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安全・安心の確保のための奈良県基本計画

◆ 県と県警察が協働し、安全と安心を確保するための大網となる「安全・安心の確保のための奈良県基本計画」
を平成29年４月に施行

◆ 「日本一安全で安心して暮らせる奈良の実現」を奈良県の５年後の目指す姿とし、３つの基本目標を達成すべ
く、７つの方向性と20の推進項目を定め、のべ129のKPI指標を掲げた86の施策をPDCAサイクルにより計画的に
展開
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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

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。

方向性と推進項目

期間 平成29年度～令和3年度



基本目標達成に向けた進捗状況
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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
特殊詐欺件数の高止まりにより、令和２年中にお
ける人口10万人当たり重要犯罪等認知件数は
21.4件となり、目標値より12.4件上回っている。

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
分析に基づく交通事故抑止活動の推進により、令
和２年中の交通事故死者数は25人となり、目標を
達成した。

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

各種警察活動を強化した結果、令和２年中の凶悪
犯罪の検挙率は、前年比6.2ﾎﾟｲﾝﾄ増加の102.2％
となり、目標の100％を達成した。
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【人口10万人当たり重要犯罪等認知件数】

奈良県警察本部調べ

【凶悪犯罪検挙率】

【交通事故死者数】

奈良県警察本部調べ



○重層的な治安対策の推進
○交番・駐在所の高機能化

◆ 安全・安心を確保するための基盤整備

令和２年度のトピックス

社会情勢や治安情勢等の変化に対応するため、交番・
駐在所を適切に配置し、地域警察官がより柔軟かつ重
層的に活動することにより、治安水準の維持・向上

警察力の適正配置

犯罪抑止 交通事故抑止

交通安全施設の整備
中

長

期

的

な

治

安

基

盤

の

整

備

持続可能な交通安全施設の整備と維持管理により、
人口減少や急速な高齢化等の社会情勢の変化に
適応し、安全かつ快適な交通を確保

長期的視点による交番等施
設の更新・計画的な統廃合

「選択と集中」による交通安全
施設の整備

○社会の変化に応じた安全
で円滑な交通流の確保

○設置方法の効率化
等

方向性７
推進項目１９

方向性６
推進項目１７

等
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特殊詐欺の現状と今後の課題
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（１）特殊詐欺の現状

○ 特殊詐欺被害一件当たりの被害額（R2） 約１８０万円

○ 窃盗被害一件当たりの被害額（R2） 約１０万円

全刑法犯の認知件数は減少しているが、特殊詐欺の認知件数高止まり
で、被害額も甚大。

①奈良県の情勢等

奈良県の規模で「年間１７５件」は多い！！

（％）

全国

順位

全国

順位

全国

順位

16,851 － 13.3 － 126,443 －

神奈川 2,793 2 30.4 1 9,177 2

警視庁 3,815 1 27.6 2 13,822 1

千葉 1,409 5 22.5 3 6,255 6

大阪 1,809 3 20.5 4 8,813 3

埼玉 1,459 4 19.9 5 7,330 5

群馬 263 11 13.5 6 1,952 18

奈良 175 15 13.1 7 1,339 30

茨城 376 8 13.1 8 2,877 11

栃木 239 12 12.3 9 1,946 19

兵庫 658 6 12.0 10 5,484 7

全　国

認知件数（件）
人口10万人当たり

認知件数（件）
人口（千人）

特殊詐欺 人口規模

②犯行手口の変遷
これまでは、振込みや手渡しによる犯行が多かったが、平成30年以降、
キャッシュカード型による犯行が半数以上を占めている。

（２）今後の課題

特 殊 詐 欺 対 策

・電話機対策
・ＡＴＭ対策

「物」への対策

・広報、啓発
・被害者対策

「人」への対策

・関係機関（市町
村等）との連携

「連携」による対策

特殊詐欺対策の必要性を広く県民に周知するため、市町
村・関係機関との連携によるより細やかで直接的な広報
啓発が必要！！

※令和元年の統計

memo

今後の重点課題（ピックアップ）

タスク①



登下校時等の子供の交通事故・犯罪被害の現状と今後の課題

（１）子供の交通事故・犯罪被害の現状

（２）今後の課題

○ 通学通園路等の安全確保
○ 地域ボランティア活動や防犯カメラ設置等による
地域防犯力の向上

○ 不審者・交通事故情報等の共有及び迅速な対応

○ 子供の危機回避に関する対策の推進

タスク②

（人）

（時間）

登下校時等の子供を守る

『交通事故・犯罪被害について
限りなくゼロを目指す。』

・見守り活動の強化

・通学通園路等の合同点検の実施

・「登下校防犯プラン」の推進

子供（中学生以下）の時間別死傷者数（Ｈ２８～Ｒ２）memo

○奈良県内
・平成９年５月 月ヶ瀬村女子中学生殺人事件
・平成16年11月 奈良市女子児童誘拐殺人事件
・平成27年７月 香芝市女子児童誘拐事件

○全国
・平成24年4月 京都府亀岡市
無免許運転による登校中児童等の死傷事故

・平成29年3月 千葉県我孫子市
登校中女児誘拐殺人事件

・平成30年5月 新潟市
下校中の女子児童誘拐殺人事件

・令和元年5月 滋賀県大津市
散歩中の保育園児等の死傷事故

子供が被害者となった重大事件・交通事故

対策

令和３年６月 千葉県八街市
飲酒運転車両による

下校中児童死傷事故が発生

等



●「登下校防犯プラン」に基づく「地域の連携の場」の構築の推進
●通学路の防犯対策として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募集
●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等にかかる情報発信
◎通学通園路マップのデジタル化及び危険箇所の見える化

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

●学校安全に関する教職員を対象とした研修会の実施 (防犯・防災・交通安全 )
【教育委員会保健体育課】

●通学路の防犯対策として自治会による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市町村８地区）【安全・安心まちづくり推進課】

●「令和２年度奈良県通学路等安全対策推進会議」の書面開催【教育委員会保健体育
課・道路保全課・警察本部交通企画課ほか】

コロナ禍における避難所開設研修会

方向性１ 子供を守る
推進項目１ 学校及びその周辺における安全の確保

KPI 令和元年度値 現状 目標 担当課
ナポくんメール配信先件数 24,384件

（R元年12月末）
28,034件

（R２年12月末）
30,000件

（R３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
（R元年）

０件
（R２年）

０件
（R３年末まで）

警察本部人身安全対策課

危険等発生時対処要領（不審者対応）作成率 小学校 99.0％
中学校 97.1％
高等学校 100％

（R元年度）

小学校 100％
中学校 100％
高等学校 98.0％

（R２年度）

小学校 100％
中学校 100％
高等学校 100％

（R３年度）

教育委員会保健体育課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

●「登下校防犯プラン」に基づく「地域の連携の場」の構築の推進【教育委員会保健体育
課】



●立ち直り支援活動「少年の居場所づくり」（各種体験活動）
●いじめ対策連絡協議会を年２回開催及び学校に配置した児童相談員による見守りや支援
●青少年がインターネットを安全・安心に利用する能力を高めるための取組

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性１ 子供を守る
推進項目２ 少年の非行・被害防止

KPI 令和元年度値 現状 目標 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

累計5,002人
（H29～R元年度）

累計5,135人
（H29～R２年度）

【H30年度からは｢インター
ネット・リテラシー講習会｣を
累計13,946人に実施】

累計12,500人

（H29～R３年）

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」
登録人数

73人
（R元年度）

62人
（R２年度）

120人
（R３年度）

警察本部少年課

いじめについて「解消しているもの」及び「一定
の解消が図られたが継続支援中」の割合（国
公私立小・中・高・特別支援学校）

84.6％
「解消しているもの」

（R元年度）

77.1％
「解消しているもの」

（R２年度）

R元年度の全国平均以
上（R元年度）

教育委員会生徒指導支援
室（現：学校教育課・教育研
究所）

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

●青少年がインターネットを安全に安心して利用するための能力（インターネット・リテラ
シー）を高めるために、講習会への専門講師派遣、啓発動画の作成、大学生ボランティ
ア指導員の養成を実施【青少年・社会活動推進課】

●少年警察大学生ボランティア「少年フォローズ奈POLI」と連携し、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(8/16切り絵、10/24社会奉仕体験、3/14ス
ポーツ活動）【警察本部少年課】

●いじめ対策連絡協議会の開催（年２回）及びいじめや子供の抱える問題等に対
応するため学校に児童相談員やスクールソーシャルワーカー等を配置【教育振興
課・教育委員会教育研究所】 立ち直り支援活動（切り絵体験）

推進中



●里親制度の普及及びなりてを募る啓発活動や、社会的養護における家庭的養護のさらなる充実を図り、里親を支援するための訪問支援・相
談窓口・研修等の事業委託の実施
●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実施
●児童相談所、県、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の開催

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性１ 子供を守る
推進項目３ 児童虐待に対する適切な対応

KPI 令和元年度値 現状 目標 担当課

養育支援訪問事業を実施する市町村数 33市町村
（R元年度）

34市町村
（R２年度）

39市町村
（R３年度）

こども家庭課

里親に委託した児童数 47人
（R元年度）

45人
（R２年度）

49人
（R元年度）

こども家庭課

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

32市町村
（R２.４月現在）

39市町村
（R３.４月現在）

39市町村
（R２年度）

健康推進課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

●児童相談所内に警察官を常設配置し、児童の安全確保のために必要な立入り調査や
援助要請等、緊急対応が必要な事案について円滑に児童の安全確保ができる体制を
図り対応を実施【こども家庭課】

●児童相談所、こども家庭課、県警察との合同による児童虐待事案対応合同研修
の開催【こども家庭課・警察本部少年課】

●児童養護施設等の社会的養護下で暮らす子どもたちがより家庭的な環境で生活が
できるよう、小規模グループケアや地域小規模児童養護施設を設置【こども家庭課】

児童虐待対応合同研修

●「児童虐待防止推進月間」である11月を中心に県内各地（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【こども家庭課】



KPI 令和元年度値 現状 目標 担当課

ＤＶ相談支援専門研修への参加市町村数 17市町村
（R元年度）

17市町村
（Ｒ２年度）

39市町村
（Ｒ3年度）

こども家庭課

一時避難に係る公費負担制度について協定を
締結した民間宿泊施設数

７施設
（R元年）

９施設
（R２年）

10施設
（R３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30校
（H28～R元年度）

累計36校
（H28～R２年度）

累計40校
（H28～R２年）

こども家庭課（現：女性活躍
推進課）

●DV被害者の一時避難のための専用住戸の使用について対応を検討
●県内高校生に対するDV防止のための教育・啓発活動
●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
●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

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性２ 女性を守る
推進項目４ 配偶者等からの暴力事案への対策の推進
推進項目５ ストーカー事案への対策の推進

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

「女性に対する暴力防止セミナー」の開催

●ＤＶ被害者等の24時間体制での一時保護【こども家庭課】

●「女性に対する暴力防止セミナー」の開催（11月）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（２回）【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【こども家庭課】

●県内高校生へのＤＶ防止出前講座の開催（６校）【こども家庭課】

推進中



●奈良県産婦人科医会と連携した医療機関への性犯罪捜査採証キットの配置の拡大
●被害児童の負担軽減等に向けた警察・検察・児童相談所の連携強化
●性犯罪被害者に対する「初診料」等各種処置料の公費支出制度等の実施

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性２ 女性を守る
推進項目６ 性犯罪等への対策の推進

KPI 令和元年度値 現状 目標 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％
（R元年度）

100％
（R２年度）

100％
（H29～R３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

構築
（H30.10.1）

構築
（H30.10.1）

構築
（R３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

設置
（H30年度）

設置
（H30年度）

設置
（R３年度）

女性活躍推進課
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

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

●性犯罪被害者に対する「初診料」「診断書料」等に係る経費及び犯罪行為に起因する
外傷に対する「処置料」等の公費支出制度等の実施【警察本部県民サービス課・女性
活躍推進課】

●臨床心理士を性犯罪被害者等へのカウンセリング等に活用【人権施策課・警察本部
県民サービス課】

●奈良県産婦人科医会と連携し、医療機関への性犯罪捜査採証キットの配置を拡大
【警察本部捜査第一課】

護身術講習会の開催

●ワンストップ支援センターとして設置した奈良県性暴力被害者サポートセンター（愛称：
ＮＡＲＡハート）の運営【女性活躍推進課】

達成

達成

●被害防止のための講習会等の実施【警察本部生活安全企画課】



●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講座の開催
●民生委員・児童委員に対する研修の開催
●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の各種研修の開催
●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

◎：新規事業（取組） 、●：継続事業（取組）

方向性３ 高齢者、障害者を守る
推進項目７ 高齢者、障害者を見守る地域づくりの推進
推進項目８ 高齢者虐待、障害者虐待に対する適切な対応

KPI 令和元年度値 現状 目標 担当課

管内自治会長宅への訪問率 100％
（R元年）

100％
（R２年）

100％
（R３年）

警察本部地域課

市町村・地域包括支援センター職員を対象とし
た高齢者虐待防止研修受講者数

累計1,132人
（R元年度）

累計1,169人
（R２年度）

累計1,009人
（R３年度）

長寿・福祉人材確保対策課

障害者虐待防止・権利擁護研修の修了者数 累計1,957人
（R元年度末）

累計2,297人
（R２年度末）

累計2,761人
（R元年度）

障害福祉課

徘徊見守りＳＯＳネットワーク構築市町村数 15市町村
（R元年度）

22市町村
（R２年度）

39市町村
（R３年度）

地域包括ケア推進室
警察本部人身安全対策課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

●自治会長宅への巡回連絡の強化【警察本部地域課】

●県内障害福祉サービス事業所等の管理者、従事者及び市町村職員を対象とした
障害者虐待防止研修の開催【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・出前講座の開
催及び啓発チラシ等の作成・配布【消費・生活安全課】

●民生委員・児童委員に対する研修の開催【地域福祉課】

くらしの安全・安心サポーター養成講座

●県内介護事業所の介護従事者及び市町村職員を対象とした高齢者虐待防止研修の
開催【長寿・福祉人材確保対策課】

達成



●奈良県外国人観光客交流館での避難所運営訓練の実施
●県警察部内指定通訳人が参加する外国人からの110番通報想定三者通話対応訓練
●観光案内サインの設置やWi-Fi環境の整備、多言語によるSNSを活用した情報発信
●災害時通訳・翻訳ボランティアの募集・養成及び研修の開催

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性４ 外国人を始めとした観光客等を守る
推進項目９ 急増する訪日外国人等への適切な対応

KPI 令和元年度値 現状 目標 担当課

多言語コールセンターの利用登録団体数 688団体
（R２.３.31現在）

704団体
（R３.３.31現在）

450団体
（R３.４.１）

ならの観光力向上課

三者通話対応通訳人の指定人数 15名
（R元年度）

15名
（R２年度）

15名
（R３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 133人
（R２.４.１現在）

168人
（R３.４.１現在）

200人
（R３年度）

国際課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

●医療機関や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
訳サービス等【ならの観光力向上課】

●外国人技能実習生等に対する交通安全教室の実施【警察本部交通企画課】

●災害時通訳・翻訳ボランティアの募集・養成及び研修の開催【国際課】

外国人技能実習生等に対する交通安全教室

達成

●外国人専用の福祉避難所（奈良県外国人観光客交流館）の避難所運営時のマニュア
ル・体制の整備【ならの観光力向上課】

達成

●外国人観光客向け自転車マナー啓発チラシの作成・配布【安全・安心まちづくり推進課】



◎吉野山（奥千本）歩道整備工事及び近畿自然歩道（金剛生駒ルート）整備工事の実施
●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
●危険と思われる登山道や吊り橋等、危険箇所の巡回点検

●「山の日」等における啓発活動や山岳警備に関する各種研修・訓練 ◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性４ 外国人を始めとした観光客等を守る
推進項目10 観光地における安全・安心の確保

KPI 令和元年度値 現状 目標 担当課

文化財防犯・防火・防災関係者連絡会議参加者数 103人
（R元年度）

120人
（R２年度）

150人
（R３年度）

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 46件
（R元年）

56件
（R２年）

30件以下
（H29～R３年の各年）

警察本部地域課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

「山の日」における啓発活動

●吊り橋等施設に対する危険箇所の巡回点検及び補修設計【景観・自然環境課】

●主催者等との事前打合せ会議における主催者の責務（自主警備の実施）に関する指
導及び安全確保のための協力依頼等を実施【警察本部地域課】

●山岳遭難防止に向けた県警ホームページ、広報用大型ディスプレイ配信システム、Ｆ
Ｍ放送等を活用した広報活動及び警察ヘリを活用した登山者への啓発活動【警察本部

地域課】

●「山の日（8/10）」に向けた登山口、主要駅等での広報啓発活動【警察本部地域課】

●文化財保護指導委員を地域ごとに委嘱しての巡視及び指定文化財の防災設備設置に
対する補助の実施【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する「警告電話」の運用
●各市町村の民生委員・児童委員協議会と県警察との連携及び民生委員・児童委員に対する情報提供
●特殊詐欺被害防止のため、金融機関やコンビニエンスストア等に対する「顧客への声掛け」と「警察への通報」の要請

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性５ 犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る
推進項目11 特殊詐欺対策

KPI 令和元年度値 現状 目標 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 22回/年
（R元年）

34回/年
（R２年）

50回/年
（R３年）

警察本部生活安全企画課

水際阻止率 42.2％
（Ｒ元年）

47.8％
（R２年）

50.0％
（R３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

７件
（Ｒ元年）

７件
（R２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

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

コンビニエンスストアでの声掛け訓練

●特殊詐欺被害防止のため、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【警察本部生活安全企画課】

●特殊詐欺は、これまでの振込型や現金手交型から、キャッシュカード手交（窃取）型によ
る被害が半数以上を占めるなど、手口が変遷していることから、犯行手口を分析のうえ、
現場検挙に向けた初動捜査体制の確立及び県警ＨＰ上での広報啓発活動を実施【警察
本部捜査第二課、生活安全企画課】

●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、その番号を事実上使用できない状態にする「警告電話」の運用【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【消費・生活安全課】

達成

〈ピックアップ〉



●「暴力団・銃器追放奈良県民大会」の開催
●暴力団排除条項未整備の市町村に対する導入の働きかけ
●不当要求防止責任者講習及びその他暴力団排除講習会の開催

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性５ 犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る
推進項目12 暴力団対策

KPI 令和元年度値 現状 目標 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

54.8％
（R元年）

28.0％
（R２年）

平均20％
（H29年～R３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

82.1％
（R元年）

82.7％
（R２年）

100％
（R３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

25企業
（R元年末）

25企業
（R２年末）

50企業 警察本部組織犯罪対策課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

不当要求防止責任者講習の実施

●不当要求防止責任者講習及び暴排講演の実施【警察本部組織犯罪対策課】

●県営住宅の入居審査時等における暴力団関係者であるかどうかの確認【住まいまちづ
くり課】

達成

●地方公共団体管理の施設利用に関する暴排条項導入に向けた働きかけ【警察本部組
織犯罪対策課】



●県内学校での薬物乱用防止教室の開催
●薬物乱用防止指導員に対する動画等による研修会、薬物乱用防止キャンペーンの開催

◎：新規事業（取組）、 ●：継続事業（取組）

方向性５ 犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る
推進項目13 薬物対策

KPI 令和元年度値 現状 目標 担当課

薬物乱用防止指導員による啓発者数 39,791人
（R元年度）

5,374人
（R２年度）

40,000人
（R３年度）

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）

3件/年
（R元年）

３件/年
（R２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

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

薬物乱用防止に向けた啓発活動

●インターネット上の薬物売買（有害情報）に関する通報に対する取締りを強化【警察本
部組織犯罪対策課】

●ポスター掲示等による薬物乱用防止の啓発を実施【薬務課】

●夏祭り等催事における薬物乱用広報啓発活動等の実施【警察本部組織犯罪対策課】

達成



●「テロ対策・やまとまほろばネットワーク」総会の開催及び同ネットワーク参加企業、団体と連携したテロ対処訓練等
●爆発物原材料取扱事業者と連携したロールプレイング方式による訓練
●自治体情報セキュリティクラウド運営及び市町村支援、奈良県ＣＳＩＲＴ公開訓練
●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
●サイバーセキュリティ対策アドバイザー等部外講師による講演の実施

◎：新規事業（取組）、 ●：継続事業（取組）

方向性５ 犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る
推進項目14 テロ、サイバー空間の脅威への対処

KPI 令和元年度値 現状 目標 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

４回/年
（R元年度）

４回/年
（R２年度）

４回/年
（H29～R３年度）

警察本部情報管理課
ICT推進課（現：デジタル戦
略課）

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

43機関・事業者
（R元年度）

43機関・事業者
（R２年度）

40機関・事業者
（R３年度）

警察本部警備第三課

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

７回/年
（R元年度）

５回/年
（R２年度）

３回/年
（H29～R３年度）

警察本部サイバー犯罪対策
課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

「テロ対策・やまとまほろばネットワーク」総会の開催

●「テロ対策・やまとまほろばネットワーク」総会の開催（9/11）及び同ネットワーク参加企
業、団体と連携したテロ対処訓練【警察本部警備第三課】

●サイバーセキュリティに関する啓発イベント「サイバーセキュリティ・カレッジinNARA」
を県警HP上でオンライン開催【警察本部サイバー犯罪対策課】

●情報ｼｽﾃﾑに対するｻｲﾊﾞｰ攻撃等の情報セキュリティインシデントが発生した場合の初
動対応及び関係機関との情報連携対応を的確に行うため課内にＣＳＩＲＴを発足し体制
強化を図り、自治体ＣＳＩＲＴ協議会（訓練、演習）、奈良県ＣＳＩＲＴ公開訓練の実施【IC
T推進課（現：デジタル戦略課）】

●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」の運営【ICT推進課（現：デジタ
ル戦略課）】

達成

達成

達成



●幼稚園等（未就学児）に対する自転車交通安全教室委託事業の実施
●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
●高齢者に対する交通安全教室、啓発活動
●住民参加型の交通安全啓発活動

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性６ 道路交通の「場」において県民を守る
推進項目15 高齢者及び子供の安全確保

KPI 令和元年度値 現状 目標 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 96.6％
小学校 93.9％
中学校 83.3％
高等学校 92.7％
（R元年度）

幼稚園 75.5％
小学校 62.4％
中学校 71.0％
高等学校 76.2％

（R２年度）

幼稚園 100％
小学校 100％
中学校 100％
高等学校 100％
（R３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

266事業者
（R元年）

268事業者
（R２年）

250事業者
（R３年）

警察本部交通企画課

子育て・高齢者世帯訪問数 3,600世帯
（R元年度）

0世帯（R２年度）
【全小学6年生へのパンフ
レット1200冊配布とした】

4,000世帯
（R３年度）

安全・安心まちづくり推進課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

●交通安全教育用資機材（教育パネル・動画KYT・歩行者シミュレータ）を活用した参加・
体験・実践型の交通安全教育の実施【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、高齢者運転免許自主返納支援事業の拡充
【警察本部交通企画課】

●交通安全県民運動（4/6～15・9/21～30）、夏及び年末年始の交通事故防止運動の
実施【警察本部交通企画課、安全・安心まちづくり推進課】

YouTubeを活用した交通安全教育

達成

●交通事故情報総合管理システムを活用した交通事故発生状況の「見える化」資料を作
成し、同資料を活用した高齢者を対象とする交通安全教室の実施及び小学校・幼稚園・
保育園に対する同資料の提供【警察本部交通企画課】



●最高速度30キロメートル毎時の区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域である｢ゾーン30プラ
ス｣の設定及び対策実施に向けた関係機関への働きかけと連携
●交通安全講習会及び自転車交通安全教室の開催、「奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の周知、啓発活動の実施
●安全かつ円滑な交通の確保等を図るための無電柱化の推進
●通学路等における合同点検の推進と歩行空間等の整備

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性６ 道路交通の「場」において県民を守る
推進項目16 歩行者、自転車対策及び生活道路対策の推進

KPI 令和元年度値 現状 目標 担当課

「ゾーン30」の整備箇所数 46箇所
（R元年度）

48箇所
（R２年度）

50箇所
（R３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

100％
（R元年度）

100％
（R２年度）

100％
（R３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 ２区間
（R元年度）

２区間
（R２年度）

１区間
（R３年度）

警察本部交通規制課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

自転車条例周知に向けた啓発活動

●通学通園路や生活道路における交通安全対策を推進するため、可搬式速度違反自動
取締装置を導入【警察本部交通指導課】

●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【道路保全課】

●自転車利用者に対する保険加入義務化を盛り込んだ「奈良県自転車の安全で適正な
利用の促進に関する条例」の周知のため、事業所向けにリーフレットを作成・配布（２万
枚）、街頭啓発活動を実施【安全・安心まちづくり推進課】

●県市町村関係課と連携した通学路合同点検に基づく横断歩道の移設や前出し等によ
る歩行空間の整備【警察本部交通規制課】

達成

達成

〈ピックアップ〉



●交通死亡事故等の重大事故発生時における現場診断及び道路環境面の問題点の抽出、必要な改善による同種事故の再発防止
●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

◎：新規事業（取組）、 ●：継続事業（取組）

方向性６ 道路交通の「場」において県民を守る
推進項目17 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進

KPI 令和元年度値 現状 目標 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

89箇所
（Ｒ元年度）

98箇所
（R２年度）

115箇所
（R３年度）

道路保全課

後部座席シートベルト着用率 一般道路 45.1％
（全国平均39.2％）
高速道路等 72.0％
（全国平均74.1％）

（R元年度）

一般道路 54.6％
（全国平均40.3％）
高速道路等 84.4％
（全国平均75.8％）

（R２年度）

一般道路、高速道路等と
も令和３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 1.3％
（全国平均0.85％）

（R元年）

1.02％
（全国平均0.87％）

（R２年）

令和３年の全国平均を下
回る数値

警察本部交通指導課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

飲酒運転根絶に向けた啓発活動

●交通安全施設等の老朽化対策の推進（信号制御機90基更新、信号柱104本更新、信
号灯器LED化等)【警察本部交通規制課】

●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等、飲酒運転
の根絶に関する啓発活動等【警察本部交通企画課】

●中長期的な視野に立った交通安全施設の整備と維持管理の方向性を示す「奈良県に
おける持続可能な交通安全施設の整備の在り方に関する報告書」を作成【警察本部交
通規制課】〈トピックス〉

〈トピックス〉



●「自主防犯パートナーシップ制度」の周知及び支援の県内事業所に対する働きかけ
●「チャレンジ“絆”」運動実施地区をはじめ防犯ボランティア団体間の情報共有・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懇親会の実施と情報提供等による活動の活性化

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性７ 県民を守るための安全・安心の基盤を強化
推進項目18 地域住民の自主的な取組に対する取組

KPI 令和元年度値 現状 目標 担当課

防犯サポート事業所登録数 112事業所
（R元年度）

111事業所
（R２年度）

100事業所
（R３年度）

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

29.2％
（R元年12月末）

30.3％
(R２年12月末）

30.0％
（R３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 14市町村
（R元年度）

17市町村
（R２年度）

19市町村
（R３年度）

安全・安心まちづくり推進課
警察本部生活安全企画課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

●企業等による防犯ボランティア団体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」の活動支援実施【安全・安心まちづくり推進課】

●青色防犯パトロールによる巡回（毎木曜日）及び交通安全・防犯サポート事業所に対す
る情報提供【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を通じ、あいさつ・声かけ・鍵かけ運動「チャレンジ“絆”」
運動の実施地区の拡大及び「近畿ブロック防犯ボランティアフォーラム」等の場を活用
した防犯ボランティア団体間の情報共有と連携強化【警察本部生活安全企画課】

自主防犯パートナーシップ制度の活動支援

達成

●奈良県警察大学生等防犯ボランティア「あっぷりけ戦隊！奈良まもりたい」の防犯活動
等への支援【警察本部生活安全企画課】



◎画像鮮明化システム及び画像確認支援システムの運用開始
●奈良県警察総合情報管理システム（統計ツール）をはじめとした情報分析の高度化・効率化に資するシステム等の構築
●新型コロナウイルス感染症対策を講じた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）

●交番のネットワークの整備

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性７ 県民を守るための安全・安心の基盤を強化
推進項目19 県民等を守るための捜査力、警察活動の強化

KPI 令和元年度値 現状 目標 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

69施設
（R元年度）

70施設
（R２年度）

94施設
（R３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）
（R元年度）

39.1％（27交番）
（R２年度）

100％（69交番）
（R３年度）

警察本部地域課

交番のネットワークの整備率 55.1％（38交番）
（R元年度）

78.2％（54交番）
（R２年度）

100％（69交番）
（R２年度）

警察本部情報管理課
警察本部地域課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

●交番相談員の配置（27交番）【警察本部地域課】

通信指令競技会の実施

●初動警察活動を強化するため、通信指令競技会等の各種教養訓練を実施
【警察本部通信指令課】

●社会情勢の変化や治安情勢に応じ、適切に交番・駐在所を配置するため、「奈良県
警察交番・駐在所最適化指針」を策定【警察本部地域課】〈トピックス〉

〈トピックス〉



●犯罪被害者の一般福祉枠での県営住宅入居に関する年間を通じた募集
●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実施
●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」の開催

◎：新規事業（取組）、●：継続事業（取組）

方向性７ 県民を守るための安全・安心の基盤を強化
推進項目20 犯罪被害者等に対する支援の促進

KPI 令和元年度値 現状 目標 担当課

市町村窓口職員研修の受講者数 累計79人
（H29～R元年）

累計115人
（H29～R２年）

累計100人
（H29～R３年）

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％
（R元年）

100％
（R２年）

100％
（R３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 5.5か月
（R元年）

4.2か月
（R２年）

全件６か月以内
（R３年）

警察本部県民サービス課

（令和２年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和３年度に予定している主な取組）

犯罪被害者支援奈良県民のつどい
～生命のメッセージ展～

●市町村・関係団体職員を対象とした犯罪被害者への支援を行う人材育成を目的とする
「犯罪被害者等対応窓口職員研修」の開催【人権施策課】

●（公社）なら犯罪被害者支援センター、県、県警察で情報共有を目的とした定例会の開
催【人権施策課・警察本部県民サービス課】

●定期募集の一般福祉枠での犯罪被害者の県営住宅入居の申込み受付の開始【住ま
いまちづくり課】

●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～生命
のメッセージ展～」を11月に県下２箇所で開催【人権施策課・警察本部県民サービス課】

達成


