
安全・安心のまち 生駒市

生駒市

防犯対策編



１ 奈良県内自治体別 人口千人あたりの犯罪率の推移

②生駒市刑法犯認知件数（件数）

奈良市 7.57
大和高田市 9.23
大和郡山市 7.96
天理市 9.13
橿原市 11.07
桜井市 6.00
五條市 7.37
御所市 8.35
生駒市 4.66
香芝市 5.67
葛城市 7.70
宇陀市 3.63
市部 計 7.57

①奈良県内犯罪認知件数

（市部：人口千人当たり平成２７年 暫定値）

H23 H24 H25 H26 H27
全刑法犯 808 598 754 656 557

③生駒市刑法犯認知件数の推移



２ 生駒市の過去５年間の状況

H23 H24 H25 H26 H27

殺人 3 2 0 0 1

強盗 1 2 1 2 3

傷害・暴行 15 18 25 19 21

住宅対象
侵入窃盗

66 51 29 33 40

事業所等対象
侵入窃盗

32 35 46 25 24

自動車盗 10 15 14 10 5

ひったくり 2 2 8 1 1

車上・部品ねらい 137 110 146 111 61

オートバイ・
自転車盗

173 112 164 115 100

自販機ねらい 17 5 6 9 3

特殊詐欺 2 4 10 6 11

犯罪認知件数（件数）



３ 生駒市の防犯対策への取り組み

地域における
パトロール活動

みんなで創る
日本一楽しく

住みやすいまち

防犯カメラの設置

防犯教室
防犯講演会

特殊詐欺対策

情報発信
・ＨＰ、Twitter
・こども安全メール

こども１１０番の旗



４ー① 「こども１１０番の家」の旗

① 取り組みと課題

地域の

みんなで

子どもを守ろう

■平成９年「生駒市安全で住みよいまちづくりに関する条例」を制定

■全国でも先駆的な取り組み

設置状況 ： 平成２８年２月現在 約１２００世帯＜全世帯の２．３％＞

＜課題＞

・「こども１１０番の家」の管理、更新が不十分

・学校・家庭での制度の周知や通学路における

１１０番の家の場所確認が不十分

→ 全幼保小中ほかでの制度・「110番の家」の周知・徹底



② 取り組みと課題

■地域で自主的に防犯パトロール活動を実施する団体に対し、防犯活動用品を

貸し出し、地域での防犯活動を支援

防犯活動用品貸出団体総数 ５９団体 （平成26年度）

■防犯教室・防犯講演会の開催

４ー② 地域におけるパトロール活動

帽子 腕章 合図灯

＜課題＞

・高齢化による活動の継続性

・活動時間帯が限定される。

ＰＴＡ等との連携強化

地域デビューガイダンスなどによる

新しい地域防犯の担い手確保



③ 取り組みと課題

４ー③ 特殊詐欺対策

被害の現状 Ｈ２６ ５件 ４０，０００千円

Ｈ２７ １１件 ２３，１７０千円

オレオレ詐欺 １ 件

還付金詐欺 ３ 件

架空請求詐欺 ２ 件

融資保証金詐欺 ２ 件

その他 ３ 件

■巡回パトロール

■自治会回覧による注意喚起ほか

■振り込め詐欺防止シールの全戸配布

■民生委員など各種団体への注意喚起

＜課題＞

・被害金額は減額したが、件数が増加している。



５－① 今後の取り組み

こども110番の家

地域における
パトロール活動

●ＨＰ

http://www.city.ikoma.
lg.jp/0000000854.html

▼平成27年度見直し、及び新規募集

▼学校で設置箇所のマップを配布し、児童に周知するなど
その活用に努めます

▼広報やＨＰで設置の協力を呼び掛けます

▼地域の防犯活動に防犯グッズの配布などの支援をします。

▼交通指導員による市内パトロールを強化します。
●ＨＰ

http://www.city.ikoma.
lg.jp/0000000854.html

防犯カメラの設置 ▼通学路を中心に防犯カメラを設置する自治会に補助金を
交付します。

▼学校及び公共施設へ防犯カメラ１０８台を設置し、犯罪等
の抑制に努めます。

●ＨＰ

http://www.city.ikoma.
lg.jp/0000005186.html



５－② 今後の取り組み

情報発信

●ＨＰ

http://www.city.ikoma.
lg.jp/soshiki/6-7-0-0-
0_23.html
●Ｔｗｉｔｔｅｒ
https://twitter.com/iko
ma_seikatsu

▼不審者情報などをリアルタイムでＨＰ，Ｔｗｉｔｔｅｒで配信します。

▼生駒市こども安全メール
http://www.city.ikoma.lg.jp/0000001005.html

▼奈良県警安全マップ
http://www.police.pref.nara.jp/category/1-35-0-0-0.html

防犯教室
防犯講演会 ▼幼稚園、保育園における防犯教室

▼警察による各種団体への防犯啓発

▼防犯講演会を開催し、啓発に努めます。



５－③ 今後の取り組み

特殊詐欺対策

●ＨＰ

http://www.city.ikoma.
lg.jp/soshiki/6-8-0-0-
0_2.html

▼高齢者世帯を対象に振り込め詐欺防止装置購入補助

▼民生委員による一人暮らし高齢者宅への声掛け

▼啓発シールの公用車への貼付

▼「振り込め詐欺撲滅ヒーロー 御金守ルンジャー（仮称）」
の公募

▼防犯劇による啓発

▼消費生活センターにおける相談業務

０振り込め詐欺 ゼロ を目指します！



・こども110番の家の旗
・交通指導員によるパトロール活動
・防犯カメラの設置
・情報発信
・防犯教室・防犯講演会
・特殊詐欺対策

市の取り組み

６ 安全・安心のまちづくりのために

市民のみなさんができること

・戸締りの確認
・荷物は車道と反対側に持つなど
防犯に有効な手段を身につける

・市の実施する防犯施策に協力する
・こども110番の家の積極的な設置

自治会・地域ができること

・防犯パトロールなど自主防犯組織の結成と活動の活性化
・地域の安全と安心に向けた住民への情報提供
・市の実施する防犯施策に協力する
・防犯マップの作成
・地域の見守り活動への参加
・窓ガラスへの防犯フィルムの貼付、センターライト等の取付け等

安全 ・ 安心
の

まちづくり


