
安全・安心の確保のための奈良県基本計画

（平成２９年度の成果）

平成３１年３月



◎学校での危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）作成の手引きを用いた教職員対象の研修会の実施（8月）◎教育委員会・学校、子供・保護者、警察、自治体等による通学路合同点検等、登下校時等における子供の安全確保の推進●ＦＭラジオ（ならどっとFM）及びナポくんメールを活用した子供を対象とした犯罪の被害や犯罪の前兆と思われる不審者情報について情報発信を継続実施●奈良県「警察・教育委員会等」連絡会議、「子どもの安全に関する会議」において、警察と県・市町村教育委員会関係者等が連携◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

●奈良県「警察・教育委員会等」連絡会議の開催（5/21）【警察本部少年課・教育委員会

生徒指導支援室ほか】

●ＦＭラジオ（ならどっとＦＭ）及びナポくんメールを活用した子供を対象とした犯罪の被害

や犯罪の前兆と思われる不審者情報について情報発信（ナポくんメール607件、県警察Ｈ

Ｐ掲載633件）【警察本部人身安全対策課】

●各学校において学校安全計画の策定及び現状に即した見直しの指導【教育委員会保

健体育課】

県警察によるFMラジオを活用した情報発信

方向性１方向性１方向性１方向性１ 子供を守る子供を守る子供を守る子供を守る

推進項目１推進項目１推進項目１推進項目１ 学校及びその周辺における安全の確保学校及びその周辺における安全の確保学校及びその周辺における安全の確保学校及びその周辺における安全の確保

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課ナポくんメール配信先件数 10,899件（H27年12月末） 16,733件（H29年12月末） 30,000件（H33年12月末） 警察本部生活安全企画課警察本部人身安全対策課13歳未満の子供に対する声かけ・つきまとい等の前兆事案を受理し、かつ予防し得たにも関わらず、重大事件（殺人、略取・誘拐）に発展する事件数 0件（H27年） 0件（H29年） 0件（H33年末まで） 警察本部人身安全対策課教職員対象の防犯訓練実施率 小学校 59.9％中学校 28.8％高等学校 22.0％（H27年度） 小学校 69.4％中学校 35.0％高等学校 19.5％（H29年度） 小学校 80％中学校 50％高等学校 50％（H33年度） 教育委員会保健体育課警察本部生活安全企画課警察本部人身安全対策課警察本部少年課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） ４１，２５０４１，２５０４１，２５０４１，２５０

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） ４２，０９４４２，０９４４２，０９４４２，０９４



◎青少年がインターネットを安全・安心に利用するための能力を高める取組を実施●いじめ対策連絡協議会の開催（6/8第1回実施済）及び学校に児童相談員を配置し見守りや支援の継続実施●立ち直り支援活動「少年の居場所づくり」（各種体験活動）の実施（計6回） ◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性１方向性１方向性１方向性１ 子供を守る子供を守る子供を守る子供を守る

推進項目２推進項目２推進項目２推進項目２ 少年の非行・被害防止少年の非行・被害防止少年の非行・被害防止少年の非行・被害防止

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課インターネット利用に係る講習会（県政出前トーク）受講人数 2,114人（H27年） 2,121人（H29年度） 累計12,500人（H29～H33年） 県青少年・社会活動推進課少年補導員の委嘱人数 593人（H28年度） 596人（H29年度） 700人（H33年度） 警察本部少年課スクールサポーターの認知度 98.3％（H27年） 99.7％（H29年度） 現状の水準を維持 警察本部少年課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） ７２，７８８７２，７８８７２，７８８７２，７８８

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） ７８，５５７７８，５５７７８，５５７７８，５５７

●「少年非行の現状、条例の規制及び「スマホ・ケータイ」の危険性と問題点、その対応

策、法令の規制内容等について」をテーマに県政出前トークを実施（18回・2,121人）【県青

少年・社会活動推進課】

●少年警察ボランティア「少年フォローズ奈POLI」とともに、立ち直り支援活動「少年の居

場所づくり」（各種体験活動）を実施（6/11｢ドミノ倒し交流会」・8/6｢竹箸づくり」・10/15「ハ

ンコ作り」・12/17「クラフト体験」・1/20「スポーツ活動」・3/18「交流会」）【警察本部少年

課】

●いじめ対策連絡協議会の開催（6/2・12/26）及び、いじめや子供の抱える問題等に対

応するため児童相談員やスクールソーシャルワーカー等を学校に配置【県教育振興課・

教育委員会生徒指導支援室】 立ち直り支援活動（竹箸づくり体験）



◎児童虐待事案に係る奈良県と奈良県警察との連携協定を締結◎里親委託の推進及び社会的養護における家庭的養育の更なる充実を図ることを目的にした「里親支援事業」を新たに事業化し、必要な取組を推進●県内各地での市町村等関係機関と連携したオレンジリボンキャンペーンの継続実施●県警察、県、児童相談所及び市町村との合同による児童虐待事案対応合同研修会の実施 ◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性１方向性１方向性１方向性１ 子供を守る子供を守る子供を守る子供を守る

推進項目３推進項目３推進項目３推進項目３ 児童児童児童児童虐待に対する適切な対応虐待に対する適切な対応虐待に対する適切な対応虐待に対する適切な対応

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課オレンジリボンキャンペーンを実施する市町村数 31市町村（H27年度） 39市町村（H28年度） 39市町村（H33年度） 県こども家庭課児童虐待事案対応合同研修参加機関（県・県警察の機関及び市町村）数 32機関（H27年度） 37機関（H29年度） 55機関（H33年度） 県こども家庭課警察本部少年課総合的な相談支援を行うワンストップ拠点「子育て世代包括支援センター」を設置する市町村数 9市町村（H28年度） 23市町村（H30.4現在） 39市町村（H32年度） 県健康推進課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） ８，３４４８，３４４８，３４４８，３４４

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） １０，８３０１０，８３０１０，８３０１０，８３０

●平成29年3月に少年課に児童虐待対策係を新設【警察本部少年課】

●市町村職員等を対象に、児童虐待への通告対応の方法を学び機関連携の促進を図る

ための研修を実施（4/25・5/25）【県こども家庭課】

●県児童相談所、県警察及び市町村との合同による児童虐待事案対応合同研修を実施

（11/15）【県こども家庭課・警察本部少年課】

●県児童相談所に専門性を高め体制強化を図るため、児童福祉司の専門職採用を行う

とともに、警察職員、弁護士職員を児童相談所に配置【県こども家庭課】 「子供虐待のない社会」を目指すオレンジリボン運動
●県内各地（街頭、大学、イベント等）においてオレンジリボンキャンペーン（児童虐待防

止啓発活動）を市町村及び関係機関と連携して実施【県こども家庭課】



KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課全警察官に占める女性警察官の割合 9.3％（H28.4.1） 9.8％（H29.4.1） 10.0％（H30.4.1） 警察本部警務課加害者更正に関する警察と医療機関との連携に係る枠組みの構築 無し（H27年） 構築（H29.6.14から運用） 構築（H33年） 警察本部人身安全対策課DV予防啓発出前授業の実施校数 累計21校（H25～H27年） 累計16校（H28～H29年） 累計40校（H28～H32年） 県女性活躍推進課
◎県営住宅にDV被害者の方の一時避難のための専用住戸の設置を検討●県内高校生に対するDV・ストーカー予防のための教育・啓発活動の継続実施●被害者等の24時間体制での一時保護及び一時避難に係る公費負担制度の継続実施●奈良県母子家庭等就業・自立支援センターにおける被害者の自立支援の継続実施 ◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性２方向性２方向性２方向性２ 女性を守る女性を守る女性を守る女性を守る

推進項目４推進項目４推進項目４推進項目４ 配偶者等配偶者等配偶者等配偶者等からからからからの暴力事案への対策の推進の暴力事案への対策の推進の暴力事案への対策の推進の暴力事案への対策の推進

推進項目５推進項目５推進項目５推進項目５ ストーカー事案への対策の推進ストーカー事案への対策の推進ストーカー事案への対策の推進ストーカー事案への対策の推進

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） １４，６４０１４，６４０１４，６４０１４，６４０

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） ２１，９７２２１，９７２２１，９７２２１，９７２

女性に対する暴力防止フォーラム●被害者等の24時間体制での一時保護及び一時避難に係る公費負担制度の実施【県こ

ども家庭課・警察本部人身安全対策課】

●「女性に対する暴力防止フォーラム」の開催（2/9）及び県内相談機関・市町村担当者を

対象とした県女性相談機関研修会の開催（3/8・3/13）【県女性活躍推進課】

●奈良県母子家庭等就業・自立支援センター（スマイルセンター）における就業相談、就

業情報提供、就業支援講習会等で被害者の自立を支援【県こども家庭課】

●県内高校生へのDV防止出前講座の開催（8校・2,291名）及び県内高校1年生を対象に

「被害未然防止リーフレット」を配布しての啓発活動実施【県女性活躍推進課・警察本部

人身安全対策課】



◎医療機関への性犯罪捜査採証キット配置に向けて奈良県産婦人科医会と調整◎奈良県性暴力被害者サポートセンターを設置●性犯罪被害者に対する「初診料」等各種処置料の公費負担制度の継続●臨床心理士によるカウンセリングの継続実施 ◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性２方向性２方向性２方向性２ 女性を守る女性を守る女性を守る女性を守る

推進項目６推進項目６推進項目６推進項目６ 性犯罪等への対策の推進性犯罪等への対策の推進性犯罪等への対策の推進性犯罪等への対策の推進

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課性犯罪捜査担当者の知識・技能向上を図る講習（実戦塾等）の受講率 － 100％（H29年度） 100％（H29～H33年度） 警察本部捜査第一課県内産科医と連携した、医療機関における性犯罪証拠採取の枠組みの構築 無し（H27年度） 無し（H29年度） 構築（H33年度） 警察本部捜査第一課性犯罪被害への総合的な支援を一元的に行う「ワンストップ支援センター」の設置 無し（H27年度） 無し（H29年度） 設置（H33年度） 県女性活躍推進課県人権施策課警察本部県民サービス課警察本部捜査第一課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） １，１３３１，１３３１，１３３１，１３３

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） ８，２１３８，２１３８，２１３８，２１３

●性犯罪被害者に対する「初診料」「診断書料」等に係る経費を公費負担するとともに、

犯罪行為に起因する外傷についても「処置料」等を公費負担できるよう拡充【警察本部県

民サービス課】

●性犯罪被害者等へのカウンセリング等において、臨床心理士を活用【県人権施策課・

警察本部県民サービス課】

●性犯罪被害児童の負担軽減に向けた警察、検察及び児童相談所の連携体制の確立

【警察本部捜査第一課】

女性地域警察官を対象とした実習●性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置に向けた具体的な方

向性を決定【県女性活躍推進課】



●くらしの安全・安心サポーターの継続した養成と消費者啓発のための講座の継続実施●民生委員・児童委員に対する研修の継続実施●高齢者虐待防止、障害者虐待防止、権利擁護等の更なる理解と資質向上を図るため各種研修を実施●徘徊見守りSOSネットワークの構築に向けた市町村への働きかけ ●：継続事業（取組）

方向性３方向性３方向性３方向性３ 高齢者、障害者を守る高齢者、障害者を守る高齢者、障害者を守る高齢者、障害者を守る

推進項目７推進項目７推進項目７推進項目７ 高齢者、障害者を見守る地域づくりの推進高齢者、障害者を見守る地域づくりの推進高齢者、障害者を見守る地域づくりの推進高齢者、障害者を見守る地域づくりの推進

推進項目８推進項目８推進項目８推進項目８ 高齢者虐待、障害者虐待に対する適切な対応高齢者虐待、障害者虐待に対する適切な対応高齢者虐待、障害者虐待に対する適切な対応高齢者虐待、障害者虐待に対する適切な対応

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課管内自治会長宅への訪問率 95.5％（H27年） 99.7％（H29年） 100％（H33年） 警察本部地域課民生委員・児童委員に対する講習実施市町村数 10市町村/年（H28年） 15市町村/年（H29年） 39市町村/年（H33年） 警察本部生活安全企画課警察本部人身安全対策課障害者虐待防止・権利擁護研修の修了者数 1,242人（H27年度） 1,622人（H29年度末） 2,761人（H31年度） 県障害福祉課徘徊見守りＳＯＳネットワーク構築市町村数 9市町村（H27年度） 9市町村（H29年度） 39市町村（H33年度） 県地域包括ケア推進室警察本部人身安全対策課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） １５９，６４６１５９，６４６１５９，６４６１５９，６４６

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） １６８，４６１１６８，４６１１６８，４６１１６８，４６１

●自治会長宅への巡回連絡の強化【警察本部地域課】

●奈良県障害者権利擁護センターを設置し、障害者虐待早期発見及び虐待を受けた障

害者に対する保護や自立支援等を実施【県障害福祉課】

●くらしの安全・安心サポーターの養成と消費者啓発のための移動講座・出前講座の実

施【県消費・生活安全課】

●民生委員・児童委員に対する研修を実施【県地域福祉課】

くらしの安全・安心サポーターによる講座
●県内介護事業所介護従事者及び市町村職員を対象に、高齢者虐待防止研修を実施

【県地域包括ケア推進室】



◎翻訳機能を備えたタブレット端末の整備◎桜井市、橿原市、明日香村、高取町、御所市において観光案内サインを設置し、斑鳩町、河合町において観光案内サインの測量設計を実施●三者通話対応通訳人を運用し、日本語を解さない外国人からの110番通報を円滑かつ適切に受理◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性４方向性４方向性４方向性４ 外国人を始めとした観光客等を守る外国人を始めとした観光客等を守る外国人を始めとした観光客等を守る外国人を始めとした観光客等を守る

推進項目９推進項目９推進項目９推進項目９ 急増する訪日外国人等への適切な対応急増する訪日外国人等への適切な対応急増する訪日外国人等への適切な対応急増する訪日外国人等への適切な対応

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課多言語コールセンターの利用登録団体数 285団体（H28.4.1現在） 571団体（H30.3.31現在） 450団体（H33.4.1） 県ならの観光力向上課三者通話対応通訳人の指定人数 12名（H28年度） 15名（H29年度） 15名（H33年） 警察本部通信指令課災害時通訳・翻訳ボランティアの登録者数 79人（H28.9現在） 109人（H29年度末） 200人（H33年度） 県国際課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） ２４２，１６３２４２，１６３２４２，１６３２４２，１６３

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） ３５４，２７７３５４，２７７３５４，２７７３５４，２７７

●五條市において、観光案内サインを5基設置【県道路環境課】

●観光施設等が利用する「奈良県多言語コールセンター」での24時間電話通訳サービス

及び簡易翻訳サービスの実施【県ならの観光力向上課】

●外国人からの110番通報受理に対応する三者通話対応通訳人を指名（8言語・15名）

【警察本部通信指令課】

●災害時通訳・翻訳ボランティアの募集・養成（19言語109名登録）【県国際課】

●外国語版防犯ハンドブックの作成及び防犯講習の実施【警察本部生活安全企画課】 外国人観光客に対する防犯・交通事故防止のための啓発活動



◎稲村ヶ岳線歩道等の落石防止対策工事の実施●文化財防犯対策の講演やあらゆる機会を捉えた広報啓発、県内寺社に対する防犯指導の実施●危険と思われる登山道や吊り橋等、危険箇所の巡回点検の継続実施●山岳遭難防止ポスターの作成、「山の日」等における啓発活動の実施や山岳警備に関する各種研修・訓練の継続実施◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性４方向性４方向性４方向性４ 外国人を始めとした観光客等を守る外国人を始めとした観光客等を守る外国人を始めとした観光客等を守る外国人を始めとした観光客等を守る

推進項目推進項目推進項目推進項目10101010 観光地における安全・安心の確保観光地における安全・安心の確保観光地における安全・安心の確保観光地における安全・安心の確保

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課文化財防犯・防火・防災関係者連絡会議参加者数 130人（H28年度） 131人（H29年度） 150人（H33年度） 教育委員会文化財保存課警察本部生活安全企画課山岳遭難発生件数 32件（H23年・過去5年の最少発生件数） 47件（H29年） 30件以下（H29～H33年の各年） 警察本部地域課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） ５，７２７５，７２７５，７２７５，７２７

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） ２５，８１７２５，８１７２５，８１７２５，８１７

「山の日」における啓発活動
●特に危険と思われる登山道について、環境省及び地元自治体と連携したシーズン前の

点検を実施【県景観・自然環境課】

●吊り橋等施設に対する巡回点検を実施【県景観・自然環境課】

●夏季の主要花火大会、祭り等に伴う主催者等との事前打合せ会議において、主催者

の責務（自主警備の実施）等について指導【警察本部地域課】

●山岳遭難発生時の捜索・救助活動を効果的に行うため、警察本部地域課、機動隊及

び県下4警察署の警察官29名を「奈良県警察山岳警備隊」として指定【警察本部地域課】

●「山の日（8/11）」に向けた登山口、主要駅等での広報啓発活動を実施【警察本部地域課】

●文化財防犯ポスターの作成と、文化財の防犯・防火・防災関係者連絡会議の開催

（7/31）【県文化財保存課】



◎特殊詐欺に利用された固定電話及び携帯電話に対して、一定期間集中的に架電を行い回線を輻輳させて無力化を図る「警告電話」を再開（5/1から運用実施済）●各市町村の民生委員・児童委員協議会と警察との連携及び民生委員・児童委員に対する被害防止講習の実施●金融機関やコンビニエンスストア等に対し、「顧客への声かけ」及び「警察への通報要請」並びに「声かけ訓練」の継続実施◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性５方向性５方向性５方向性５ 犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る

推進項目推進項目推進項目推進項目11111111 特殊詐欺特殊詐欺特殊詐欺特殊詐欺

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課金融機関、コンビニエンスストアに対する声掛け訓練 7回/年（H28年） 65回/年（H29年） 50回/年（H33年） 警察本部生活安全企画課水際阻止率 38.2％（H28年8月末） 53.4％（H29年12月末） 50.0％（H33年） 警察本部生活安全企画課分析の高度化による犯行拠点の解明と犯行グループの中枢被疑者の検挙件数 － 2件（3名）（H29年） 5件（1件/年） 警察本部捜査第二課警察本部捜査支援分析課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）

特殊詐欺取締りタスクフォース
●金融機関やコンビニエンスストア等に対し、顧客への声かけと警察への通報を要請す

るとともに、声かけ訓練、ATMの一部振込利用制限を実施【警察本部生活安全企画課】

● 「だまされた振り作戦」等先行的検挙活動を展開すべく設置された「特殊詐欺取締りタ

スクフォース」構成員の見直し及び初動捜査時の拡大運用体制の確立【警察本部捜査第

二課】

●「犯人像の手配」、「高齢女性への声掛け」による特殊詐欺事件の抑止・検挙に向け奈

良県タクシー協会加盟事業者との協力関係の構築【警察本部捜査第二課】

●県民から寄せられた消費生活相談への対応【県消費・生活安全課】



◎社会復帰対策の推進に向け、受入企業の新規参入に向けたセミナー、関係企業の懇談会及び社会復帰機運醸成のためのシンポジウムの開催●「暴力団・銃器追放奈良県県民大会」の開催（8/30）●暴排条項未整備の町村（12町村）に対する導入の働きかけ●不当要求防止責任者講習の実施 ◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性５方向性５方向性５方向性５ 犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る

推進項目推進項目推進項目推進項目12121212 暴力団対策暴力団対策暴力団対策暴力団対策

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課暴力団構成員検挙割合（検挙人員/暴力団構成員）※奈良県に活動拠点等を有する暴力団が対象 15％（H28年） 42.4％（H29年） 平均20％（H29年～H33年までの5年間における平均値） 警察本部組織犯罪対策課市町村における公共工事等暴力団排除要綱の整備状況 77.4％（H28年） 82.1％（H29年） 100％（H33年） 警察本部組織犯罪対策課「奈良県暴力団離脱・社会復帰対策協議会」協賛企業数 3企業 10企業（H29年末） 50企業 警察本部組織犯罪対策課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）

暴力団・銃器追放奈良県県民大会での暴力追放活動推進功労表彰
●「暴力団・銃器追放奈良県県民大会」の開催（8/30）【警察本部組織犯罪対策課】

●河合町町営住宅から暴力団員を排除【警察本部組織犯罪対策課】

●公共事業に関する規定における暴排条項の導入（2市町村）【警察本部組織犯罪対策課】

●不当要求防止責任者講習の実施（24回）【警察本部組織犯罪対策課】

●県営住宅の入居審査時等で暴力団関係者であるかどうかの確認を実施（821件）【県住

まいまちづくり課】



●県内学校での薬物乱用防止教室の随時実施●「6・26ヤング街頭キャンペーン」の実施●薬物乱用防止指導員研修会、薬物乱用防止キャンペーンを継続実施●薬物検挙被疑者に対する再発防止パンフレットの交付 ●：継続事業（取組）

方向性５方向性５方向性５方向性５ 犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る

推進項目推進項目推進項目推進項目13131313 薬物対策薬物対策薬物対策薬物対策

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課薬物乱用防止指導員による啓発者数 36,421人（H27年度） 37,447人（H29年度） 40,000人（H33年度） 県薬務課薬物密売犯罪組織の実態解明と検挙推進による壊滅及び薬物犯罪収益等の没収、薬物押収の徹底（薬物の需要・供給への打撃） － 1件/年（H29年） 密売組織の実態解明の推進による事件化と密売組織の壊滅5件（1件/年） 警察本部組織犯罪対策課警察本部捜査支援分析課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） ７４２７４２７４２７４２

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） １，３０９１，３０９１，３０９１，３０９

薬物乱用防止教室●学校教職員等や学校での薬物乱用防止教室の講師を対象とした薬物乱用防止教室

講習会の開催（6/30）【教育委員会保健体育課】

●「6・26ヤング街頭キャンペーン」と題して、県民（若年層）に向けて近鉄奈良駅前で薬物

乱用防止にかかる啓発活動を実施（6/17）【県薬務課】

●地域ごとの実情に応じた積極的な薬物乱用防止を推進すべく委嘱した薬物乱用防止

指導員に対する研修会の実施（9/14）【県薬務課】

●学校教育全体を通した保健活動の充実・指導要領にもとづいた飲酒・喫煙・薬物乱用

防止教育の充実【教育委員会保健体育課】

●夏祭り等催事における薬物乱用広報啓発活動等を実施（46回）【警察本部組織犯罪対

策課】



●ネットワークに参加している県薬剤師協会と連携し、薬学部学生に対するテロ防止（爆発物の原料になり得る化学物質に関する通報依頼等）に向けた教養を実施●「テロ対策・やまとまほろばネットワーク」総会の開催●爆発物原材料取扱事業者等に対する管理者対策の継続実施●サイバー空間の脅威に対処する標的型メール攻撃対応訓練の実施●サイバーセキュリティカレッジinNARAの開催 ●：継続事業（取組）

方向性５方向性５方向性５方向性５ 犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る

推進項目推進項目推進項目推進項目14141414 テロ、サイバー空間の脅威への対処テロ、サイバー空間の脅威への対処テロ、サイバー空間の脅威への対処テロ、サイバー空間の脅威への対処

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課県における標的型メール攻撃対処訓練の実施回数 1回/年（H27年度） 4回/年（H29年度） 4回/年（H29～H33年度） 警察本部情報管理課県情報システム課テロ対策・やまとまほろばネットワークの参加機関・事業者数 30機関・事業者（H28年度） 37機関・事業者（H29年度末） 40機関・事業者（H33年度） 警察本部警備第二課（現警備第三課）サイバー犯罪対策やサイバー攻撃対策に係る捜査員を対象とした部外有識者による教養 無し（H27年度） 3回/年（H29年度） 3回/年（H29～H33年度） 警察本部警務課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） ２３，４６７２３，４６７２３，４６７２３，４６７

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） ２３，５１０２３，５１０２３，５１０２３，５１０

テロ対策・やまとまほろばネットワーク総会
●鉄道会社や消防組合とのテロ対策合同研修会（7/28)、鉄道会社と連携した合同施設

点検（8/10）の実施【警察本部警備第二課（現警備第三課）】

●奈良県インターネットカフェ防犯連絡会議の開催(11/22)【警察本部サイバー犯罪対策課】

●中小企業関連団体、県、県警による「サイバーセキュリティ対策に関する協定」を締結

（3/28）【警察本部警務課】

●奈良県と県内39市町村のインターネットの出口を一本化して、24時間365日不正アクセ

ス等を集中監視する「奈良県情報セキュリティクラウド」の運用を開始（4/1）【県情報シス

テム課】

●「テロ対策・やまとまほろばネットワーク」の参加事業者が37事業者に増加【警察本部警

備第二課（現警備第三課）】



◎認知機能検査及び高齢者講習の受検・受講待ちの長期化の解消へ向けた、公安委員会による認知機能検査の全件実施、自動車教習所における高齢者講習受講枠の拡充●交通安全教育用資機材を活用した参加・体験・実践型の交通安全教育の実施●高齢者に対する交通安全教室、啓発活動の継続実施 ◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性６方向性６方向性６方向性６ 道路交通の「場」において県民を守る道路交通の「場」において県民を守る道路交通の「場」において県民を守る道路交通の「場」において県民を守る

推進項目推進項目推進項目推進項目15151515 高齢者及び子供の安全確保高齢者及び子供の安全確保高齢者及び子供の安全確保高齢者及び子供の安全確保

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課幼児児童生徒を対象とした交通安全教室の実施率 幼稚園 90.6％小学校 88.6％中学校 54.8％高等学校 87.8％（H27年度） 幼稚園 93.9％小学校 92.9％中学校 60.2％高等学校 82.9％（H29年度） 幼稚園 100％小学校 100％中学校 100％高等学校 100％（H33年度） 教育委員会保健体育課警察本部交通企画課高齢者運転免許自主返納支援事業への協力事業者数 207事業者（H28年） 255事業者（H29年度末） 250事業者（H33年） 警察本部交通企画課子育て・高齢者世帯訪問数 3,000世帯（H28年度） 3,600世帯（H29年度） 4,000世帯（H33年度） 県安全・安心まちづくり推進課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） １，１８１１，１８１１，１８１１，１８１

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） １，１８２１，１８２１，１８２１，１８２

●交通安全教育用資機材（教育パネル・動画KYT）を活用した参加・体験・実践型の交通

安全教育の実施（446回・93,639人）【警察本部交通企画課】

●高齢者を対象とした交通安全教室の実施（383回・28,067人）、高齢運転者免許自主返

納支援事業所の拡大（255事業者）【警察本部交通企画課】

●交通安全県民運動（4/6～15・9/21～30）、交通安全こども自転車大会の開催（7/22）、

奈良県交通安全高齢者自転車大会の開催（11/10）【警察本部交通企画課・県安全・安心

まちづくり推進課】

交通安全県民運動大会



◎橿原神宮東口停車場飛鳥線、三輪山線などで無電柱化の推進●「ゾーン30」の整備●交通安全講習会の実施（7/31）●自転車交通安全教室の実施●バリアフリー対応型信号機の整備推進 ◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性６方向性６方向性６方向性６ 道路交通の「場」において県民を守る道路交通の「場」において県民を守る道路交通の「場」において県民を守る道路交通の「場」において県民を守る

推進項目推進項目推進項目推進項目16161616 歩行者、自転車対策及び生活道路対策の推進歩行者、自転車対策及び生活道路対策の推進歩行者、自転車対策及び生活道路対策の推進歩行者、自転車対策及び生活道路対策の推進

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課「ゾーン30」の整備箇所数 35箇所（H27年度） 42箇所（H29年度末） 50箇所（H33年度） 警察本部交通規制課バリアフリー基本構想エリア（県下6市町村）内におけるバリアフリー対応型信号機の整備率 54.3％（H27年度） 94.9％（H29年度末） 100％（H33年度） 警察本部交通規制課自転車専用通行帯の整備箇所数 0区間（H27年度） 0区間（H29年度） 1区間（H33年度） 警察本部交通規制課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） ６５４，３９１６５４，３９１６５４，３９１６５４，３９１

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） １，２９４，０８５１，２９４，０８５１，２９４，０８５１，２９４，０８５

速度抑制を目的とした「ゾーン３０」
●自転車に対する指導警告票交付（13,360件）【警察本部交通指導課】

●反射材の普及促進に関する交通安全教室等の実施（675回・79,097人）【警察本部交通

企画課】

●市町村に対する生活道路対策エリア登録に向けた働き掛けの実施（平成29年度2件登

録：計6件）【警察本部交通規制課】

●バリアフリー基本構想の特定事業計画の中で生活関連経路に指定されている県管理

道路を対象とした歩道のバリアフリー化を実施（6路線）【県道路環境課】

●教師に対する交通安全講習会の開催（8/16・73名）【教育委員会保健体育課】

●「ゾーン30」の整備（3ヶ所）と道路標識の設置【警察本部交通規制課】



●交通死亡事故等の重大事故が発生した場合における現場診断及び再発防止対策の推進●シートベルト及びチャイルドシートの着用に関する交通安全教室の開催●飲酒運転の根絶に関する啓発活動等●交通安全施設等整備事業の継続実施 ●：継続事業（取組）

方向性６方向性６方向性６方向性６ 道路交通の「場」において県民を守る道路交通の「場」において県民を守る道路交通の「場」において県民を守る道路交通の「場」において県民を守る

推進項目推進項目推進項目推進項目17171717 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課交通事故危険箇所における交通事故対策（道路標示、標識の設置等）箇所数 67箇所（H27年度） 76箇所（H29年度） 115箇所（H33年度） 県道路環境課後部座席シートベルト着用率 一般道路 23.2％高速道路 55.9％（H27年度） 一般道路 35.2％（全国平均36.4％）高速道路 63.1％（全国平均74.4％）（H29年度） 一般道路、高速道路等とも平成33年の全国平均を上回る数値 警察本部交通企画課
人身交通事故に占める飲酒事故件数の構成率 0.9％（H27年） 0.83％（全国平均0.75％）（H29年） 平成33年の全国平均を下回る数値 警察本部交通指導課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） １３２，７１４１３２，７１４１３２，７１４１３２，７１４

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） １４，３４２１４，３４２１４，３４２１４，３４２

老朽化した信号機
●交通安全施設等の老朽化対策を推進（信号制御機70基の更新、信号柱13本更新、信

号灯器改良7式（LED化）） 【警察本部交通規制課】

●シートベルトの着用に関する交通安全教室等（307回・33,296人）、チャイルドシートの着

用に関する交通安全教室等（54回・8,261人）、飲酒運転の根絶に関する啓発活動等（49

回・7,146人）【警察本部交通企画課】

●高齢歩行者が被害に遭いやすい事故をパターン化した上で、重大事故が発生した場

所等に、高齢歩行者の移動にかかる安全を確保すべく「歩車分離化」等の対策を実施

【警察本部交通企画課】



◎企業による防犯ボランティア団体等への支援を行うことを目的とした自主防犯パートナーシップ制度の設立●奈良県安全・安心まちづくり旬間における防犯啓発（10/11～20県庁屋上ギャラリーでの展示 等）●「チャレンジ“絆”」運動実施地区や防犯ボランティア団体間の情報共有及び連携を深める場として交流会を開催●青色防犯パトロール、交通安全・防犯サポート事業所巡回による情報提供の継続実施促進 ◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性７方向性７方向性７方向性７ 県民を守るための安全・安心の基盤を強化県民を守るための安全・安心の基盤を強化県民を守るための安全・安心の基盤を強化県民を守るための安全・安心の基盤を強化

推進項目推進項目推進項目推進項目18181818 地域住民の自主的な取組に対する取組地域住民の自主的な取組に対する取組地域住民の自主的な取組に対する取組地域住民の自主的な取組に対する取組

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課防犯サポート事業所登録数 81事業所（H28年度） 91事業所（H29年度） 100事業所（H33年度） 県安全・安心まちづくり推進課県内世帯に占める、あいさつ・声かけ・鍵かけ運動「チャレンジ“絆”」運動の実施世帯率 24.3％（H27年12月末） 25.9％(H29年12月末） 30.0％（H33年12月末） 警察本部生活安全企画課防犯カメラ補助金事業を予算化した市町村数 7市町村（H28年度） 8市町村（H29年度） 19市町村（H33年度） 県安全・安心まちづくり推進課警察本部生活安全企画課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） ９，０１９９，０１９９，０１９９，０１９

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） １１，４３１１１，４３１１１，４３１１１，４３１

●全国地域安全運動奈良県民大会の開催（10/7）【県安全・安心まちづくり推進課・警察

本部生活安全企画課】

●各交番・駐在所における交番・駐在所連絡協議会委員、地域安全推進委員等と連携し

た防犯パトロール、広報啓発活動等の実施【警察本部地域課】

●青色防犯パトロールの実施、交通安全・防犯サポート事業所巡回による実態把握（175

箇所）【県安全・安心まちづくり推進課】

●街頭防犯カメラ設置を促進すべく奈良県地域防犯重点地区支援事業の実施（3市町6

地区）【県安全・安心まちづくり推進課】

●自治会長等に対する働きかけにより、あいさつ・声かけ・鍵かけ運動「チャレンジ“絆”」

運動の実施地区が拡大【警察本部生活安全企画課】

あいさつ・声かけ・鍵掛け運動チャレンジ“絆”
●青色防犯パトロール講習の実施（24回・813人）【警察本部生活安全企画課】



◎先進的な捜査手法等の習得による若手捜査員の実務能力向上を目的とした近隣大府県等の実務を伴う研修、視察、研究会等への計画的な参加●初動警察活動を強化するための各種教養訓練等（通信指令専科、通信指令競技会、広域初動対応訓練等）の実施●交番等、警察施設への防犯カメラ設置●交番、駐在所のネットワーク拡充に向けた各種調査 ◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性７方向性７方向性７方向性７ 県民を守るための安全・安心の基盤を強化県民を守るための安全・安心の基盤を強化県民を守るための安全・安心の基盤を強化県民を守るための安全・安心の基盤を強化

推進項目推進項目推進項目推進項目19191919 県民等を守るための捜査力、警察活動の強化県民等を守るための捜査力、警察活動の強化県民等を守るための捜査力、警察活動の強化県民等を守るための捜査力、警察活動の強化

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課警察施設（交番、駐在所、警察署・分庁舎）への防犯カメラ設置数 20施設（H28年度） 23施設（H29年度） 94施設（H33年度） 警察本部生活安全企画課交番相談員の配置率 39.1％（27交番）（H28年度） 39.1％（27交番）（H29年度） 100％（69交番）（H33年度） 警察本部地域課交番のネットワークの整備率 31.9％（22交番）（H28年度） 31.9％（22交番）（H29年度） 100％（69交番）（H33年度） 警察本部情報管理課、地域課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） １８８，４６２１８８，４６２１８８，４６２１８８，４６２

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） １９８，３９３１９８，３９３１９８，３９３１９８，３９３

●県下12警察署対象の初動対応図上訓練の実施（5/31～6/7）、重大事案を想定した初

動対応訓練及び県内緊急配備訓練の実施（6/29）【警察本部通信指令課】

●交番相談員を配置（27交番）【警察本部地域課】

●警察施設への防犯カメラ設置（3交番）【警察本部生活安全企画課】

●技能指導官（捜査）8名による捜査技能向上に向けた研修・OJTの実施（研修：32回・

1,130人、OJT：1,105日・1,825人）【警察本部刑事企画課】

無差別殺傷事件を想定した訓練
●通信指令専科（7/3～7/7）、通信指令競技会（7/25）の実施【警察本部通信指令課】

●他府県との合同による広域初動対応訓練の実施（11/24）【警察本部通信指令課】



◎犯罪被害者の一般福祉枠での県営住宅入居に関し年間を通じた募集を実施●一定の犯罪被害者の診断書料等、各種制度の公費負担制度の継続●犯罪被害者支援の必要性を周知するため「犯罪被害者支援奈良県民のつどい」を開催 ◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性７方向性７方向性７方向性７ 県民を守るための安全・安心の基盤を強化県民を守るための安全・安心の基盤を強化県民を守るための安全・安心の基盤を強化県民を守るための安全・安心の基盤を強化

推進項目推進項目推進項目推進項目20202020 犯罪被害者等に対する支援の促進犯罪被害者等に対する支援の促進犯罪被害者等に対する支援の促進犯罪被害者等に対する支援の促進

KPIKPIKPIKPI 策定時値策定時値策定時値策定時値 現状現状現状現状 目標目標目標目標 担当課担当課担当課担当課市町村窓口職員研修の受講者数 20人（H28年） 累計45人（H28～H29年） 累計100人（H29～33年） 県人権施策課カウンセリング希望者に対する部内臨床心理士によるカウンセリング実施率 100％（H28年） 100％（H29年） 100％（H33年） 警察本部県民サービス課犯罪被害給付金の申請から支給決定までの期間 標準処理期間1年（H28年） 支給決定なし（H29年） 全件6か月以内（H33年） 警察本部県民サービス課

（平成（平成（平成（平成29292929年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果）年度の主な取組結果） 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円） ４，１１０４，１１０４，１１０４，１１０

（主な（主な（主な（主なKPIKPIKPIKPIの進捗状況の進捗状況の進捗状況の進捗状況))))

（平成（平成（平成（平成30303030年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組）年度に予定している主な取組） 予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円）予算額（千円） ４，６２８４，６２８４，６２８４，６２８

犯罪被害者支援奈良県民のつどいの開催
●一定の犯罪被害者の診断書料等に加え、ハウスクリーニング等公費負担の制度を拡

充【警察本部県民サービス課】

●（公社）なら犯罪被害者支援センター、県、県警で情報共有を目的とした定例会の開催

【県人権施策課】

●平成29年4月に犯罪被害者等支援条例を整備（5市町村）【県人権施策課】

●犯罪被害者が一般福祉枠で県営住宅入居ができるように条例改正【県住まいまちづく

り課】

●「犯罪被害者支援奈良県民のつどい」の開催（11/30）【県人権施策課・警察本部県民

サービス課】


