に取り組んでいる社会
②　どのような状況下においても防犯活動等が継続できる社会
③　犯罪が発生し，被害が生じても，それを乗り越えて，安心して，暮らせる社会

２　重点戦略（３つの柱）について
　�　第２章で示した課題等に適切に対応し，すべての市民・観光旅行者等にとって安心・安全なまちづくり
に向け，次の重点戦略（３つの柱）に基づき様々な施策に取り組みます。

３　成果指標について
　�　「重点戦略（３つの柱）の進捗状況を測ることができ，誰もがわかりやすい指標とする」との観点から，
以下の２つを成果指標として設定します。

　交通安全に関する指標は令和３年度中に策定予定の第11次京都市交通安全計画に委ねる。

第３章　重点戦略（３つの柱）と成果指標

１　�市民・事業者等が防犯活
動等に積極的に参加でき
るための取組の推進

２　�地域における身近な防犯
の目を増加させる取組の
推進

地域における
「見せる防犯」の拡大
～防犯活動の活性化～ １　�急速に進化・多様化する

情報通信社会への対応
２　�すべての人が安心・安全
を感じることができる地
域共生社会の実現

３　�予測できない，突発的な
危機にも対応し，絶やす
ことのない持続可能な防
犯活動の推進

新たな社会情勢の変化
に対応した取組の推進

１　�犯罪や交通事故が発生し
にくい環境の整備

２　�市民一人一人の防犯力，
交通事故防止力の向上

３　�犯罪等による被害が生じ
た場合の被害者等の支援

犯罪抑止・交通事故防止
のための環境づくりの
推進

柱1 柱2 柱3

指　標 目標（令和７年度まで）
刑法犯認知件数
安全を測る指標

（柱１，柱３に関連）

１万件以下を維持
（京都府警察において認知した京都市内の刑法犯の発生件数）

体感治安※

安心を測る指標
（柱１，柱２に関連）

50％以上
（市民アンケート調査等において, 安心して暮らせるまちであると回答した人の割合）

※　�体感治安に関しては，必要に応じて取組の進捗状況を測るために実施する調査や，第３次基本計画の取組効果を総括的に測るとともに第４次
基本計画策定の基礎資料とするため実施する市民アンケート調査（令和６年度実施予定）において，市民の安心感の充実度を調査し，体感治安
の達成度を測る予定。
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�

１　「柱１　犯罪抑止・交通事故防止のための環境づくりの推進」に基づく推進施策
施策の大きな方向性
　「世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市民ぐるみ推進運動」で培った経験を生かし，様々な活動主
体が一体となった体制をより一層強固なものとしていくとともに，子どもが巻き込まれる犯罪被害・交通事
故，女性が被害者となる犯罪（性犯罪，盗撮など），高齢者を狙った特殊詐欺被害の防止など，個々の犯罪
への対策をきめ細かに実施していくとともに，犯罪に繋がる可能性のある行為（消費者トラブルなど）への
取組も進めるなど，犯罪抑止・交通事故防止のための環境づくりを推進していきます。　
推進施策　� （�○は，これまでからの継続事業，●は基本計画への新規掲載事業�）

（１）犯罪や交通事故が発生しにくい環境の整備
　　○　世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市民ぐるみ推進運動※

　　　　※防犯カメラ設置促進補助事業など
　　○　違法駐車等防止対策事業の推進
　　○　暴力団排除条例の推進
　　○　京都市商店街等環境整備事業
　　○　不法投棄監視カメラ等貸与
　　○　地下鉄駅構内の防犯カメラの活用
　　○　高齢者あんしんお出かけサービス事業～小型GPS端末機の貸出～
　　○　有害環境の浄化活動の推進
　　○　「歩いて楽しいまちなかゾーン」の推進
　　○　事故防止専門コンサルタントによる全運転士への安全運転研修
　　○　安全運転訓練車（セーフティサポート研修）
　　○　総合的な自転車政策の推進
　　●　児童の移動経路交通安全対策（新規掲載）
　　●　児童福祉施設等における安全確保（新規掲載）
　　●　ドライバー異常時対応システムの導入（新規掲載）
　　●　安全性確保が必要な市バス停留所の安全対策（新規掲載）

（２）市民一人一人の防犯力，交通事故防止力の向上
　　○　世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市民ぐるみ推進運動※（再掲）

　　　　※様々な情報媒体を活用した市民等の防犯意識向上のための広報啓発活動の推進など
　　○　交通安全啓発活動の推進
　　○　消費者啓発，消費者相談※

　　　　※年齢層に応じた啓発等による切れ目のない消費者教育，地域見守り，相談機能の強化など
　　○　配偶者等からの暴力の根絶
　　○　薬物乱用防止啓発事業の推進
　　○　京都市子ども保健医療相談・事故防止センターの運営
　　○　地域ぐるみで子どもを守る安全対策等の推進
　　○　幼稚園，学校における安全確保や安全教育の強化
　　○　通学路安全対策の推進

第４章　重点戦略に基づく施策の推進
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　　○　事故防止重点強化策（バス停留所付近の違法駐停車防止キャンペーン）
　　○　放火防止対策の推進
　　○　シンナー等吸引・薬物乱用防止対策の推進
　　○　非行防止教室
　　●　高齢運転者事故防止支援事業（新規掲載）
　　●　高齢サポート（地域包括支援センター）における消費者被害の防止に向けた取組（新規掲載）

（３）犯罪等による被害が生じた場合の被害者等の支援
　　○　犯罪被害者支援策の推進
　　○　京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センターとの連携

（４）その他
　　○　繁華街における飲食店等による客引き行為等対策の推進
　　○　京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例の推進
　　○　民泊通報・相談窓口の運営

２　「柱２　地域における「見せる防犯」の拡大～防犯活動の活性化～」に基づく推進施策
施策の大きな方向性
　より多くの地域住民が安心安全を「自分ごと」と考え，防犯・交通安全活動に参加できるよう，あらゆる
機会をとらえ，市民や事業者等に働きかけを行います。
　また，地域住民同士で行う防犯パトロール活動だけでなく，例えば，玄関先への防犯標語の掲示やセンサー
ライトの設置など「見せる防犯」の取組を一人でも多くの市民・事業者等が実践し，犯罪企図者に「この地
域には入りにくい」と思わせることで，市民一人一人の防犯力だけでなく地域全体の防犯力の向上を図って
いきます。
推進施策

（１）市民・事業者等が防犯活動等に積極的に参加できるための取組の推進
　　○　世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市民ぐるみ推進運動※（再掲）

　　　　※地域防犯活動の支援など
　　○　市民活動総合センターの運営
　　○　地域コミュニティ活性化策の推進
　　○　「輝く学生応援プロジェクト」の展開
　　○　学区の安心安全ネット継続応援事業（補助金の交付）

（２）地域における身近な防犯の目を増加させる取組の推進
　　○　水道水・雨水で花いっぱい！
　　○　こども・地域・あんしん・あんぜんパトロール
　　●　世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市民ぐるみ推進運動※（再掲）
　　　　※「見せる防犯」普及促進事業（新規掲載）
　　　　※�ドライブレコーダーが生み出す
　　　　　�京（みやこ）・安心安全推進プロジェクト
　　　　　（新規掲載）
　　●　自転車盗難防止パトロール（新規掲載）

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

見せる防犯とは…
　防犯活動の存在を視覚的に訴えることで犯罪抑
止効果を高める取組
（例）・�「パトロール中」プレートを掲げて見守り
　　・�防犯標語やポスター等の掲示　等
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３　「柱３　新たな社会情勢の変化に対応した取組の推進」に基づく推進施策
施策の大きな方向性
　急速に進化・多様化する情報通信社会とそれに伴うサイバー犯罪被害の危険性の深刻化や，新型コロナウ
イルス感染症等の流行による地域防犯活動に対する影響などを踏まえて取組を進めていく必要があります。
　これに加え，訪日外国人の増加や入管法改正に伴う外国人労働者の受入れ拡大による市民生活や地域コ
ミュニティの形の変化に対応した取組や，罪を償った人の地域社会での受入れなどによる再犯防止の取組な
どを推進することで，すべての人が安心・安全を感じることができるより良い地域共生社会の実現を促進す
るなど，複雑化・多様化する社会状況の変化にあらゆる活動主体と連携し柔軟に対応してまいります。
　さらに，地域等で取組を推進するに当たっての注意点や，やり方を工夫した取組の好事例，最新の犯罪情
勢等，防犯・交通安全活動に役立つ情報を積極的に発信することで，新型コロナウイルス感染症のほか新た
な社会的危機が今後発生しても粘り強くしなやかに対応し，どのような状況下においても「自分たちの地域
は自分たちで守る活動」を継続・発展することができるよう，様々な取組を推進してまいります。
推進施策

（１）急速に進化・多様化する情報通信社会への対応
　　○　子どものスマホ・ゲーム機等の利用に関わる情報モラル教育及び保護者啓発
　　○　消費者啓発，消費者相談（再掲）
　　●　世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市民ぐるみ推進運動※（再掲）

　　　　※サイバー犯罪被害防止のための市民意識向上の取組（新規掲載）

（２）すべての人が安心・安全を感じることができる地域共生社会の実現
　　○　世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市民ぐるみ推進運動※（再掲）

　　　　※観光客等の安心安全対策の推進など　
　　○　再犯防止対策の推進
　　○　子ども・若者総合支援事業
　　○　青少年活動センターにおける取組の推進
　　●　多文化共生施策の総合的な推進（新規掲載）
　　●　観光客に向けたマナー啓発の実施及び「京都観光行動基準」の普及の促進（新規掲載）

（３）予測できない，突発的な危機にも対応し，絶やすことのない持続可能な防犯活動の推進
　　○　地域コミュニティ活性化策の推進（再掲）
　　●　世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市民ぐるみ推進運動※（再掲）

　　　　※どのような状況下においても継続実施できる防犯活動の推進（新規掲載）
　　　　※地域等による取組の好事例や最新の犯罪情勢等の積極的な情報発信（新規掲載）
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３つの重点戦略（柱）すべてに関連

　本基本計画は，生活安全施策に関する基本的な計画と取組の方向性を掲載しています。計画の推進に当たっ
ては，本基本計画に基づいて毎年度作成する「実施計画」に具体的な生活安全に関する事業を掲げ，着実に
実施していきます。
　なお，京都市生活安全施策審議会を定期的に開催し，成果指標の進捗状況や犯罪情勢の変化，また，予測
できなかった新たな状況変化等を踏まえて，注力すべき重点取組を検討し，必要に応じて実施計画の中に柔
軟に盛り込むなど，その時々の状況に応じたきめ細かな取組を推進していきます。

第５章　計画の推進及び進化

│世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市民ぐるみ推進運動│
これまでの経過
　平成26年７月，京都市と京都府警察は，相互に連携し，地域との協働の下，市民生活の一層の安
心安全の実現とともに，観光旅行者等の安心安全の向上を目指し，「誰もが安心安全に，笑顔で楽し
く暮らし，観光できる，やさしさあふれるおもてなしのまちづくり」に取り組むこととし，地域の特
性や課題に応じた，安心安全のためのソフト・ハード両面の取組を協働して推進することなどを内容
とする協定を締結（協定期間：令和２年度末まで）。取組の指針となる「全市版運動プログラム」等
に基づき，市民ぐるみの安心安全に関する様々な取組「世界一安心安全・おもてなしのまち京都　市
民ぐるみ推進運動」を展開してきました。

今後の展開
　令和３年３月，京都市と京都府警察は，新たに協定を締結しました。これを第３次京都市生活安全
基本計画における防犯面の主力事業の一つとして位置づけ，今まで取り組んできた防犯の取組等を深
化・発展させ，更なる安心安全を実感できる取組を実施してまいります。
新たな協定の概要
⃝　取組期間
　　令和３年度～令和７年度
⃝　目指すべき姿
　�　京都が培ってきた文化力や人と人とのつながりを活か
し，誰もが安心安全を実感できるまち
⃝　推進運動の方向性
　�　現行の推進運動を土台に，社会情勢の変化を始め，各区の現状や課題を踏まえ，これまで築き上
げてきた市民・事業者，京都市，京都府警察が連携した取組を継続・発展させ，SDGsの理念のも
と持続可能な誰もが安心安全を実感できるまち京都の実現を目指す。

第１期のあゆみ

これまでの取組
詳細はこちら
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　京都の安心安全の向上のためには，安心安全を自分ごとと考えて，何ができるかを市民一人一人が考え
て行動することが大切です。
　以下，市民の皆様の防犯・交通安全に役立つ情報を掲載しています。
　ぜひとも，地域の安心安全活動の参考としてください。

１　犯罪者の狙い・視点

第６章　その他

１人でいる子どもは，連れ去り
や声かけの被害に遭いやすい

ゴミや落書きの多い場所は，地
域住民の「無関心」を連想させ，
犯罪を誘発（割れ窓理論）

スマホ・イヤホンしている人は，
不審者が後ろから近づいてきて
も気づきにくい

犯人はバイクや自転車に乗って
背後から近づき，バッグを奪っ
て逃げ去ってしまう

このような「人」は危ない！

このような「場所」は危ない！

街灯が少なく暗い場所や，ブロック塀や生垣が高く死角が多い場所
は，周りの目が少なくなり被害に遭いやすい

自分の身を守る行動
•�「スマホ，イヤホンしながら」
や「夜遅くに１人」では帰ら
ない
•�バッグは車道側ではなく建物
側に持つ� など

地域の目を増やす取組
•防犯パトロール
•�ご近所同士で見守り・日頃か
らあいさつ� など

犯罪を起こさせない
環境整備

•�防犯カメラやセンサーライト
設置
•�塀を低くするなど，死角をな
くす� など

被害に遭わないためには…

地域の防犯のために，さらに
できることは何だろう？次の
ページを見ながら考えてみよう！
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２　見せる防犯
　�　防犯活動の積極的なアピールや，その存在を視覚的に訴えることで，犯罪抑止効果を高める「見せる防
犯」。一人一人の小さな取組の積み重ねで，街中を「見せる防犯」で溢れさせ，犯罪者を寄せつけない安
心安全なまちを！

３　コロナ禍でもできる地域防犯
　�　新型コロナウイルス感染症の流行の中でも，工夫をしながら地域防犯活動を続ける
ことが大切です。
　�　右の二次元コードから活動例を御覧いただき，自分たちの
地域では何ができるか考えてみてください！

ながら防犯
　「仕事や家事で忙しくて，町内
会の見守り活動に参加できない」
　「防犯活動って難しそう…」
　みんなで活動することだけが
防犯じゃない！普段の日常生活
の中において，防犯の視点を踏
まえて少し行動を変えるだけ（な
がら防犯）でも「見せる防犯」
はできます！

花の水やり、
門掃き

リーフレットは
こちらから

登下校時間に
犬の散歩
買い物

ながら見守りで
地域の目を増やす

花いっぱいでキレイな
まちは犯罪が起きにくい

この街
では

悪さは

できへ
んなぁ

…

こども110番のいえ※2

青色防犯パトロール※１ 安心安全パレード 門灯の点灯

同じユニフォームを着用して見守り 防犯カメラ設置の表示 安心安全ポスターやのぼり旗の設置

※1「青色防犯パトロール」
　　�自動車に青色回転灯を装着して地域の自主防
犯パトロールを行う活動

※2「こども110番のいえ」
　　�子どもが不審者に声をかけられる等の危険を
感じたときに避難して保護する制度

「
見
せ
る
防
犯
」取
組
例
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４　このようなときに交通事故は起こりやすい！

５　高齢運転者向けの取組
動画「笑って、ドライバー卒業しませんか？～被害者や加害者になる前に～」
　高齢運転者が関連する交通事故の実態等について収録しています。
「運転に自信がなくなってきた…」「高齢の家族の運転が最近怖いな…」�
そのような方は是非一度ご覧ください。

運転免許証自主返納
　加齢による身体の変化で運転に不安を感じたり，運転する機会が減ってきている高齢ドラ
イバーの方などが，有効期限が切れていない運転免許証を自主的に返納することができる制
度です。運転免許試験場，京都駅前運転免許更新センター，住所地を管轄する警察署にて申
請ができます。

６　犯罪などの被害でお困りの方へ
　　 ひとりで悩まないで…安心してお電話ください（相談無料・秘密厳守）

公益社団法人京都犯罪被害者支援センター
　 犯罪被害者サポートダイヤル　☎0120-60-7830

　　　　　　　　　　　　　　13時～18時（月～金曜）※祝日，8/12 ～ 8/16，12/28～1/4を除く　

動画は
こちらから

詳細は
こちらから

⬇
⬇

無理な横断は事故のもと！「きっと止ま
ってくれるだろう」と思わないで！

ながら運転（車でのながらスマホ，自転
車でのイヤホン走行など）は，重大な事
故に繋がりやすい！

横断歩道が近くにある時は必ず横断歩道
を渡りましょう！
ドライバーも歩行者優先で一時停止を！

スマホを操作するときは車を停めてから！
音楽を聴きながらの自転車走行は禁止！
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資料編

氏　名 役　職　等

石本　郁雄 京都市少年補導委員会副会長（代表理事）

井上　摩耶子 株式会社ウィメンズカウンセリング京都代表取締役

浦中　千佳央 京都産業大学法学部教授

大橋　憲宏 京都市保護司会連絡協議会会長

尾﨑　千佳 京都市PTA連絡協議会常任理事

加賀谷　伸一郎 独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター企画部シニアエキスパート

小石　玖三主 (副会長) 京都市市政協力委員連絡協議会代表副幹事

佐藤　知章 市民公募委員

土屋　健弘 京都市障害者地域生活支援センター連絡協議会理事

成田　秀樹 (会長) 京都産業大学法学部教授

西田　由美子 NPO法人京都消費生活有資格者の会代表理事

西元　博史 京都府警察本部生活安全部長

姫野　敦秀 京都府警察本部交通部長

冨名腰　由美子 公益社団法人京都犯罪被害者支援センター事務局長

前坂　己美子 京都市民生児童委員連盟　会計担当理事

三井　照雄 京都商店連盟副会長

宮野　孝文 京都市防犯推進委員連絡協議会副会長

森下　太郎 市民公募委員

安田　桂子 京都市地域女性連合会常任委員

油谷　昇 京都市地域生徒指導連合会会長

京都市生活安全施策審議会　委員名簿 （敬称略，五十音順）

※令和３年５月14日時点
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主な経過

令和元年　 ９月　　令和元年度第２回京都市生活安全施策審議会
　　　　　　　　　（重点戦略について）

　　　　　11月　　市民アンケート調査及び基礎調査の実施

令和２年　 ５月　　令和２年度第１回京都市生活安全施策審議会　
　　　　　　　　　��（これまでの総括・評価及び次期基本計画の成
�����������������������������果指標設定について）
　　　　　　　　　��※�新型コロナウイルス感染症の影響により，
��������������������������������個別意見聴取で対応

　　　　　 ９月　　令和２年度第２回京都市生活安全施策審議会
　　　　　　　　　�（諮問，第３次基本計画素案について）

　　　　　12月　　令和２年度第３回京都市生活安全施策審議会
　　　　　　　　　�（第3次基本計画中間案，市民意見募集について）

　　　　　　

令和３年　 １月　　市民意見募集（パブリックコメント）の実施
　
　　　　　 ４月　　令和３年度第１回京都市生活安全施策審議会
　　　　　　　　　（第3次基本計画答申案について）
　　　　　　　　　�※新型コロナウイルス感染症の影響により，
　　　　　　　　　　�書面による開催

　　　　　 ６月　　答申

　　　　　 ９月　　策定

京都市生活安全施策審議会の様子

市民意見募集（パブリックコメント）

答申書の提出
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