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【JISC】泉大津市で職員研修 

2月10日、大阪府泉大

津市にて、市長及び副

市長と面談し、その後

に職員研修においてＳ

Ｃのご説明をしました。 

ＳＣのご支援するなかで、首長と直接お会いして、ＳＣに

ついてどんなことをご存じか、政策におけるＳＣの位置づけ

はどうなのか、そしてＳＣに対してどんな期待をされている

か、といったことを理解することの重要さを実感します。また、

正式に着手する前に、まずお会いしてＳＣについてご理解

いただくことは、本格的に取組を展開する際にも大きく影響

すると感じます。泉大津市長は、もとは市職員として福祉分

野での長い経験を持っておられ、地域福祉の視点からもＳ

Ｃへの期待をお持ちとのこと。大阪市長会において松原市

長からＳＣ認証の話をお伺いし、関心を持たれたそうです。

これからのまちづくりにおける可能性に期待されています。 

 市長との面談後は、

市職員研修会におい

てＳＣについて紹介さ

せていただきました。

まだ、ＳＣについてまだ

ご存じない方がほとん

どのなか、１時間あまりお話させていただきました。午後の

ひと時、睡魔が襲う時間帯にもかかわらず、熱心にきいてく

ださいました。 

 現在、総合政策部人権市民協働課のご担当者が各自治

体へ問い合わせたりご訪問したりして、情報収集し、取組開

始に向けて準備を進めています。 

【京都市北区】地域安全診断報告をしました 

2 月 20 日、京都市北

区において、「北区の

安全課題を考える ～

セーフコミュニティに

おける安全診断の結

果から～」としてＳＣの

概念を説明するとともに、今年行った地域診断の結果（抜

粋）をご紹介しました。 

対象は、北区内の各種団体の長と行政機関で構成され

ている北区生活安全推進協議会で、ＳＣでいうところの推

進協議会のような立場にある組織です。 

報告の後には、事務局からこれから実施する外傷に関す

るアンケート調査のご報告をし、その後、活発な質疑応答

で時間となりまた。京都市北区の外傷の傾向をお知らせす

ることで、今後の安全に対する取組に生かしていただけるこ

とを期待しています。 

【亀岡市】市民安心安全フォーラム 

2 月 22 日、亀岡市において、

市民安全学会との共同による

ＳＣ再認証 1 周年記念イベン

ト「市民安全•安心フォーラム

in かめおか 2014」が開催さ

れました。 

「危機への備えは、タフでしな

やかな安全・安心のまちづくり

から」をテーマに、セーフスク

ールに取組む保育園児たち

のパフォーマンス（セーフスクールの対策の一つ）で始まり、

石附市民安全学会長および帝塚山大学蓮花一己副学長

の基調講演の後、全

国各地から参加した

研究者、団体代表者、

個人などが子ども・

高齢者・交通の安全、

自殺・虐待・防犯の

予防、災害時の安全

の分科会に分かれて報告されました。 

また、会場の外には、ＳＣに取組む自治体やＩＳＳに取組

む保育園や小・中学校のブースがあり、それぞれの取組み

が紹介されました。また、ＩＳＣやＩＳＳに関するビデオクリップ

も放映されていて、会場に華やかさを添えていました。来場

者は、フォーラムが始まる前から各ブースに立ち寄り取組

みに見入ったり、スタンプラリーに取り組んでいました。 
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【北本市】市民安心安全フォーラム 

2 月 23 日、北本市において、「北

本市セーフコミュニティフォーラム

２０１４ 安全安心なまちを目指す

市民の集い」が開催されました。  

 市長のご挨拶の後、まず、ＪＩＳＣ

白石が北本市のＳＣの展望につ

いてお話ししました。その後には、

三遊亭享楽さんによる防災落語で

楽しく防災について学び、最後に日本で最初にＳＣに認

証された亀岡市の取組をけん引された井内邦典氏から認

証までの自治会でのご経験をお話いただき、「地域として

の取組み方」を学びました。 

三遊亭享楽さんの防災落語 井内氏のＳＣ認証までの経験談

参加者には、対策委員会のメンバーの方も多く、質疑

応答の際には、日ごろの活動において抱えている「どうや

って関心を持ってもらえるか」などの疑問などを質問して

おられました。 

 また、会場の外のロビ

ーには、パネルで、ＳＣ

の紹介や活動の進め方、

対策委員会の取組状

況などが紹介されてい

ました。 

【久留米】認証後のさらなる周知にむけて！ 

2 月 25 日、久留米市において、職員対象の研修会が開

催されました。１２月に日本で９番目、九州および中核都

市で初めてのＳＣ認証を受けた久留米市は、現在、ＳＣご

担当者が４６ある地域コミュニティを訪問し、地域レベルで

の周知と活動の促進を進めています。 

その一方 で、 職

員に対しても周知を

すすめるため、今回

は職員のみなさん

に再認証にむけた

ＳＣの進め方につい

てご説明しました。

職員の中には、これまで直接ＳＣに関係ないお立場の方、

ＳＣについてもよくご存じない方もいらっしゃいましたが、１

時間あまりの話を熱心に聞いてくださいました。 

その後には、ＳＣご担当者と５月

に韓国釜山市で開催予定の第７回

アジア地域ＳＣ会議での報告にむ

けて、オンライン抄録登録の方法と

抄録の内容について打ち合わせを

行いました。 

また、今回、久留米市役所の庁

舎内および周辺のＳＣの啓発の様

子をみせていただきました。 

 

【豊島区】ISS 活動さらなる拡充にむけて！ 

2月27日、豊島区朋有小学

校にお伺いしました。まず、

体育館で皆さんに挨拶をし

た後、新たに設置されたＩＳ

Ｓルームにおいて、セーフス

クール委員会をはじめ各委

員会の代表の６年生に１年間の活動のご報告をいただき

ました。その後、現時点での課題や今後の展望について

も教えていただき、ＩＳＳ活動がしっかりと根付いていると感

じました。 

 児童が自分たちでデータをもとに課題を把握し、対策を

講じている姿に

大人たちもがん

ばらないと！とパ

ワーをいただき

ました。 

その後、年末

に提出いただい

た年間活動レポートをもとに、取組の評価指標の設定の

仕方や評価の方法について話し合いました。ＩＳＳを継続

的な取組みにしていくためには、しっかりとした指標を設

定しておくことが大切ですので、前年に設定した指標を検

証し、場合によっては変更を加えています。今回は、時間

の都合で中断しましたが、今後も引き続き検討を続けてい

きます。 
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その後、庁舎に戻り、区長とお会いして韓国大会のご

説明をした後、教育長と面談し、その中で新たにＩＳＳに取

り組む富士見台小学校のお話をお伺いしました。 

 そのうえで、富士見台小学校にお伺いし、校長先生やＩ

ＳＳをご担当される先生方にご挨拶し、富士見台小学校

のご様子をご説明いただいたのちに、教職員みなさまにＩ

ＳＳの説明をしました。最初の説明の際には戸惑いや不

安がヒシヒシと伝わってくる場合が多いのですが、今回は、

その後の質疑応答の時間は活発で、次々と質問をいただ

きました。具体的な質問も多く、すでにある程度のビジョン

をもってくださっていると感じました。 

【甲賀市】災害安全対策委員会議論広がる 

2 月 28 日、甲賀市において災害安全対策委員会が開

催されました。今回は、前回の会議で決定した２つ重点課

題に対する取組の方向性を議論し、これらの方向性に基

づいた取組について様々なアイデアがだされました。次

回は、それらの中から課題対策に有効なものをチョイスし、

場合によって組み合わせていくことになるでしょう。 

 

 
 

ＪＩＳＣでは、ご依頼に応じて各自治体の対策委員会に出

席しています。委員のみなさんにＳ＋ＰＤＣＡのサイクルを

運営する能力を養っていただくため、「ここは軌道修正し

ておかないと！」という時以外は、極力口を出さないように

しています。事務局側としてはハラハラすることも多いかと

思いますが、少しずつでも委員の力で進んでいただくた

めにも、見守っていただきたいと思います。 

 

【お知らせ】 

ＪＩＳＣは、3 月 4 日～9 日の間、アメリカのＳＣ支援センタ

ーとＳＣ認証センターに視察に参ります。現地でのスケジ

ュールは比較的ハードなうえに時差の関係もあり、その

間の連絡は取れにくくなると思います。お忙しい時期とは

存じますが、ご理解のほどお願いいたします。 

 

【発行】一般社団法人 日本セーフコミュニティ推進機構 

※問い合わせは下記ヘッダーの連絡先まで 

【お知らせ】 

第７回アジア地域ＳＣ会議 

 
 

【テーマ】 

メトロポリタンレベルでのセーフコミュニティ活動 

 

【主な行程】 

2014 年 5 月 12 日 

（午前）：プレカンファレンス 

［テーマ］セーフコミュニティ活動の質管理 

 ※国ごとのワークショップの後、その結果 

を報告します。 

（午後）開会式、釜山市ＳＣ認証式典 

ウェルカムレセプション 

2014 年 5 月 13-15 日：本会議 

     ※14 日はオフィシャルディナー 

2014 年 5 月 15 日：閉会式、市内視察 

2014 年 16-17 日：トラベリングセミナー 
    ①高齢者安全 

    ②セーフスクール 

    ③地域安全 

    ④海の安全 

 

【この日をお忘れなく！】 

2014 年 3 月 31 日 抄録（オンライン）締切 

2014 年 4 月 7 日 査読結果通知 

2014 年 4 月 11 日 早期申込み割引適用期限 

 

申込み（オンライン） 

http://www.busan2014acsc.kr/english/03_registration/02

_registration.asp 

 

詳しくは、下記ウェブサイトへ 

http://www.busan2014acsc.kr/english/main/index_en.asp 

 

 
問い合わせ先 
2014 年第 7 回アジアＳＣ会議 実行委員会 
Tel : +82-51-711-0048  FAX : +82-51-747-7030 
E-mail: info@busan2014acsc.kr  

 


