
安全・安心の確保のための奈良県基本計画安全・安心の確保のための奈良県基本計画安全・安心の確保のための奈良県基本計画安全・安心の確保のための奈良県基本計画

◆ 平成29年４月に、県と県警が協働して、犯罪抑止と交通事故防止のための５か年

計画である「安全・安心の確保のための奈良県基本計画」を施行

◆ 「日本一安全で安心して暮らせる奈良」を実現するために必要な「子供を守る」、

「道路交通の「場」において県民を守る」等７つの方向性と20の推進項目を定め、

目標設定した86施策を推進することにより、犯罪や事故の未然防止を図る構成

方向性１ ① 方向性５ ⑪② ⑫③ ⑬方向性２ ④ ⑭⑤ 方向性６ ⑮⑥ ⑯方向性３ ⑦ ⑰高齢者等を守る ⑧ 方向性７ ⑱方向性４ ⑨ ⑲観光客等を守る ⑩ ⑳ 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進地域住民の自主的な取組に対する支援県民等を守るための捜査力、警察活動の強化犯罪被害者等に対する支援の促進
子供を守る女性を守る 犯罪が発生しやすい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安全・安心の基盤を強化高齢者、障害者を見守る地域づくりの推進高齢者虐待、障害者虐待に対する適切な対応急増する訪日外国人等への適切な対応観光地における安全・安心の確保

特殊詐欺対策暴力団対策薬物対策テロ、サイバー空間の脅威への対処高齢者及び子供の安全確保歩行者、自転車対策及び生活道路対策の推進
学校及びその周辺における安全の確保少年の非行・被害防止児童虐待に対する適切な対応配偶者等からの暴力事案への対策の推進ストーカー事案への対策の推進性犯罪等への対策の推進

① 刑法犯認知件数の総数を減少させつつ、特に重要犯罪等（※）の発生を限りなくゼロ（犯罪発生率人口10万人

当たり9.0件以下を目途）に近づける。 ※ 殺人、強盗、放火、強制性交等、略取誘拐・人身売買、強制わいせつ、特殊詐欺

基本計画概要

③ 交通事故による死傷者数を減少させつつ、特に交通事故死者数（※）を限りなくゼロ（25人以下を目途）に近づ

ける。 ※ 交通事故発生から24時間以内に死亡した人数
３つの基本目標及び７つの方向性と20の推進項目

基本目標基本目標基本目標基本目標

② 凶悪犯罪（殺人、強盗、放火、強制性交等）の検挙率100％（※）を目指す。※ 基本目標に掲げた検挙率については、一定の期間に検挙した件数を一定の期間に認知した件数で除算し算出することから100％を超える場合があります
方向性と推進項目方向性と推進項目方向性と推進項目方向性と推進項目

期間 平成29年度～平成33年度



基本目標の進捗状況基本目標の進捗状況基本目標の進捗状況基本目標の進捗状況
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目標

刑法犯認知件数の総数を減少させつつ、特に重

要犯罪等の発生を限りなくゼロ（犯罪発生率人口

10万人当たり9.0件以下を目途）に近づける。

成果

重要犯罪等を抑止するための諸対策により、平成

29年中における人口10万人当たり重要犯罪等認

知件数は18.4件で、前年比で0.9件減少。

目標

交通事故による死傷者数を減少させつつ、特に交

通事故死者数を限りなくゼロ（25人以下を目途）に

近づける。

成果

交通事故分析に基づく各種交通事故抑止活動を

推進したことにより、3年連続で増加していた交通

事故死者数が40人と7人減少。

目標

凶悪犯罪（殺人、強盗、放火、強制性交等）の検挙

率100％を目指す。

成果

平成29年中における凶悪犯罪の検挙率は68.2％

でしたが、徹底検挙に向け捜査力を結集させた結

果、凶悪犯罪のうち、殺人は93.8％、強制性交等

は116.7％と高い検挙率に。
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１ 特殊詐欺予防対策の推進

平成２９年度のトピックス平成２９年度のトピックス平成２９年度のトピックス平成２９年度のトピックス

奈良県警察本部調べ

犯罪種別人口10万人当たり重要犯罪等認知件数
◆人口10万人当たり重要犯罪等認知件数は

18.4件と前年よりも減少。

◆平成28年から急増していた特殊詐欺への対

応として、全国的な取組にあわせて、奈良県で

はＡＴＭでの一部振込利用制限等を実施した

が、認知件数は微増していることから引き続き

特殊詐欺対策を取り組む必要がある。

◆特殊詐欺の発生を押さえ込むために、高齢者に直接届けられる弁当の

配付や広報紙等あらゆる機会を利用した広報啓発活動を実施

◆万が一騙されたとしても、犯行グループに現金等が渡らないように、金融機

関等の関係事業所等と協働した声掛け訓練や積極的な声掛け、警察への通

報依頼、ＡＴＭでの一部振込利用制限対策等を実施

高齢者等が騙されないための対策高齢者等が騙されないための対策高齢者等が騙されないための対策高齢者等が騙されないための対策

騙されて騙されて騙されて騙されても犯行グループに現金を渡さないための対策も犯行グループに現金を渡さないための対策も犯行グループに現金を渡さないための対策も犯行グループに現金を渡さないための対策

駅前での啓発活動
声掛け訓練
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２ 高齢者対策の推進

平成２９年度のトピックス平成２９年度のトピックス平成２９年度のトピックス平成２９年度のトピックス

◆交通事故防止諸対策を推進した結果、平成

29年中における交通事故死者数は40人と、前

年より減少したが、死者のうち、高齢者が占め

る割合は増加傾向にあることから、基本計画に

定める基本目標である「平成33年までに死者

数を限りなくゼロ（25人以下を目途）」の達成に

向け、高齢者対策の一層の推進が必要。

◆高齢歩行者が被害に遭いやすい事故を左記

の３つにパターン化し、事故要因を検討

パターン①パターン①パターン①パターン① パターン②パターン②パターン②パターン② パターン③パターン③パターン③パターン③車両右折×横断歩道横断中 車両直進×横断歩道以外横断中 車両直進×横断歩道横断中
【考えられる事故要因】・ 直進車両に気を取られ歩行者の発見が遅れる・ 交差点が広いため、車両の速度が上がり、歩行者を発見しても停止できない

【考えられる事故要因】・ 横断需要があるも横断歩道が未設置・ 付近に横断歩道があるも、店舗等があり歩行者が乱横断する・ 照明等がなく、夜間歩行者を視認しにくい
【考えられる事故要因】・ 運転者から横断歩道を認識しにくい・ 車両の走行速度が高い・ 照明等がなく、夜間歩行者を視認しにくい

◆パターンに当てはまる事故発生箇所や同様

の交通環境を有する危険箇所を抽出し、

①「歩車分離化」

②「横断歩道の設置」

③「押しボタン式信号機の設置」

等の対策を実施

高齢者の移動にかかる安全を確保するための取組

◆平成33年度までに抽出した103箇所全てにお

いて整備を順次実施予定



今後の取組方針今後の取組方針今後の取組方針今後の取組方針

高齢運転者対策の強化高齢運転者対策の強化高齢運転者対策の強化高齢運転者対策の強化 子供の見守り活動の強化子供の見守り活動の強化子供の見守り活動の強化子供の見守り活動の強化

◆ 運転継続の支援運転継続の支援運転継続の支援運転継続の支援

・ 認知機能や身体機

能の変化等、高齢者

の特性に応じた効果

的な参加・体験・実践

型の安全教育の推進

・ 安全運転サポート

車の普及啓発

◆ 自主返納の促進自主返納の促進自主返納の促進自主返納の促進

・ 公共交通機関の整

備等による移動手段

の確保

・ 交通安全施設の整

備等による安全な歩

行環境の確保

高齢者による交通事故の推移（県内） 交通事故総数は減

少傾向

高齢運転者のおかれた状態や環境は一人一人異

なることから、それぞれに応じた対策が必要

生活上、運転が必

要不可欠

家族のサポート等

から運転が不要

平成16年11月と平成27年7月に県内において小

学生女児に対する重大事件が発生

平成30年5月、新潟市内において発生した小

学生女児が被害者となる重大事件の発生を受

け、政府が平成30年6月に、登下校時の子供

の安全確保のための「登下校防犯プラン」を

策定

「登下校防犯プラン」に基づき、県､各市町

村､警察等が連携した緊急合同点検の実施

◆ 防犯ボランティア団体を中心に「子供の

見守り活動」を活発化

◆ 自治体等による防犯カメラの設置促進
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・ 犯罪への即時対応

・ 犯罪情報の分析

関係機関等

・ 通学路の安全点検整備

・ 防犯カメラの整備

・ 効果的な見守り活動
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