
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～令和3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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（％） 凶悪犯罪検挙率
（目標）奈良県警察本部調べ

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。

現状

重要犯罪等を抑止するための諸対策により、平成

30年中における人口10万人当たり重要犯罪等認

知件数は15.9(17.0)件で、前年比で2.5(1.4)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。

現状

交通事故分析に基づく各種交通事故抑止活動を

推進したが、平成30年の交通事故死者数は45人

となり、前年比で5人増加

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。

現状

捜査力の向上及び各種警察活動を強化した結果、

平成30年中の凶悪犯罪の検挙率は、前年比37.9

ﾎﾟｲﾝﾄ増加の106.1％となり、目標の100％を達成
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人口10万人当たり重要犯罪等認知件数
（17.0）奈良県警察本部調べ（目標）（目標）※（）内は、特殊詐欺と同視しうる窃盗を含む数値、平成30年以降、受け子がキャッシュカードをすり替える手口の窃盗が増加したことにより、これを特殊詐欺の内数として計上



１ 児童虐待への対応における取組の強化

平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度のトピックスのトピックスのトピックスのトピックス

◆平成30年度の県こども家庭相談センター（児童

相談所）での児童虐待相談対応件数は1,825件、

県内市町村は2,643件と過去最多件数

◆児童虐待の未然防止に向けて、児童相談所等

の多機関による情報共有、役割分担等の連携に

より、児童の安全の確認、安全確保を最優先とし

た対応の徹底が必要

◆ こども家庭相談センター（児童相談

所）と警察が緊密な連携を図り、適切な

役割分担と支援の方向性を一つにした

対応により、未然防止・早期発見を可能

にするため、県こども女性局長と警察本

部生活安全部長が情報共有及び連携

に関する協定を締結

情報共有を円滑に進めるための取組情報共有を円滑に進めるための取組情報共有を円滑に進めるための取組情報共有を円滑に進めるための取組
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県こども家庭課調べ（年度）

（件）

平成平成平成平成28年年年年1月、月、月、月、

埼玉県狭山市において埼玉県狭山市において埼玉県狭山市において埼玉県狭山市において

当時当時当時当時2歳の児童が虐待死歳の児童が虐待死歳の児童が虐待死歳の児童が虐待死

検証検証検証検証

警察・学校等関係機関警察・学校等関係機関警察・学校等関係機関警察・学校等関係機関

児児児児童童童童相相相相談談談談所所所所

情報共有の徹底情報共有の徹底情報共有の徹底情報共有の徹底

【参考】過去10年間における児童虐待相談対応件数の推移

情報共有及び連携に関する協定の締結
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40
45

奈良県警察本部調べ（目標）

２ 高齢者対策の推進

平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度のトピックスのトピックスのトピックスのトピックス

◆交通事故防止諸対策を推進したものの、平成30

年中における交通事故死者数は45人と、前年比で

5人増加

◆死者のうち、高齢者が占める割合は減少したも

のの、依然として高水準で推移していることから、

基本計画に定める基本目標である「令和3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

◆認知機能検査の全件公安委員会・警察での実施

◆運転免許課内の高齢者講習用コースの改修

高齢者講習等の実施態勢の強化高齢者講習等の実施態勢の強化高齢者講習等の実施態勢の強化高齢者講習等の実施態勢の強化

◆高齢運転者支援室の設置

高齢者講習等の現状高齢者講習等の現状高齢者講習等の現状高齢者講習等の現状

平成平成平成平成30年年年年3月末現在月末現在月末現在月末現在

高齢者講習等受講待ち高齢者講習等受講待ち高齢者講習等受講待ち高齢者講習等受講待ち

平均日数平均日数平均日数平均日数

247日日日日

平成31年3月末現在

高齢者講習等受講待ち

平均日数

78日

※全国平均88.2日

改善改善改善改善

高齢者に対する運転継続の支援及び自主返納の促進高齢者に対する運転継続の支援及び自主返納の促進高齢者に対する運転継続の支援及び自主返納の促進高齢者に対する運転継続の支援及び自主返納の促進

高齢運転者支援室の設置
◆認知機能や身体機能の変化に応じた教育 保健師による運転適性診断◆自主返納をしやすい環境づくり

◆歩行者・自転車利用者としての安全教育



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

子子子子 供供供供 のののの 安安安安 全全全全 確確確確 保保保保 にににに 向向向向 けけけけ たたたた 取取取取 組組組組 のののの 推推推推 進進進進

滋賀県大津市における保育園児等が死傷する

重大交通事故

神奈川県川崎市における小学生等が殺傷される

重大事件

県 教 育 委 員 会 ・ 警 察 ・ 道 路 管 理 者 の 三 者 で 対 策 を 協 議

緊緊緊緊急急急急対対対対策策策策◆現に通学路等で歩行中の子供が交通事故の対象となった信号交差点において、警察・教育委員会・道路管理者との合同点検を実施し、対策を検討
対対対対 策策策策 ①①①①１１１１ 実施項目実施項目実施項目実施項目現に右折車両と直進車両が衝突する事故が発生している通学路等の信号交差点における対策２２２２ 対策メニュー対策メニュー対策メニュー対策メニュー(1)歩車分離式信号への改良 (2)歩行者の早出し現示(3)信号灯器のＬＥＤ化 (4)右折直進のセパレート化(5)ガードレール・防護柵の設置 等
対対対対 策策策策 ②②②②１１１１ 実施項目実施項目実施項目実施項目未就学児が日常的に集団で移動する経路の安全点検２２２２ 対策メニュー対策メニュー対策メニュー対策メニュー(1)積極的な通学園路・お出かけ通路等の変更、見守り活動の強化、安全教育の充実 等(2)横断歩道の補修・新設、押ボタン信号機の設置、交通規制の検討、防護柵の設置、路肩のカラー化 等

「「「「 登登登登下下下下校校校校防防防防犯犯犯犯ププププラララランンンン 」」」」 にににに 基基基基づづづづ くくくく対対対対策策策策◆通学路等における警察官による警戒・パトロールの実施◆「地域の連携の場」の構築に向けた働き掛け◆防犯・交通ボランティア等の活用◆防犯カメラ設置等の働き掛け不審者情報等の共有・提供〇教育委員会・警察・学校等関係機関の情報共有〇各種媒体を活用した情報発信・ナポくんメール・ＧＩＳ（県警ＨＰ）による不審者情報発生場所の公開見守り活動の効果的な推進〇地域ぐるみの防犯活動・あいさつ・声かけ・鍵掛け運動「チャレンジ“絆”」〇見守り活動の強化・「ながら見守り」の推進・ボランティア等による各学校や施設の実態に応じた効果的・効率的な見守り活動の推進
交交 交交

通通 通通
対対 対対

策策 策策

防防 防防
犯犯 犯犯

対対 対対
策策 策策

◆子供たちへの安全教育の推進


