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【JISC】アメリカの SC 活動を視察 

3 月 4 日から 7 日にかけて、

JISC はアメリカのシカゴにある

ナショナルセーフティカウンシ

ル（NSC）に設置されているアメ

リ カ SC 支 援 セ ン タ ー (Safe 

Communities America)および２

つのコミュニティを訪問しました。 

今回の目的は、日ごろから交流のあるアジアの支援セン

ターだけでなく、それ以外の支援センターの支援状況やそ

の地域のコミュニティの取組みの状況について情報を得る

ためでした。 

比較的時間の融通がきく 3 月のはじめに視察を実施する

べく、急きょアメリカの SC 支援センターと調整を行いました。

急な依頼にもかかわらず、SC 支援センターの代表であるド

ナ・ステイン・ハリスさんが、こころよく調整くださいました。そ

のおかげで、広大なアメリカにもかかわらず、たった 3 日間

の間に２つもコミュニティを訪れることができました。今回、

アメリカの支援センターと、それぞれの支援の様子につい

て情報交換することができましたので、今後のご支援にも反

映してきたいと思います。 

視察内容の詳しくは、レポートをご参照ください。 

【北本市中丸小】関係者に ISS について説明 

3 月 12 日午後、北本市

中 丸 小 学 校 に お い て 、

PTA や地域の方たち、教

職員の ISS ご担当を対象

に ISS についてご説明しま

した。初めて ISS についてお話を聞く方もおられるとのこと

でしたので、一度にすべてをお話しても頭がいっぱいにな

りますし、まずは「なにが課題なのかをみつけること」、「協

働の仕組みをつくること」そして「今までの安全の取組を活

用すること」をお伝えしま

した。 

その後、教育委員会

からは現在市内小学校

で一斉に始めている外

傷データ収集の集計結

果について速報と、ISC 担当からは交通安全などのセーフ

コミュニティの対策委員会との連携の状況について紹介が

ありました。 

【北本市】SC 活動着実に推進 
3 月 12 日午後、JR 北本駅まえで実施した自殺予防キャ

ンペーンを見せていただきました。自殺対策委員会のみな

さんが順番に拡声器で呼びかけ、ティッシュやマスクが入っ

たミニクリアファイルを

配布しました。途中、埼

玉県のマスコットの「コ

バトン」や北本市のマス

コット「とまちゃん」も駆

けつけると、子ども連れ

や学生などの若い層も

立ち止まり、予定より早く準備していたティッシュ(1000 個)を

配布することができました。北本市の自殺対策委員会は、

委員さんが自作のチラシ案を用意されたり、委員長である

JR 駅長が「駅に配布用にあるティッシュを一緒に配ると受け

取 っ て も ら え る の で

は？」とご提案くださる

など、みなさんの積極

的な姿勢がみられ、心

強いかぎりです。 

続いて、SC ご担当

者から、他の対策委員

会の取組についてご報告をいただきました。交通安全対策

委員会では、委員さんたちでアンケート調査を作成・実施

するだけでなく、データ入力まで分担されたそうです。また、

高齢者の安全対策委員会では、大学の学部ゼミとタイアッ

プしてヒアリング調査を実施し、その結果をもとに転倒予防

パンフレットを作成しています。 

北本市は、対策委員会での議論にしっかりと時間をかけ

てこられました。当初は、事務局

が心配されて「事務局案」を作成

されていたので、それを出さず

に再度検討いただいたこともあり

ます。当時、SC ご担当、各対策

委員会事務局担当の方たちは、

ひやひやされていたかと思いま

すが、このところの活動の進捗

状況は目を見張るものがあります。他の自治体のご担当者

のなかには、「思うように進まない・・・」と心配されているとこ

ろもあるかもしれませんが、近道を探すのではなく、まずは、

足元をしっかりと踏み固めてください。 
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【豊島区朋有小学校】台湾の ISS 視察 

3 月 13 日、14 日と

豊島区朋有小学校

の田淵貢造校長はじ

め 4 人の先生方が、

台湾と日本の SC 支

援センターの調整の

もと超ハードスケジュ

ールで台湾の２つの小学校を視察しました。 

13 日の早朝に日本を出発し、お昼前には現地に到着。

市内で時間調整の後、さっそく台北市内の静心小中学校

を訪問しました。入口では、日本語が話せる児童 4 人と写

真撮影担当 2 人の児童が出迎えてくれました。 

まずは、パワーポイントを使って ISS 活動の概要につい

て説明を受けたのち、日本語が話せる児童が中心となっ

て学校内を案内してくれました。あちこちに安全教育の設

備や教材が設置されており、

子どもたちが安全について

学ぶ環境が整備されていま

す。子どもたちは、自分たち

の言葉で安全に関する取組

を説明してくれる様子をみる

と、日ごろの安全教育が身についていると感じました。 

2 日目（14 日）には、新竹市東区にある陽光小学校を

訪問しました。新竹市

東区は、昨年 11 月に

SC に認証された都市

で、JISC の白石が審

査員を務めました。そ

の現地審査のなかで

もこの陽光小学校で

の取組が地域活動と

ともに紹介されました。前日が私立学校で、財源も豊富な

なかで取組んでいる一方で、こちらは公立のどこでもみら

れる環境の中で安全のための取組を展開しています。と

はいえ、自然光がふんだんに入り、あちこちにベンチが置

かれている校舎、滑り台の出入り口、芝生の丘やツリーハ

ウスがある校庭、絵の具セットをイメージした校門と入口の

ベンチなど日本とは

異なる環境でしたが、

子どもが学校に来る

のが楽しくなるような、

また想像力をはぐくむ

工夫がみられました。 

 
 

【松阪市】職員研修で SC について講演 

3 月 17 日、市長、

副市長、部長から課

長補佐級の職員約

100 人を対象に開催

される「安全・安心の

まちづくりに関するト

ップマネジメント研修」

において、「セーフコ

ミュニティ」における行政の役割～行政がすること・しない

こと～」というテーマでお話をさせていただきました。昨年

度は、厚木市の倉持さんが厚木市における具体的な取

組み事例をご紹介されたということでしたので、今回は、

その基盤となる「理念」と「方法論」についてお話させてい

ただきました。 

市長からは、もともと地域住民が活発的で住民主体に

よる活動も様々展開されているとお話をお伺いしておりま

したので、セーフコミュニティは、そのような活動を最大限

に活かし行政の施策と連携させることで、より効果的・効

率的にまちづくりを展開するため

の「ツール」であるという視点から

ご説明さしあげました 

来年度からは、行政の組織体

制も変えられるとのことで、さらに

地域の活動と行政政策が連動す

る形での展開が期待されます。 

 

【厚木市】対策委員会の取組を報告 

3 月 18 日、厚木市において各対策委員会及び外傷サ

ーベイランス委員会による報告会が行われました。対策

委員会事務局がこれまでの活動を報告し、それに対して、

厚木市の SC について全面的にご支援している石附氏、

研究者というお立場から、サーベイランス等を中心にご支

援導されている渡辺氏と JISC 白石が報告をきかせていた

だきました。再認証は 2015 年（再来年）度の予定ですが、

中間地点での検証の機会をいただくことで、SC 活動を担

う行政の事務局ご担当者、プログラムを実践される方たち

の不安やずれの有無を確認し、軌道修正につなげるよい

機会となりました。 

報告が終わった後は、関係者のみなさんの懇親会があ

り、報告の後の質疑応答などの際には厳しいやり取りをさ

れていた方たちも互い

に和やかに会話を楽し

み、今後に向けて気持

ちを一つにされていま

した。 

開会に際し、市長が挨拶
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【十和田市】推進懇談会・担当者打ち合わせ 

3 月 19 日、十和田

市において、今年度

最後の推進懇談会

が開催され、８つの

対策部会のうち 4 つ

の対策部会の進捗

状況と評価計画および現段階の取組の成果が報告され

ました。十和田は、日本で一番北に位置し、気候や地理

的に他のコミュニティと違う側面が多いため、重点課題が

同じであっても、その対策は異なる点も少なくありません。

そのような点をしっかりとらえつつ、十和田の強みである

地域の力を生かしていく方向で進めておられました。 

会議の後は、夕刻まで時間いっぱい、そして次の日の

朝の出発時間まで、SC ご担当者と活動の進め方、体制

の整え方、評価指標の設定方法、5 月に控えている専門

家による視察を受ける際の報告内容など多岐にわたって

協議を重ねました。 

【北本市宮内中学校】生徒と SC 座談会 

3 月 20 日、十和田

から北本市に移動し、

ISS 活動を進めてい

る宮内中学校にお

いて、生徒会および

校長先生はじめ教

職員、教育委員会、

協働推進課が出席して研修会が行われました。当初、

JISC から ISS について説明するつもりでしたが、生徒が事

前に質問を用意していたので、急きょ質疑応答スタイルに

変更し、生徒からの質問に答えるなかで ISS の基本や進

め方について説明をしました。  

その後、教育委員会から外傷データの分析結果の説

明、協働推進課から SC 交通安全対策委員会と協働で行

った中学生対象のア

ンケート結果の報告が

ありました。 

第一部が終わると、

先生方は退席し、車

座に座ってざっくばら

んにこれからの取組方について話し合いました。まだ、根

拠に基づいた議論になってはいませんが、教室でのケガ

から学校に来たがらない生徒への対応などについて活発

に意見を交わしていました。 
 

【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_registrat

ion.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  

 


