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事業 1 国内初開催！世界に“安全・安心創造都市”をアピール 

アジア地域セーフコミュニティ会議及び認証式実施経費(新規) 

セーフコミュニティ・サミット開催経費(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  18,000 千円(国際会議及び認証式)、4,000 千円(サミット) 

注目ポイント！ 

日本で初めて開催されるアジア地域セーフコミュニティ会議を、区制施行 80周年のメイ

ン事業として開催します。世界が日本の震災対策に注目する中、セーフコミュニティの創

始者レイフ・スヴァンストローム氏(スウェーデン)をはじめ、国内外の研究者が集う国際会議

の場で、都市型セーフコミュニティモデルを豊島区から発信します。 

また、国内での認証取得の取り組みが広がるなか、「安全・安心まちづくり」をテーマとし

てセーフコミュニティ・サミットを開催します。 

背景・目的 

豊島区は、地域社会全体で「安全・安心まちづくり」に取り組む持続的な仕組みを築くため、Ｈ22

年 2 月に WHO(世界保健機関)協働センターが推進するセーフコミュニティの認証取得を宣言しまし

た。科学的な分析に基づき、地域の多様な区民・団体と活動を展開し、昨年 6 月の事前審査に続き、

2 月の本審査を経て、Ｈ24 年度の認証取得(国内 4 番目、都内初)をめざしています。 

事業概要・スケジュール 

① 第 6 回アジア地域セーフコミュニティ会議の開催    

■開催日程：11 月 28 日～30 日  

■会場：東京芸術劇場、サンシャインシティコンファレンスルーム 

■プログラム：1 日目…開会式、基調講演、認証式 2～3 日目…分科会、セミナー、交流会 

■参加予定者：300 名(海外 100 名、国内 200 名) 

② セーフコミュニティ・サミットの開催 参加自治体：約 10 都市(予定) 

 

問い合わせ  セーフコミュニティ推進室長 

昨年 9 月にスウェーデンで行われた国際会議 
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事業 2 児童・教職員・PTA・地域が力を合わせた｢安全な学校｣づくり 

インターナショナルセーフスクールの認証取得事業(拡充) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  5,935 千円 

注目ポイント！ 

高密都市に立地する小学校ならではの安全課題の解決に、学校と地域が連携。WHO

協働センターのセーフコミュニティ認証に合わせ、国内 3 番目、都内では初となるセーフス

クール認証取得を目指します。 

背景・目的 

区立朋有小学校は、サンシャインシティに隣接する高密地域に立地し、区内で 2 番目に児童数が多

く学区域も広いことから、ケガや事故が発生する危険性が高い環境にあります。こうした課題を解決

するため、区の WHO 協働センターのセーフコミュニティ認証取得に合わせ、インターナショナルセ

ーフスクールの認証に挑戦しています。 

校内でのケガや事故の科学的統計分析に基づき、児童主体の委員会活動や保護者・地域の方々によ

る見守り体制の構築など、学校と地域が連携した取り組みを進めています。 

事業概要 

① インターナショナルセーフスクールの認証取得および認証式の開催 

② 自転車の安全教育 

自転車安全教室の開催、自転車運転免許証の発行 

子ども用ヘルメット購入助成(3,000 円×朋有小学校全児童)、着用普及啓発 

 

 

 

 

問い合わせ  教育指導課長 

セーフスクール認証取得に向けた児童集会 

 

児童が作成した、校内の「けがのヒヤリマップ」 
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事業 3 地域の“ひろば”から広がる“きずな”プロジェクト 

地域のきずな推進プロジェクト(新規) 

高齢者の転倒予防「安全・安心クラブ」事業(新規) ほか 

 

 

 

 

 

事業費  4,486 千円 

3,600 千円(地域のきずな推進プロジェクト) 

199 千円(高齢者の転倒予防) 

687 千円(世代間交流囲碁・将棋大会) 

注目ポイント！ 

安全・安心な地域社会の基盤は「地域のきずな」！ 「地域区民ひろば＝セーフコミュニ

ティ・ステーション」から、世代を越えた交流事業の展開で「地域のきずな」を広げます。 

背景・目的 

セーフコミュニティを実現するための安全・安心まちづくりの原点は、地域の中の“人のつながり・

絆”です。H7 年の阪神・淡路大震災でも、昨年の東日本大震災でも、「地域の共助」が復興の原動力

となっています。 

豊島区では、世代を越えた地域交流の場として、小学校区単位に「地域区民ひろば」を整備し、地

域の方々で組織する運営協議会による自主運営化を進めています。この区民ひろばを安全・安心のセ

ーフコミュニティ・ステーションと位置づけ、地域の「きずな」を広げるための様々な企画事業を展

開します。 

また、「転倒」は、高齢者の不慮の事故による死亡原因の第 1 位になっています。家庭内での転倒

を予防するためのポイントを啓発し、日常の安全を高めます。 

事業概要 

① 地域のきずな推進プロジェクト／地域活性化事業補助金(交流コンサート、地域見守りグッズ等)、

記憶の遺産事業(地域の高齢者に子どもがインタビューを行う)、地域活動フェスタ(運営協議

会・ＮＰＯ等の活動紹介見本市) 

② 高齢者の転倒予防／講座、啓発パンフレットの作成 

③ 世代間交流囲碁・将棋大会／大会およびプロ棋士による教室の開催 

             高齢者による囲碁・将棋指導 

 

 

問い合わせ  地域区民ひろば課長 
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事業 4 「地域の力」で暴力団、悪質な客引き行為をシャットアウト！  

豊島区暴力団排除条例制定等普及啓発事業（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費  3,566 千円 

注目ポイント！ 

全国初の「虚偽の養子縁組を禁止する規定」等を盛り込んだ、「豊島区暴力団排除条

例」と、悪質な客引き・路上スカウト行為等に対する規制を強化する、改正「豊島区生活

安全条例」の 2 条例の 4 月 1 日施行を契機に、地域・警察・区の連携による繁華街の安

全対策を強力に推進します。 

背景・目的 

区内暴力団員数は都全体の約 1 割を占めています。また、区内住戸の約 8 割を占める共同住宅は、

暴力団の資金獲得活動の温床になる危険性をはらんでいます。さらに、地域団体の草の根的なパトロ

ール活動や街のイメージアップを図る駅前広場の整備にも関わらず、悪質な客引き・スカウト行為は

後を絶たず、来街者に不安・不快感を与えています。 

こうした課題を解決するため、セーフコミュニティの活動テーマに「繁華街の安全対策」を掲げ対

策を検討してきました。その検討内容を反映した 2 条例の施行を契機に、暴力団根絶に向けた気運を

高めるとともに、客引き・路上スカウト行為等の撲滅に向け、環境浄化団体等に必要な支援を行うな

どして、区民・事業者・警察等の連携による取り組みの強化を図ります。 

事業概要・スケジュール 

① 繁華街地区における客引き等の撲滅に係る環境浄化設備等の設置、ポスター・チラシ等の作成・

配布による普及啓発活動 

② 暴力団追放区民大会の開催(Ｈ24 年秋頃) 

 

 

問い合わせ  治安対策担当課長 

池袋駅西口 有害環境浄化パトロール 

 

暴力団追放豊島区民決起大会パレードでの一日池袋

警察署長／大和田伸也氏（中）と豊島区長（右） 
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事業 5 子どもの自転車ヘルメット着用率向上作戦！ 

自転車ヘルメット普及啓発事業（新規） 

 

 

 

 

 

 

事業費  5,000 千円 

注目ポイント！ 

区内在住、在園、在学の13歳未満の幼児・児童が使用する自転車ヘルメットを購入す

る際、2,000 円を補助します。 

背景・目的 

豊島区の交通事故のうち、自転車が関係する事故は全体の半数近くを占めています(H22 年警視庁

交通部「東京の交通事故」より)。その中でも、子どもは自転車乗車中の受傷割合が高い傾向にありま

すが、アンケートによると区内小学生の半数近くがヘルメットを持っていないことがわかりました。

また、H20 年の道路交通法改正により、13 歳未満の子どもが自転車に乗る場合はヘルメットを着用

させることが保護者の努力義務となりましたが、認知度は 4 割ほどでした(H22 年区立駐輪場利用者

アンケートより)。 

こうした現状と課題を踏まえ、豊島区では「自転車利用の安全」をセーフコミュニティの取り組み

テーマのひとつに掲げています。ヘルメットの着用率を上げ、自転車でのケガを未然に防ぎ、安全・

安心まちづくりを推進します。 

事業概要 

① 子ども用ヘルメット(SG マーク付き)の購入補助(2,000 円×2,000 人) 

・自転車商組合豊島支部と協定締結 

指定店において補助額との差額(市価 3,000 円程度～)を支払い購入 

・補助件数：2,000 人は区内対象年齢人口の約 19,000 人の 1 割をカバー 

来年度以降も継続して実施し、順次着用率の向上を図っていく 

② 親子自転車安全利用教室のモデル事業実施 

・概ね 2～5 歳の幼児と保護者を対象に実施 

・年間 3 回程度 概ね 100 組 

・受講後、保護者には「自転車安全運転証」および子ども用ヘルメット購入割引券(3,000 円分)

を発行 

 

問い合わせ   交通対策課長 

 

SG マーク付き子ども用ヘルメット 
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事業 6 配偶者等パートナーへの暴力を許さない社会に！ 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）及びデートＤＶ防止対策事業（新規） 

豊島区男女平等推進センター開設 20 周年事業（新規） 

 

 

 

 

 

事業費  1,641 千円(ＤＶ及びデートＤＶ防止対策) 

4,350 千円(センター開設 20 周年) 

注目ポイント！ 

自治体の取り組みとしては先駆的な「医療従事者への DV 被害者対応状況調査」を受

けての医療機関連携や、中学校での「デート DV 防止」授業の実施など、若年層から高齢

者まで幅広い世代の意識啓発を図り、DV に対する理解を広げます。 

背景・目的 

H20 年度内閣府調査によれば、結婚したことのある女性の 3 人に 1 人が DV の被害を受けたこと

があり、豊島区男女平等推進センター(エポック 10)の DV 相談件数も、H18～22 年の 5 年間で約

4.2 倍と年々増加しています。一方、H21 年に実施した住民意識調査では、DV を受けても相談しな

かったとする人が約 6 割にのぼっており、身近な問題でありながら潜在化しやすい深刻な状況が見ら

れます。 

また、豊島区が全国に先駆けて行なった、医療従事者を対象とした DV 被害の現状や被害対応の実

態調査では、多くの医療機関でポスター・パンフレットなどの DV に関する広報がされていない、被

害者は DV を受けているという認識がなく意識改革が必要、などの課題が浮き彫りになりました。 

これらを受け、豊島区は、昨年 12 月に策定した「第 3 次豊島区男女共同参画推進行動計画」(Ｈ

24 年 4 月施行)の中に「豊島区配偶者等暴力防止基本計画」を合わせて盛り込み、医療機関との連携

なども視野に入れた施策展開を図っていきます。特に、デートＤＶなど被害が若年層にも広がってい

ることもあり、学校等へのデート DV 予防教室を実施します。 

また、Ｈ24 年度は同センター設立 20 周年の節目にあたることから、改めて男女共同参画社会の

実現に向けた啓発活動を展開します。 

事業概要 

① DV 啓発パンフレットの作成・配布、啓発講座、専門相談事業の拡充 

② 著名人によるトーク＆ライブ等エポック 10 開設 20 周年記念事業の開催 

③ 「女性の視点による防災・復興対策検討委員会」の設置 

 

問い合わせ  男女平等推進センター所長 
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