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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

方向性１ ① 方向性５ ⑪

② ⑫

③ ⑬

方向性２ ④ ⑭

⑤ 方向性６ ⑮

⑥ 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

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
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３つの基本目標達成に向けた取組結果（令和３年中）
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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。

結果
重要犯罪等認知件数は12.4件で、目標より3.4件
上回っている。特殊詐欺の認知件数自体は減少し
たが、被害額が増加し手口が巧妙化している。

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。

結果
順調に交通事故死者数は減少していたものの、令
和３年には39人に増加した。今後も強力に交通事
故抑止活動を推進する必要がある。

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。

結果

各種警察活動を強化した結果、令和３年中の凶悪
犯罪の検挙率は、前年比 4.7ポイント増加の
106.9％となり、目標の100％を達成した。
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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
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安全・安心を確保するための基盤整備方向性７（推進項目１９）

・ デジタル化施策の推進は、単なるコンピューターやシステムの刷新ではなく、業務改善・業務改革のためであり、
警察行政を最適化することが最終目的

・ 県警察では、警察庁への対応のみならず、デジタル化を通じた業務改善、デジタル化基盤の整備等を部門横断
的に推進していく必要あり

県警察における対応

情報管理システムの高度化や、刑事手続のデジタ
ル化、警察行政手続のオンライン化を進める際は、下
記の対応が必要

・ 運用体制の構築（システム等）
・ 規定の改正
・ 関係機関や県民等への周知

運用体制の構築や規定の改正等には相当
の作業量が必要である

業務の合理化等に向けたシステムの構築

継続的・反復的に行われる業務、意思決定や判断
に直接関わらない業務、長時間を要している事務作
業等を特定し、業務の合理化・高度化に向けたシス
テム等を構築

デジタル・ワークスタイルの確立

会議のペーパーレス化やリモート化、テレワーク等
を実現可能な環境を構築し、働き方改革を推進

デジタル化を通じた業務改善

デジタル化基盤の整備
ネットワークの高度化、インターネット環境等を整備
し全ての交番・駐在所へのネットワークを整備する等、
ネットワーク基盤を構築する必要がある

中長期的な体制の構築、基盤整備計画を策定することが必要

デジタル化施策の推進

令和３年度のトピックス
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◎通学通園路等の安全確保に必要な防犯・交通安全設備等整備を支援
●合同点検により抽出された要対策箇所における事業実施
●市町村や自治会等が主体となった防犯カメラ設置の働きかけ

◎：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１ 学校及びその周辺における安全の確保

KPI 令和２年度値 現状 目標 担当課
ナポくんメール配信先件数 28,034件

（R２年12月末）
30,037件

（R３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
（R２年）

０件
（R３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 100％
中学校 100％
高等学校 98.0％

（R２年度）

小学校 100％
中学校 99.0％
高等学校 100％

（R３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

（現：教育委員会健康・安全
教育課）

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●全ての市町村において「登下校防犯プラン」に基づく「地域の連携の場」の構築が
完了【教育委員会保健体育課】
●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が完了
【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５地区）【安全・安心まちづくり推進課】

●登下校時間帯を中心とした街頭活動の強化やメロディーパトロールによる「見せる・知
らせる街頭活動」の強化【警察本部地域課】

達成

達成

自ら隊隊員による街頭活動
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●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
●「ＡＶ出演強要『ＪＫビジネス』等被害防止月間」にあわせ、教育委員会や学校等と連携し、被害防止教室等の機会を利用した啓発活動を実施

◎：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２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5,135人
（H29～R２年度）

累計5,279人
（H29～R３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

62人
（R２年度）

78人
（R３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）

73.5％
「解消しているもの」

（R２年度）

83.2％
「解消しているもの」

（R３年度）
全国平均以上

教育委員会生徒指導支援
室（現：教育研究所）

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４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）を高めるための取組（講習会へのリテラシー専門講師派遣、啓発チラシの配布）
を実施【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(6/6座禅体験、10/23社会奉仕体験、12/19交流会）
【警察本部少年課】
●いじめや子供の抱える課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し、福祉関連機関等と連携して学校や子供等の支援を実施【教育

振興課・教育委員会教育研究所】 少年警察ボランティアと連携した立ち直り支援
活動（座禅体験）

達成
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●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２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 34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 45人
（R２年度）

58人
（R３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

39市町村
（R３.４月）

39市町村
（R３.４月）

39市町村
（R３年度）

健康推進課

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●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】

●児童養護施設等の退所児童に対する就労・生活支援体制の構築を図るため、「子ども
の自立サポート事業」を実施【こども家庭課】

●市町村が抱える児童虐待困難事例等に対して有識者をスーパーバイザーとして派遣
【こども家庭課】

オレンジリボンキャンペーン街頭啓発活動

達成

達成
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KPI 令和２年度値 現状 目標 担当課

市町村基本計画を策定する市町村数 11市
（R２年度）

15市町村
（Ｒ３年度）

12市町村
（Ｒ３年）

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

９施設
（R２年）

10施設
（R３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36校
（H28～R２年度）

累計36校
（H28～R２年度）

累計40校
（H28～R２年度）

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）における就業相談や就業情報の提供、就業支援講習会の開催
●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被害者の安全を確保するため、一時避難に係る公費負担制度の実施
●ＤＶ・ストーカー被害者に対する助言指導、同加害者に対する指導警告を継続実施
●改正ストーカー規制法を各署担当者に周知徹底

◎：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３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４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【女性活躍推進課】

●ＤＶ被害者等の24時間体制での一時保護【こども家庭課】
●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】

●24時間体制で人身安全対策課の女性勤務員が支援活動を実施【警察本部人身安全
対策課】

●ストーカー加害者等に対する精神医学的治療等制度を実施し、行為者に働きかけを実
施【警察本部人身安全対策課】

推進中

達成

達成

女性への暴力防止セミナー
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●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
●被害者支援要員による事情聴取の付き添い等の対応の実施
●性犯罪等被害者に対する「初診料」等各種処置料、投薬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２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％
（R２年）

100％
（R３年）

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
警察本部捜査第一課
警察本部県民サービス課

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●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】
●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【女性活躍推進課・人権施
策課・警察本部県民サービス課】

●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）の運営と関係機関との連携会議の開催【女性活躍推進課】

達成

達成

達成

性被害者支援専門部会開催状況
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●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
●AIを活用した高齢者支援システムの構築
●包括的な支援体制の整備に取り組む市町村への支援とコミュニティソーシャルワーカー等地域福祉を推進する人材の育成
●高齢者虐待防止、障害者虐待防止、権利擁護等の理解促進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２年度値 現状 目標 担当課
管内自治会長宅への訪問率 100％

（R２年）
100％
（R３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1,057人
（R２年度）

累計1,086人
（R３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2,297人
（R２年度）

累計4,351人
（R３年度）

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 22市町村
（R２年度）

23市町村
（R３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３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●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】

●自治会長宅を含めた巡回連絡の強化【警察本部地域課】
●住民の立場に立ち、相談や地域の見守りを行う民生委員・児童委員に対して活動費を

支給【地域福祉課】
●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】

●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】

達成

達成

くらしの安全・安心サポーター養成講座

推進中
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●外国文化・宗教への理解を深めるための講演会の開催
●高度警察情報通信基盤システム（ＰⅢ）の多言語翻訳機能の操作習熟と有効活用
●県警察ホームページへ外国語版（英・中・韓・ポルトガル）交通安全ガイドの掲載
●奈良市総合防災訓練に合わせた奈良県外国人観光客交流館での避難所運営訓練の実施
●外国人向け奈良の観光情報サイト「The Official Nara Travel Guide」の定期的なコンテンツ等更新により、タイムリーな情報発信
●旅行者への通信環境の提供を目的とする無料公衆無線LANの整備への支援、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・養成及び研修の実施 ◎：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２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 704団体
（R３.３.31）

718団体
（R４.３.31）

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
（R２年）

15名
（R３年）

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 168人
（R３.４現在）

220人
（R４.４末現在）

200人
（R３年度）

国際課

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●外国人技能実習生等に対する防犯講習、交通安全教室の実施【警察本部生活安全企
画課、交通企画課】

●通信指令課員、奈良県警察指定通訳員を対象とした三者通話訓練を実施【警察本部
通信指令課】

●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）の避難所運営時の訓練の
実施【ならの観光力向上課】

●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】

達成

達成

達成

外国人技能実習生等に対する防犯講習
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●大台ヶ原回線歩道の洗い越し工事実施、近畿自然歩道（金剛生駒ルート）、倶留尊高原歩道整備工事及びその他危険箇所の巡回点検作業
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
●奈良県登山顧問等登山講習会の実施
●県警察ホームページ、奈良県広報用大型ディスプレイ配信システム、ＦＭ放送等各種広報媒体を活用した広報活動
●公共交通機関等に対し、巡回強化や防犯カメラの増設等を働きかけ、不審者等発見の際の通報を要請

◎：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

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●山岳警備隊の装備資機材を充実すべく、ハーネス等を購入して配分【警察本部地域課】
●主要行事の雑踏警備に関し、地域課指導室長等が安全確保が図られているか確認、
指導するべく現地を視察【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防災設備設置に
対する補助の実施【文化財保存課】

●高等学校等登山部顧問・外部指導者、県内市町村担当者、関係施設の管理責任者
・安全管理担当者等を対象とした奈良県登山部顧問等安全登山講習会を実施【スポー
ツ振興課】

KPI 令和２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 120人
（Ｒ２年度）

112人
（Ｒ３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 56件
（Ｒ２年）

56件
（Ｒ３年）

30件以下
（H29～R3年の各年）

警察本部地域課

山岳警備隊の訓練状況
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◎自治体に対する「消費者安全確保地域協議会」構築に向けた働きかけ、特殊詐欺被害防止に関する情報提供の推進
◎高齢者等特殊詐欺被害防止CMの制作及び放映の実施による被害防止啓発
●金融機関、コンビニエンスストア等と手口に応じた体験型講習・被害防止訓練を実施するとともに民生児童委員協議会への情報提供を推進
●各種警察活動の機会を活用し、高齢者等の固定電話の留守番電話設定のほか、防犯電話の設置を促進

◎：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２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 34回/年

（R２年）
166回/年
（R３年）

50回/年
（R３年）

警察本部生活安全企画課

水際阻止率 47.8％
（Ｒ２年）

57.0％
（R３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
（Ｒ２年）

９件
（R３年）

５件
（１件/年）

警察本部捜査第二課
（現：警察本部組織犯罪
対策課）
警察本部捜査支援分析課

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●「消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）」を設置し、高齢者等の見守りに必
要な取組について情報交換・協議等を実施【消費・生活安全課】

●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】

●「特殊詐欺取締りタスクフォース」構成員の実践的練度の向上及び初動捜査時の拡大
及びキャッシュカード手交（窃取）型の現場検挙に応じた初動捜査体制の確立【警察本
部捜査第二課（Ｒ４年度～組織犯罪対策課へ業務移管）】
●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」の継続運用【警察本部捜
査第二課（Ｒ４年度～組織犯罪対策課へ業務移管） 】

達成

〈ピックアップ〉

達成

達成

高齢者等に対する特殊詐欺対策
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●暴力団による生活保護等不正受給防止対策協議会の開催
●県内福祉事務所を対象とした不当要求防止責任者講習会の開催
●「奈良県暴力団離脱・社会復帰対策協議会」総会の開催

◎：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２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を対象

28.0％
（R２年）

36.0％
（R３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

82.7％
（R２年）

89.2％
（R３年）

100％
（R３年）

警察本部組織犯罪対策課

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●不当要求防止責任者講習及び暴排講演の実施と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】
●保護対策にかかる身辺警戒員を指定して訓練を実施【警察本部組織犯罪対策課】
●就労受入企業募集にかかる広報を実施【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】
●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
講習会の開催【教育委員会保健体育課】

達成

不当要求防止責任者講習（R3.11.11）
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●県内学校で薬物乱用防止教室を随時実施
●関係法令の適用による犯罪収益の没収
●薬物乱用防止指導員に対して研修、薬物乱用防止キャンペーンを実施

◎：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13 薬物対策

KPI 令和２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 5,374人
（R２年度）

7,931人
（R３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
（R２年）

５件/年
（R３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３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●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】
●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】

●携帯電話等の犯罪インフラから、薬物密売方法の解明等に係る分析を実施【警察本部
捜査支援分析課】

達成

ポスター掲示等による薬物乱用防止の啓発
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●サイバーテロ対策連絡協議会総会の開催及びサイバーテロ共同対処訓練を実施
●Ｇ７広島サミットに向け、「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を
実施
◎自治会組織を対象とした、テロに対する危機意識の浸透を図る取組の推進
●爆発物容疑事案、ＮＢＣテロ事案等への対処を想定した訓練の推進
●情報処理分野の資格等取得者にターゲットを絞った採用活動の推進

◎：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２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
（R２年度）

４回/年
（R３年度）

４回/年
（H29～R３年度）

警察本部情報管理課

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
（R２年度）

43機関・事業者
（R３年度）

40機関・事業者
（R３年度）

警察本部警備第三課（現・
外事課）

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

５回/年
（R２年度）

４回/年
（R３年度）

３回/年
（H29～R３年度）

警察本部サイバー犯罪対策
課

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催前に「テロ対策・やまとまほろ
ばネットワーク」総会を開催したほか、同ネットワーク参加企業、公共交通機関等と連
携したテロ対処訓練を実施【警察本部警備第三課（現・外事課）】

●サイバー犯罪の被害防止を目的とする講習会「サイバーセキュリティ・カレッジinNARA」
の実施【警察本部サイバー犯罪対策課】

●サイバー防犯ボランティアに対する活動上の技術的助言、違法情報等の通報要領に
関する教養の実施【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
【デジタル戦略課（現・デジタル管理室）】

達成

達成

達成

サイバーセキュリティ・カレッジinNARA
（ミ・ナーラ）

公共交通機関等と連携したテロ対処訓練
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KPI 令和２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 75.5％
小学校 62.4％
中学校 71.0％
高等学校 76.2％

（R２年度）

幼稚園 ――
小学校 79.2％
中学校 78.0％
高等学校 91.3％

（R３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
（現：教育委員会健康・安全
教育課）
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

268事業者
（R２年）

282事業者
（R３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 ―
（R２年度）

600世帯
（R３年度）

4,000世帯
（R３年度）

安全・安心まちづくり推進課

●自転車を利用することが多い小中高生への交通安全教育
●運転免許センター来場者に対するターゲットを絞った効果的な交通安全教育の推進
●高齢者運転免許自主返納支援事業の拡充
●住民意見を反映した効果的な交通規制や信号機運用のため、「標識BOX、信号機BOX」を活用

◎：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

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●交通安全県民運動及び新入学（園）児童・幼児等を交通事故から守る運動、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】
●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】

●加齢に伴う身体機能の変化を理解できる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】
●交通事故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」資料の作
成と同資料の小学校・幼稚園・保育園に対する提供及びホームページへの掲載【警察
本部交通企画課】

達成

始業式における通学路登校指導

17



●運転者の歩行者や自転車に対する保護意識高揚の広報啓発活動の推進
●「ゾーン３０プラス」のほか、低速度規制と物理的デバイスの適切な組み合わせの設定を道路管理者等と協働して推進
●通学通園路及び生活道路等における取締りの強化及び悪質・危険・迷惑性の高い駐車違反に対する取締りの強化

◎：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２年度値 現状 目標 担当課

「ゾーン30」の整備箇所数 48箇所
（R２年度）

50箇所
（R３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％
（R２年度）

100％
（R３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
（R２年度）

２区間
（R３年度）

１区間
（R３年度）

警察本部交通規制課

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

達成

達成

〈ピックアップ〉

●「奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の普及啓発のため、自転車
フォーラムを実施【安全・安心まちづくり推進課】

●千葉県八街市の事故を受けた通学路合同点検への同行及び関係課と連携した対策改
善案の提示【教育委員会保健体育課】

●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】

●通学路合同点検に基づく速効対策箇所の整備や歩道整備等の抜本対策の実施と事故
危険箇所について交差点改良や路面標示等の対策実施【道路保全課・警察本部交通
規制課等関係課】

●ゾーン30規制実施と道路標識の設置及びゾーン30プラス設置に向けた道路管理者との
協議の実施【警察本部交通規制課】

達成

ゾーン３０による規制
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●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

●飲酒運転の危険性や交通事故の実態を周知するための交通安全教育等の推進
●危険運転致死傷罪の立件を視野に入れた捜査の推進

◎：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２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

98箇所
（Ｒ２年度）

100箇所
（R３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 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 54.7％
（全国平均42.9％）
高速道路等 80.8％
（全国平均75.7％）

（R３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 1.02％
（全国平均0.87％）

（R２年）

1.03％
（全国平均0.77％）

（R３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３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●交通安全施設等の老朽化対策の推進（信号制御機59基更新、信号柱147本更新、信
号灯器LED化等)【警察本部交通規制課】

●後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を
図るための広報啓発活動の実施【警察本部交通企画課】

●PDCAサイクルに基づく交通指導取締りの強化【警察本部交通指導課】
●３Ｄレザースキャナを活用した綿密な実況見分を実施【警察本部交通指導課】
●アルコール依存者への支援研修会の実施【疾病対策課】

達成

可搬式オービスを用いた夜間交通指導取締り
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●交番・駐在所連絡協議会の開催や積極的な活用、地域における各種会合・行事などへの積極的な参加について、各署に示達
●防犯ボランティア団体の活動に関する好事例を集約した資料等の作成
●地域の犯罪情勢などに応じた参加・体験型の防犯教室の開催

◎：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18 地域住民の自主的な取組に対する支援

KPI 令和２年度値 現状 目標 担当課

防犯サポート事業所登録数 111事業所
（R２年度）

110事業所
（R３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

30.3％
（R２年12月末）

30.8％
(R３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 17市町村
（R２年度）

17市町村
（R３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３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●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【警察本部生活安全企画課】
●「ナポくんメール」や「Yahoo!防災速報」による防犯情報配信の推進【警察本部生活安全
企画課】

●青色防犯パトロールによる巡回及び交通安全・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】

●奈良県安全・安心まちづくり旬間（10/11～20）における防犯啓発とオンライン防犯講習
会のYouTube配信の実施【安全・安心まちづくり推進課】

達成

達成

チャレンジ“絆”運動の実施
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●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接大府県等の実務を伴う研修等への計画的な参加
●通信指令システムの効果的活用及び強化促進
●17施設への奈良県警察WANシステムネットワークの拡充
◎15施設へのネットワーク型防犯カメラの設置

◎：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２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

７０施設
（R２年度）

7４施設
（R３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）
（R２年度）

39.1％（27交番）
（R３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 78.2％（54交番）
（R２年度）

84.7％（61交番）
（R３年度）

100％（69交番）
（R３年度）

警察本部情報管理課
警察本部地域課

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

令和３年度の
トピックス関連

交番・駐在所の新設、建替に伴う開所式

（令和３年度の主な取組結果）

●画像鮮明化システム及び画像確認支援システムの配備・運用【警察本部捜査
支援分析課】

●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、通信指令検定、
通信指令支援要員訓練、広域初動対応訓練等）を実施【警察本部通信指令課】

●交番相談員の配置（27交番）と交番の女性専用施設の整備【警察本部地域課】
●「奈良県警察交番・駐在所最適化指針」に基づき、７施設の新設、建替など、交番・
駐在所の最適化を実施【警察本部地域課】

●７交番の奈良県警察WANシステムのネットワーク整備拡充【警察本部情報管理課】
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●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、各種公費支出制度の実施
●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２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115人
（H29～R２年）

累計139人
（H29～R３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

０％
（R２年）

100％
（R３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 4.2か月
（R２年）

3.6か月
（R３年）

全件６か月以内
（R３年）

警察本部県民サービス課

（令和３年度の主な取組結果）

（主なKPIの進捗状況)

（令和４年度に予定している主な取組）

●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】

●定期募集の一般福祉枠での県営住宅の申込み受付及び年間随時募集により随時申
込みを受付【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」の式
典・特別講演を12月に開催、「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

達成

達成

犯罪被害者支援奈良県民のつどい
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推進項目等に関する有識者の御意見

・ テロ対策について、マンパワーには限りがあることから、警備用ドローンを活用したり、AIで不審な行動を事前
に監視できるようなシステムを導入してはどうか。

【推進項目３ 児童虐待に対する適切な対応】について

帝塚山大学 准教授 花田百造氏

【推進項目２ 少年の非行・被害防止】について

【基本目標達成に向けた取組結果】について

・ 認知件数は競うものでもないが、凶悪犯罪検挙率は100％を超えているので、しっかり検挙していただいていると
いう印象を受けた。
街頭犯罪の減少は新型コロナウイルスの影響もあるだろう。高齢者が外出を控えていた期間は、特に犯罪被害に
遭いにくかったのではないか。

・ 少年フォローズ奈POLIの活動が記載されているが、青年ボランティア活動の一つにBBS活動（Big Brothers and
Sisters Movement）というものがある。法務省としても、同活動を活発化する流れで動いているようなので、大学生ボ
ランティアが兄・姉のような存在として、社会適応に悩む多くの少年・少女達と一緒に悩み、一緒に楽しみ、お互いに
刺激しあってもらえたらいいと思う。

【推進項目14 テロ、サイバー空間の脅威への対処】について

・ 全国的に中核市にも児童相談所が増え、奈良市でも開設された。
虐待の被害児童に対する心理的ケアについては専門的な知識が必要であり、特に対応が困難な事案には複数の
カウンセラーで対応することが重要。
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推進項目等に関する有識者の御意見

【推進項目６ 性犯罪等への対策の推進】について

大阪大学 教授 猪俣敦夫氏

・性犯罪対策では、サイバー要素も重要になってくる。今の性犯罪は、大半がインターネットやＳＮＳアプリ等に起因
するもの。特に、最近の子供達は「いいね！」を稼ぐために際どい部分まで露出した画像や動画をネット上に晒して
も「普通」の感覚になってしまっている。インターネットに撮影データをアップロードすると簡単に消去することは出来
ないし、金儲けに悪用される危険性もあるということを今後とも警察も連携して啓発していってほしい。

・マッチングアプリは性犯罪の温床となっており、地方に住む子であっても当たり前のように知り合い、性犯罪被害者
となってしまう。ただ、闇雲に「マッチングアプリを使うな」と教えるのではなく、「こういう被害に遭う危険性もある」とい
うことを教育していく必要がある。ＳＮＳやアプリ上でトラブル等に遭い、手遅れになる前の段階で気軽に相談出来る
体制づくりも重要。

【推進項目14 テロ、サイバー空間の脅威への対処】について

・ CSIRTについては、警察が民間企業と連携した取組を進めていただきたい。地方にとっては食品宅配業者等は
生命線と言えるので、そこがサイバー攻撃され業務がストップすると南部や過疎地で生活に困る方が多数発生して
しまう。これは重大なインシデントと言える。
・ 人の命を扱う病院についても同様である。犯人はお金に換えることの出来ない「命」に関わる病院をターゲットに
して身代金を要求する。それに屈して悪い奴に身代金を払ってしまうことへの不条理さを県民に訴えるとともに、ラ
ンサムウェア対策に対する公的支援を検討してほしい。医療機関に対しては事前に具体的な犯罪手口を広く啓発
し、 大きな医療機関と合同でサイバー攻撃対策の訓練を行うことも必要。
・ サイバー分野での人材確保は今のままでは難しい。どうしても民間企業の方が稼げるのは事実なので、やりが
いを打ち出すだけではなく、給与・待遇を根本的に改善していかなければならない。
・ サイバーテロは発生しても、「攻撃を防げるんだ」という対策の強さをアピールできる場とも言える。セキュリティア
ドバイザーを積極的に活用してほしい。
・ 奈良県警と大阪府警で合同で職員の能力向上に取り組む施策（サイバー上級検定受験勉強会）を実施しておら
れ、非常に良い施策だと感じた。リモートでも参加・勉強出来る研修会を今後とも是非推進していただきたい。
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推進項目等に関する有識者の御意見

・ 千葉県八街市発生の事故を受け、ハード対策として通学路の安全点検を、ソフト対策として教育委員会を中心に
交通安全教育を推進している。奈良県ではハード対策として大和高田市がゾーン３０プラスを推進中。ソフト対策と
して教育委員会内も「どういう教育が良いか」ということをもっと活発に議論し、対策を進めてほしい。
・奈良県では、「合図して ゆずってもらって 笑顔でお礼」という標語で啓発しているが、手を挙げて車が止まること
を確認することが大事であり、幼少期からその訓練をした方が良いのではないか。大事なことは、「その対策で本当
に効果があるのかどうか」ということである。

帝塚山大学 学長 蓮花一己氏

【タスク② 通学通園路等における子供の交通事故】について

・ 反射材は一般の方が使いやすくお洒落で洗練されたものを開発する必要がある。犬のリードに反射材を付けたり、
光る首輪をしたりする人が増えてきたように、高齢者だけでなく裾野を広げて皆が着用できるモノが良い。もう一息
だと思う。
・ 「ETC2.0プローブデータ利用効率化システム（※）」を導入し、活用していただきたい。生活道路では事故が起きて
も件数そのものが少ないので、分析・対策の仕方や効果が分かりにくいが、同システムを使うことによりデータを収
集し、効果的な対策が可能になる。先進的に導入している市町村へ視察することも検討してみてはどうか。
・ 沖縄県の小学校前にスムーズ横断歩道を導入して検証したところ、信号が無いにも関わらず劇的に車両の一時
停止率が上がったそうだ。横断歩道がハンプ形状になっているので、背の低い小学生の横断でもドライバーから発
見しやすいので、参考にしてみてほしい。
※国土交通省が保管するETC2.0プローブデータ及び事故データを統括的に処理し、必要な情報を担当者が速やかに抽出・表示できるシステム。

【推進項目15 高齢者及び子供の安全確保】及び
【推進項目16 歩行者、自転車対策及び生活道路対策の推進】について

【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】

・ 現場を見て、交通実態を観察するということは非常に大事。加えて先出のETC2.0のシステムの導入により、交通
実態を調査する専門チームを構築すべき。県警や県、市町村でネットワーク環境を整え、データサイエンスを活用す
ることが非常に重要。
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今次計画（令和４年度～令和８年度）に向けた
前期計画（平成２９年度～令和３年度）の振り返り
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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。

結果
計画策定時より6.0件減少させることが出来たが、
目標値には至らなかった。また、特殊詐欺の被害
額は増加し手口も巧妙化している。

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。

結果
交通事故死者数は順調に減少し続けていたもの
の、令和３年に増加に転じ、目標値を14人上回る
結果となった。

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。

結果

各種警察活動を強化した結果、計画策定時より凶
悪犯検挙率は38.7ポイント増加し、目標値の100%
を超えることが出来た。
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前期計画の取組結果（平成29年度～令和３年度）

（KPIの進捗・達成状況）

（前期計画の総括）

全KPI129項目のうち、68項目の目標を達成することが出来ましたが61項目の目標には課題が残るものとなりました。更なる安全・安
心の確保に向け、新計画では社会情勢の変化等を踏まえてKPIの再設定を行っています。

人口10万人あたりの重要犯罪等認知件数については、目標値である9.0件には至らなかったものの、計画策定時から6.0件減少させる
ことが出来ました。しかしながら、前期計画策定当時から増加傾向にあった特殊詐欺にあっては、犯行手口が日々巧妙化するとともに高
い水準で発生しており、近年では１件あたりの被害額も300万円を突破するなど、深刻な情勢が続いています。そのため、特殊詐欺対策
を「今後の重点課題：タスク①」として次ページのとおり設定することとしました。
凶悪犯罪の検挙率については、前期計画中の期間中、高い水準を維持しており概ね達成しています。よって、今後は目標としては設
定しないものの「参考指標」として、進捗状況を毎年検証することとします。
交通事故死者数については、前期計画の最終年である令和３年には目標値を14人上回る39人の方が亡くなられましたが、計画策定
時からは減少傾向にあります。一方で、全国的には子供が被害に遭う痛ましい事故が発生するなど、通学通園路等における子供の安
全・安心対策は喫緊の課題と言えます。
よって、特殊詐欺対策と併せて、同対策についても「今後の重点課題：タスク②」として設定することとし、県・県教育委員会・県警察が
市町村等の関係機関・団体とより密に連携して対策を推進することとします。
以上のとおり、当県の治安情勢は依然として厳しく、また、前期計画策定時には想定されていなかった「コロナ禍による社会情勢の変
化」に伴い、各種犯罪の犯行手口や人の動き、働き方は目まぐるしく変化しています。
この情勢の変化に的確に対応していくためにも、必要に応じて新たに策定した計画の見直しを行っていくなど、日本一安全で安心して
暮らせる奈良の実現を目指していきます。

＜方向性毎のＫＰＩの進捗・達成状況＞

５年の成果

目標を達成した

KPIの数

方向性１ 子供を守る 26項目中 8

方向性２ 女性を守る 23項目中 15

方向性３ 高齢者・障害者を守る 17項目中 10

方向性４ 外国人をはじめとした観光客を守る 10項目中 8

方向性５ 犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る 18項目中 12

方向性６ 道路交通の「場」において県民を守る 15項目中 6

方向性７ 県民を守るための安全・安心の基盤の強化 20項目中 9
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還付金
45%

ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ詐欺盗

16%

架空請求

12%

オレオレ

11%

預貯金

10%

融資保証金, 4%

ギャンブル, 3% 犯行手口の割合（R3年）

① 還付金詐欺
市役所職員等を名乗り「介護保険の払戻しがあ

る」等と言ってATMへ誘導し、手続きのためと操作
方法を偽ってお金を振り込ませる手口

② キャッシュカード詐欺盗
警察官を名乗り「口座が不正利用されているの

でカードを封印する」等と言ったり、金融機関職員
を名乗り「カードが古いので交換する」等と言って
キャッシュカードをだましとる手口

③ 架空請求詐欺
ＮＴＴファイナンス等の実在する企業を名乗り、
「未納料金がある」等と言って指定した口座へ必
要の無いお金を振り込ませる手口

R3年被害件数
101件

特殊詐欺の現状と今後重点的に取り組むべき事項
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特殊詐欺認知件数(件) 被害額（円）

（１） 特殊詐欺の現状

特殊詐欺被害一件当たりの被害額（R3） 約330万円

（前年比150万円増加）

特殊詐欺の認知件数は減少しているが、手口が巧妙化し、被害額が
増加している。

① 奈良県の情勢 ② 被害の多い手口
R3年で還付金型の手口が全体の半数を占めているため、特に高齢
者に対しその犯行手口をいかに周知するかが課題。

（２） 今後重点的に取り組むべき事項

今後の重点課題（ピックアップ）

タスク①

※100万円未満切り捨て
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通学通園路等における子供の交通事故防止・犯罪被害防止

（１）子供が被害に遭った重大事件・交通事故

（２）今後の課題

タスク②

・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

等

○ 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
園外移動中の園児の死傷事故

子供が被害者となった重大事件・交通事故 これまでの対策

参考～過去１０年間における幼児・小学生の交通事故状況
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登校中 下校中

登下校中の幼児（未就園児･就園児）の死傷者数の推移（県内）

登下校中の小学生の死傷者数の推移（県内）

令和３年６月 千葉県八街市

飲酒運転による下校中児童の
死傷事故が発生

通学通園路等における子供の被害ゼロに
向けた交通事故防止と犯罪被害防止を図る

○ 県・県教育委員会・警察本部等による「奈良県通学路
等安全対策推進会議」において通学通園路等の安全総
点検及び改善策の検討
○ 通学通園路等のデジタルマップに危険箇所等を示し
た「見える化」資料を用いた安全対策の推進
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方向性５
犯罪が発生しやすい「場」において県民を守る

⑪特殊詐欺対策
⑫暴力団対策
⑬薬物対策
⑭テロ、サイバー空間の脅威への対処

方向性６
道路交通の「場」において県民を守る

⑮高齢者及び子供の安全確保
⑯歩行者、自転車対策及び

生活道路対策の推進
⑰交通実態等を踏まえた

きめ細かな対策の推進

方向性７
県民を守るための安全・安心の基盤を強化

⑱地域住民の自主的な取組に対する支援
⑲県民等を守るための捜査力、

警察活動の強化
⑳犯罪被害者等に対する支援の促進

方向性１ 子供を守る
①学校及び通学通園路等の安全の確保
②少年の非行・被害防止
③児童虐待に対する適切な対応

方向性２ 女性を守る
④配偶者等からの暴力事案への対策の推進
⑤ストーカー事案への対策の推進
⑥性犯罪等への対策の推進

方向性４ 外国人はじめとした観光客等を守る
⑨訪日外国人等への適切な対応
⑩観光地における安全・安心の確保

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

日本一安全で安心して暮らせる奈良の実現

⑴ 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10万人あたり6.3件以下を目途）に近づけます。

⑵ 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
（20人以下を目途）に近づけます。

県 民 県 警 察 市 町 村 事 業 者

【 ７ つ の 方 向 性 と ２ ０ の 推 進 項 目 】

多様な主体がそれぞれに 、または共に助けあって 、様々な施策に取り組みます 。
計画（令和４年度～令和８年度）の詳細は今次計画をご覧ください。

【 ２ つ の 基 本 目 標 】

【 目 指 す べ き 姿 】

※通学通園路等対策を強化

※特殊詐欺対策を強化

今次計画（令和４年度～令和８年度）の概要
今次計画においても、目指す姿を「日本一安全で安心して暮らせる奈良の実現」とし、２つの基本目標と基本方針となる７つの方向性と２０の推進

項目について、今後の重点課題についての対策を強化し、各種施策に取り組んでおります。
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