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一人暮らし高齢者の見守り対策委員会

ストーリーの流れ1
予防対象 課題設定 対 策 効果確認

1 高齢者の転倒 身体機能低下
の防止

転倒予防運動プログラ
ム

参加者の身体能力の
変化を測定

住宅内の環境
改善

住宅改修助成 改修前と改修後にアン
ケートによりヒヤリハッ
ト経験

自宅における転倒リス
クの再確認プログラム

環境改善の実施率

2 高齢者の虐待 虐待の早期発
見

虐待に関する普及啓
発

区民意識調査により虐
待の認知度を検証

認知症の予防 認知症予防教室 参加者に対する認知機
能検査

認知症サポーター養
成講座

キャラバンメイト養成数

認知症介護者等支援
講座受講者数



一人暮らし高齢者の見守り対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント①2

・ 「転倒予防」 をテーマに学識者参加による学

習会の実施 （10月31日）
・元気ながさきの会（フィットネス・太極拳）
・介護予防運動プログラム（水中・筋力アップ）
・介護予防普及啓発事業

☆ 介護予防大作戦！inとしま2011 （10月27日）



一人暮らし高齢者の見守り対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント②3
・虐待対応

◎ 普及啓発

地 域 力

民生委員

ガスの検針員

乳酸飲料の配達員

新聞の配達員

高齢者クラブの会員

郵便の配達員

区民ひろばに登録し
ているボランティア

・見守りと支えあいネットワーク事業

◎ 認知症サポター養成講座



一人暮らし高齢者の見守り対策委員会

来年度の展開 (予算要求の内容)4

・普及啓発の促進
・見守りの強化

事業名 概 要 予算額

「安全・安心」啓発番組
制作

としまテレビとタイアップして安全・安心
に取り組んでいる事業及び地域での取
り組みについて15分～20分程度の番組
を制作し、放映する。

１，３００千円

広報特集号発行
高齢者の施策に関する広報（高齢者施
策特集号）を作成し、新聞折り込みによ
り配付する。

１，２８８千円

一人暮らし高齢者等ア
ウトリーチ事業

各高齢者総合相談センターに熱中症予
防担当を配置し、熱中症予防の啓発、
見守りのための個別訪問を実施する。

８，５００千円



障害者の安全対策委員会

ストーリーの流れ1

予防対象 課題設定 対策 効果確認

視覚障害者の外
出時のけが・事故

まちのバリアフリー

放置自転車対策

視覚障害者によ
るまち歩き調査後
のアンケート

点字ブロック等の
整備

情報バリアフリー 音声による道案内

こころのバリアフ
リー

障害者サポート
講座

区民意識調査
アンケート

Presenter
Presentation Notes
　予防対象は、視覚障害者の外出時のけが・事故です。　課題設定は、3点あります。まちのバリアフリーでは、歩道上の障害物や道路･施設のバリアフリーが不十分であること情報バリアフリーでは、外出時に必要な情報が不十分であることこころのバリアフリーでは、区民が、点字ブロック上の駐輪やはみ出し看板がバリアになることに気が付かないことです。　対策は、まちのバリアフリーでは、放置自転車対策・点字ブロック等の整備情報バリアフリーでは、音声による道案内こころのバリアフリーでは、障害者サポート講座です。　効果確認は、視覚障害者によるまち歩き調査後のアンケートと区民意識調査アンケートです。　　　　



障害者の安全対策委員会

障害者サポート講座からまち歩き調査へ2
障害者サポート講座

区民ひろばで開催

講師は視覚障害者

擬似体験学習

まち歩き調査・改善

こころのバリアフリー対策

まちのバリアフリー対策

Presenter
Presentation Notes
　アピールする対策は、障害者サポート講座です。区民ひろばで開催し、講師は視覚障害者です。先日、区民ひろば池袋で開催された講座には、区長さんにもご参加いただきました。　内容は、視覚障害者への理解を促進すると同時に、障害者へのちょっとしたサポート方法を知り、困っている障害者を見かけたときに気軽に声を掛けるサポーターを増やす目的です。実施した区民ひろばの運営協議会から「私たちにできることはありませんか」というお声をいただきました。　そこで、視覚障害者と区民ひろば運営協議会が地域のまち歩きをして、はみ出し看板や駐輪状況、点字ブロックの磨耗等を調査し、改善すべきところを地図にして、視覚障害者にとって歩きやすいまちを地域で協力して作っていただくものです。



障害者の安全対策委員会

音声による道案内サービスの普及3

携帯電話やパソコンを活用し、公共施設への道
案内をことばで伝える

音声による道案内

パチンコ屋が
閉店しました

近くにコーヒー店
が開店しました

地域からの情報により更新

カレー屋さんが
開店しました香り 音

Presenter
Presentation Notes
　音声による道案内サービスの普及…視覚障害者がガイドヘルパーなしでひとりで外出することを支援します　道案内データの保守更新に地域の方々が、まちの状況変化を報告するものです。　特に視覚障害者にとっては、香りや音が有力な情報になります。　そこで、コーヒー店やカレー屋、パチンコ店の開店情報などが有力な情報になります。　こうしたことを地域の方にご協力いただき、道案内データーを更新していきます。



障害者の安全対策委員会

来年度の展開（音声による道案内の充実）4

西武池袋線 椎名町駅

心身障害者福祉センター

点字ブロックにＩＣタグを埋設

視覚障害者外出支援事業
拡充事業 ２，０００千円（拡充分）

ＩＣタグ埋設 ＠２００千円×１０か所
特定財源：１／２

Presenter
Presentation Notes
　6月の事前審査で、審査委員の方々が、一番関心を示した音声による道案内対策の充実です。　点字ブロックにＩＣタグを埋設し、現在地をリアルタイムに得ることができます。　来年度は、リニューアルした西武池袋線椎名町駅から心身障害者福祉センターの間に点字ブロックにＩＣタグを埋設するよう予算を組んでいます。　ＩＣタグの埋設１つに２０万かかります。椎名町駅から心障センターまで１０か所に埋設する予定です。障害者背策推進区市町村包括補助金で１／２特財がつきます。



子どものけが・事故対策委員会

ストーリーの流れ1
予防対象 課題設定 対策 効果確認

1 家庭にいる
乳幼児のけ
が・事故

家庭での予防策の実
施率の向上

子ども事故予防セン
ターを活用した普及
啓発

・家庭での予防策の実施率

・子ども事故予防センター
の認知度、情報を得た保護
者の割合

身近に子育てについて
相談できる人がいる環
境づくり

地域の子育て支援
人材育成事業の実
施

・受講終了者のうち実際に
地域で子育てに関わってい
る人数

2 子ども施設
（保育園、放
課後施設）に
いる子どもの
けが・事故

自ら危険を回避する行
動がとれる子どもの増
加

子どもへの安全教育
の実施

・子どもの安全教育受講者
数
・施設職員の研修受講率

施設や設備の安全管
理の向上

予防的視点での点
検と修繕の実施

・施設の安全点検実施頻度
・職員の訓練受講率



本審査プレゼン アピールポイント①2
子どものけが・事故対策委員会

子ども事故予防センターを活用した普及啓発

母子手帳サイズのパンフレットを作成
「子ども事故予防センターに行ってみよう！」

区民ひろばなど、
5000部を配布予定

分かりやすい
メッセージの発信

Presenter
Presentation Notes
データ分析の成果。多様な環境の家庭において、自分の家庭環境に合わせた取組を実施してもらうため、モデルルームのある子ども事故予防センターをどんどん見学してほしいという対策。保護者の行動してほしいことを分かりやすく伝えるメッセージに特化したパンフレット。



一人暮らし高齢者の見守り対策委員会

地域の力で虐待の早期発見3

・虐待対応

◎ 普及啓発
地 域 力

民生委員

ガスの検針員

乳酸飲料の配達員

新聞の配達員

高齢者クラブの会員

郵便の配達員

区民ひろばに登録し
ているボランティア

・見守りと支えあいネットワーク事業

◎ 認知症サポター養成講座



来年度の展開4
●子ども事故予防センターを活用した普及啓発の徹底

「子ども事故予防センターに行ってみよう！」をキャッチフレーズに、乳児健診、
区民ひろば等の拠点を最大限に活用し、普及啓発を徹底する。

●子育て支援人材育成研修の充実（来年度以降順次実施）

地域の希望者に対し、研修を実施し、セーフコミュニティの主旨に合わせた情報
も体系的に提供する。

●日常保育の中に安全教育を導入（来年度以降順次実施）

独自の安全教育カリキュラムの作成も視野に、子どもや保護者向けに安全教育
を実施する。また、施設職員を対象に安全教育に関する教育力養成研修を実施。

●施設の定期点検を予防的視点で実施（来年度以降順次実施）
チェックリストの作成、職員に対し危険箇所や不具合を感知する訓練を実施する。

子どものけが・事故対策委員会

Presenter
Presentation Notes
新たに予算化するというより、今まで実施してきた対策をより、セーフコミュニティの視点、科学的視点に基づき改善、徹底していく



学校の安全対策委員会

ストーリーの流れ1
予防対象 課題設定 対策 効果確認

1 校内でのケガ 休み時間中のケ
ガの防止

ひやりマップの作成・
活用

・ひやりマップのデータ数

・ひやりマップの作成・活用
に参加した児童数

授業時間中のケ
ガの防止

安全カリキュラムの作
成

・安全に関する授業等の実
施数

・安全に関する授業の延べ
実施時間数

いじめの防止 心の教育の推進 ・ふれあい（いじめ防止）月
間による児童の意識調査
・いじめの解消率

2 交通事故によ
るケガ

自転車による交
通事故の防止

自転車安全教室の実
施

・「自転車運転免許証」の発
行
・ヘルメット着用率

地域の見守り活動 ・見守り活動での声かけの
実施数

子ども１１０番の取組 ・子ども110番の認知度



学校の安全対策委員会

アピールポイント① 地域の見守り活動2

保護者による見守り活動への取組

○これまでの取組
地理情報システムを使った児童の見守り活動を開始
・９月１日 専門家による講演会

（地域・保護者 約１１０名）
・９月２６日 保護者による勉強会①

（保護者 約３０名）
・１０月２６日 保護者による勉強会②

（保護者 約２０名）
・現在、地域の定点観察中

○今後の取組予定
・１月までに 保護者による勉強会③を実施
・交通事故発生箇所や児童のひやり

体験に基づいた、登校班の利用ルートの
見直しを実施



学校の安全対策委員会

アピールポイント② セーフスクール委員会3
児童による自主的な取組の実施

○セーフスクール委員会の活動
・児童発案によるアンケート調査
・セーフスクール集会での呼びかけ
・白石陽子先生を招いての勉強会

児童によるアンケート調査より

たくさん走って

しまった, 13%

ときどき走って

しまった, 67%

走っていない, 
20%

廊下や教室を走ってしまいましたか



学校の安全対策委員会

来年度の展開4
○ヘルメット着用率向上に向けた

地域・保護者の取組充実
① 新入学児童の保護者に対するヘルメット着用の

呼びかけ
② 自転車安全教室の内容見直し
③ ヘルメットの展示会の実施
④ ヘルメットの初期購入補助制度の導入検討

○校庭の改修工事
① 校庭改修による運動環境の整備



児童虐待の防止対策委員会

ストーリーの流れ1
予防対象 課題設定 対策 効果確認

児童虐待

・児童虐待の予防、
早期発見・早期対応

・児童虐待について
の関係機関・区民の
理解の促進

・虐待防止ネット
ワークによる見守り

・関係機関や区民に
対する講習会の実
施

・ネットワークで検
討した事例の数

・児童虐待に関する
理解度

・育児への不安や
負担の軽減
（子育て支援施策

の充実）

・子育て訪問相談

事業・こんにちは赤
ちゃん事業の拡充

・親の子育て力向上
支援の実施

・子育て不安や
負担感の意識

・養育困難などの要
支援者の発見件数

・子育て方法などの
理解度



児童虐待の防止対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント①2

「１歳のバースデイ訪問相談
（絵本プレゼント付き）」を開始

○訪問相談員が、１歳の
誕生日にあわせて家庭
を訪問し、絵本を
プレゼント

○子育ての相談に乗り、
アドバイスも実施

201１年４月から「子育て訪問相談事業」を拡充



児童虐待の防止対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント②3

虐待防止に係る「アドバイザー」を招へい

201１年１１月から「虐待防止ネットワーク」を強化

「東京都児童相談
センター」ＯＢを
アドバイザー
として招へい

○困難ケースへの
的確な対応

○職員向け「教則本」
の新規作成

○関係機関向け
マニュアルの改訂



児童虐待の防止対策委員会

来年度の展開 (予算要求の内容)4

○虐待防止ネットワークの強化
（児童相談センターＯＢの招へい）
⇒平成２４年度から、週１回→週２回に拡充

【予算額（拡充分）】２，５００千円

○ ［80周年記念対策事業］
「児童虐待防止シンポジウム」の開催
⇒平成２４年度の児童虐待防止月間（１１月）に、

児童虐待に関する研究者、行政機関職員等に
よるシンポジウムを開催
【予算額（新規分）】１，２００千円



ＤＶ対策委員会

ストーリーの流れ1

予防対象 課題設定 対策 効果確認

１ 配偶者等へパー
トナーへの暴力

DVの相談窓口の周
知

DV相談機関の周知 相談件数（男女平等推進
センター相談受理件数）

DVへの理解促進 DV・デートDV予防啓
発講座等の実施

事業実施後のアンケート
で意識の変化を確認

DV発生の背景にある

「性別に起因する差
別意識」の解消

男女共同参画啓発
講座の実施

事業実施後のアンケート
で意識の変化を確認

職務関係者の理解
促進

区役所DV相談窓口とそ

れ以外の機関との円滑で
的確な連携
（連携が図られた件数）



ＤＶ対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント①2

◎若年層に対する予防啓発
・職務関係者研修…DV・デートDVについて

・デートDV座談会、若者向け講座
実施、成人式でのキャンペーン、
区内高校等への出前講座

・区立中学校
デートDV予防
啓発講座
(H24新規事業)



ＤＶ対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント②3

◎DVに対する理解促進、性別に起因する差別
意識の解消
・DVに関心のない層へのアプローチ
（コンサート、映画、啓発グッズ等を利用したプロ

モーション）
・男女共同参画啓発講座



ＤＶ対策委員会

来年度の展開 (予算要求の内容)4
◎広報としま特集号による、豊島区配偶者等暴力防

止基本計画の周知（964千円）

◎区立中学校デートDV予防啓発講座
（@40千円×8校=320千円）

◎専門相談（DV）の拡充
（夜間相談を新設：276千円）

◎DV・デートDV啓発講座及び職務関係者研修経費
（82千円）

計 1,642千円



自殺・うつ病の予防対策委員会

ストーリーの流れ1

予防対象 課題設定 対策 効果確認

１ 全国的にも、豊島
区でも多い、中年
層を主とする自殺

多様な問題を抱えた人
が相談できるところ（人）
が必要であり、各相談
窓口が連携し、問題の
連鎖を防ぐ

相談窓口の周知・連
携

ゲートキーパーの養
成
うつ病の受診支援

•窓口相談件数

•ゲートキーパー講座
受講者意識

•精神科治療開始件数

２ 豊島区で特徴的な
若年層の自殺

若年層が非常に多い自
殺未遂者が自殺行為を
繰り返し、既遂に至るこ
とを防ぐ

若者のこころの健康
づくり
自殺未遂者支援

•意識的にストレスを
解消する人の割合

•自殺未遂者支援対
象者件数



自殺・うつ病の予防対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント①2

＜20歳代・30歳代を対象とした普及啓発＞

コンビニエンスストアでのポスター掲示と
メッセージカードの配布



自殺・うつ病の予防対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント②3

自殺未遂者支援地域体制整備



自殺・うつ病の予防対策委員会

来年度の展開 (予算要求の内容)4

１．「豊島区相談窓口職員向け自殺予防対応マ
ニュアル」の作成・配布

２．地域医療関係者向け自殺予防対策情報発信
３．未治療者を精神科医療につなげるアウトリー

チ事業の活用
４．若者支援事業等ＮＰＯとの連携

※新規拡充「自殺・うつ病予防事業」1,740千円
（地域自殺対策緊急強化基金10／10）



自転車利用の安全対策委員会

ストーリーの流れ1

予防対象 課題設定 対策 効果確認

１ 子どもと高齢者
のけが・事故

交通環境の向上 標識や路面表示等
の新設・改修

新設・改修前後の
定点観測

自転車のルール・マ
ナー、交通安全意識
の向上

路上啓発活動や交
通安全教室の実施

チラシ等の配布枚
数、教室終了時の
満足度アンケート

子ども用ヘルメット
の普及啓発

保育園や小学校で
のヘルメット着用率
調査

住民の事故防止意
識の醸成と危険箇所
の把握

交通安全ワーク
ショップの実施とマッ
プの作成

ワークショップの実
施回数や地域への
地図配布部数



自転車利用の安全対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント①2
・実施している特徴的な予防対策

・６月事前審査以降の新たな連携

スタントマンによる中学校の
「スケアード・ストレイト」授業

区民ひろばを拠点とした
「高齢者交通安全教室」

北池袋モデル地域での
交通安全ワークショップ



自転車利用の対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント②3
※強化すべき対策

①13歳未満の子どもの自転車用
ヘルメットの普及啓発

・・・保護者の責務であることが十分に知られていない。
・・・実際の着用率も低い。
・・・転倒などの事故から子どもを守る必要がある。

②自転車利用者への街頭啓発活
動の強化

・・・自転車利用者への事故防止の呼びかけ
・・・ルール・マナーの周知の徹底



自転車利用の安全対策委員会

来年度の展開 (予算要求の内容)4

※施策の推進のため以下の新規・拡充事業を提案
①自転車ヘルメット普及啓発事業（５，０００千円）

…区内在住の1歳以上13歳未満の幼児・児童を
持つ保護者が区内の指定販売店でヘルメット
を購入した場合の助成制度等を導入。

②自転車安全啓発の巡回指導員の配置を強化
（３，２８０千円）

…現在、池袋駅周辺エリアで週3回行っている
巡回指導員による啓発活動を、地域および
日数を拡大し充実を図る。



繁華街の安全対策委員会

ストーリーの流れ1

予防対象 課題設定 対策 効果確認

１ 犯罪によるけが 犯罪が起きない街づ
くり

犯罪によるけが防止
を目的とした防犯カ
メラ設置普及

暴行・傷害等の街
頭犯罪件数

環境浄化パトロール
活動

客引き・路上スカウ
ト撲滅対策

来街者に対するア
ンケート調査(１箇
月ごと)

落書き防止対策

ポイ捨てガム取り対
策



繁華街の安全対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント①２

１ 客引き・路上スカウト撲滅に向けた条例改正
○ 禁止行為

・ 客引き及び客引きをするための客待ち行為
・ 路上スカウト行為及びスカウト行為を行うための目的で、うろつき、たた

ずみ又はたむろする行為

○ 地元有害環境浄化団体への指導権限の委託(全国初)

２ 暴力団排除条例の制定
○ 繁華街を抱える豊島区は、暴力団が増加傾向にある。
○ 社会対暴力団の構図の下、草の根的な暴力団排除活

動の展開

３ 施行年月日
平成２４年４月１日



繁華街の安全対策委員会

落書き防止等を目的とした有害環境浄化
～ 池袋北口路上美術館開館 ～
○ 目的

風俗街・ラブホテル・暴力団事務所で、
陰湿な場所である北口沿線沿いを豊島区
の観光写真３６点を掲載するなど、観光ス
ポット化を図るものである。

○ 日時 平成２３年１１月２３日

本審査プレ
ゼン ア
ピールポイ

３

完成イメージ



繁華街の安全対策委員会

来年度の展開 (予算要求の内容)4
○ 平成２４年度拡充事業

① 地域見守り活動に伴う防犯カメラ補助事業
予算 15,000千円

・ 町会、商店会等が連携したパトロール活動を行うことを条件として、
街頭防犯カメラ等の防犯設備の助成を行うもの。

② 青色防犯パトロール車の増車
予算 13,000千円

・ 早朝から昼間帯にかけて、強盗・ひったくりなどの街頭犯罪が増加
傾向にある早朝から昼間帯(午前７時３０分から午後３時３０分までの
間)を重点配備

③ 繁華街対策事業及び豊島区暴力団排除条例普及啓発事業
予算 2,120千円

・ 客引き撲滅を目的とした豊島区生活安全条例の改正の普及啓発活動
・ 豊島区暴力団排除条例の制定に伴う普及啓発活動



地震災害防止対策委員会（ハード整備）

ストーリーの流れ1

予防対象 課題設定 対策 効果確認

死者・負傷者
の軽減

木造密集市街地
の改善

居住環境総合整備事業

（建替え助成、道路・広場の買
収・整備等）

不燃領域率

旧耐震基準
の建築物

老朽塀の改善

旧耐震基準の建物の耐震
診断・耐震改修助成
老朽塀の撤去費用等助成

建築物：耐震化率
塀 ：改善率

幅4m未満の道路
の拡幅整備

狭あい道路整備事業
区施工による後退工事

（大企業等を除く）、既存の塀等
の撤去に対する助成、登記手続
きなどの代行等

狭あい道路整備率



地震災害防止対策委員会

本審査プレゼン アピールポイント①2
・６月事前審査以降の調査、学習、改善、新たな連携
⇒ 東日本大震災を踏まえてハード＆ソフトの展開を整理
⇒ 東池袋地区の防災まちづくりでの取組みの紹介
⇒ 被災地との連携による防災イベント

・実施している特徴的な予防対策
⇒ 出前講座などによる普及啓発（耐震、都市復興など）
⇒ 老朽塀の改善費用の助成の個別案内。
⇒ 緊急輸送道路沿道建物の耐震診断の無料化。



地震災害の防止対策委員会

来年度の展開 (新規拡充予算要求の内容)3

震災復興まちづくり模擬訓練

住環境整備ﾓﾃﾞﾙ団体支援

木造建築物耐震診断助成

民間住宅耐震改修助成

ブロック塀等の改善工事費助成

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震助成

区民ひろばを活用した対策や制度等の普及啓発





地震災害の防止対策委員会（地域防災力の向上）

ストーリーの流れ1
予防対象 課題設定 対策 効果確認

１ 地震による直接
的な死傷事故の
防止

居室内の安全化 家具類の転倒防止
の推進

転倒防止の実施率
（アンケート）

初期消火力の向上 初動対応訓練及び
資器材の充実

訓練回数

２ 地震に伴う避難
時における死傷
事故の防止

高齢者等の避難支
援体制の整備

高齢者等の情報を
地域で共有する仕
組みづくり

見守り・支援されて
いる高齢者の割合

帰宅困難者の一斉
帰宅の抑制

行動ルールの普及・
啓発

災害時の死傷事故
の統計

池袋駅周辺の混乱
防止

池袋駅周辺混乱防
止対策の推進



地震災害の防止対策委員会（地域防災力の向上）

本審査プレゼン アピールポイント①2

Ｈ２３年度実績 ４～５月 ７２世帯

６～９月 ２４８世帯

●家具転倒防止設置事業
Ｈ２３年度 ４～５月、シルバー人材センター独自事業

６月、減災対策事業（補正予算）をシルバー人材センターに委託

●簡易水道消火装置の設置
Ｈ２３年度 補正予算で火災危険度の高い地域にモデル設置



地震災害の防止対策委員会（地域防災力の向上）

本審査プレゼン アピールポイント②3
●池袋駅周辺混乱防止対策計画の策定

ポイント１ 区のリーダーシップ
→ 駅への職員派遣
→ 区の判断、指示

ポイント２ 備蓄、一時待機施設
→ 区が帰宅困難者用備蓄、協議会は備蓄場所の提供
→ 区が受入れ要請、協議会は一時待機施設の提供

ポイント３ 情報
→ 新たな情報連絡手段の確保
→ 現地連絡調整所・東西情報提供ステーションの具体的整備

＜補正予算＞
・帰宅困難者用飲料水の備蓄
・現地連絡調整所等の資器材
・防災情報基盤整備の調査

Ｈ２３．１１ 通信訓練

Ｈ２４．２ 広域訓練（都合同）



地震災害の防止対策委員会（地域防災力の向上）

来年度の展開 (予算要求の内容)4

●帰宅困難者用備蓄
Ｈ２４年度～２５年度 ５００ｍｌペットボトル２万本ずつ
（備蓄目標：Ｈ２３年度補正分と合わせて６万本（買い物客等））

●簡易水道消火装置
Ｈ２４年度～２７年度 ２０基ずつ
（目標：Ｈ２３年度補正分と合わせて５年間で火災危険度４・５に配備終了）

●地域防災組織への助成（拡充）
Ｈ２４年度 １組織５万円上限（２５年度以降は３万円）
（消火器以外の防災資器材購入にも適用範囲を拡大し、支援を拡充）

●災害情報システム等
Ｈ２４年度 調査、Ｈ２５年度設計、Ｈ２６年度導入
（新庁舎に導入するシステムの調査研究。（り災証明システムなども）

●帰宅困難者対策
池袋駅周辺混乱防止対策訓練の実施
（池袋駅周辺混乱防止対策計画を踏まえた大規模訓練を実施）
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