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　豊島区は、先人から引き継いだ誇るべき歴史と文化資源を持ち、明日への活力
を生み出し続ける私たちの故郷です。
　13.01 平方キロに 27 万人が暮らす豊島区は、多様な人々の交流と躍動が新た
な価値を生み出し続けていく豊かな土壌を持っています。しかし、日本一の人口
密度を持つコンパクトな高密都市であるがゆえに、これから将来に向けて「住みたい、訪れたいまち」として
発展していくためには、「安全・安心」ということが究極的に重要なテーマでもあります。
　その「安全・安心」を高めていくためには、行政や警察、消防などが力を尽くすことはもちろんですが、自助・
共助の考え方に基づき、この豊島区で生活し、働き、学び、活動するあらゆる区民の皆さんと力を合わせる
ことが大切です。
　そこで豊島区では、新たな「安全・安心創造都市づくり」の推進力として、ＷＨＯ（世界保健機関）協働セ
ンターが提唱する『セーフコミュニティ』への取り組みを進めてきました。
　『セーフコミュニティ』は、「事故やけがは偶然の結果ではなく、原因を分析することで予防することができる」
との理念のもと、科学的な手法と横断的な連携・協働による安全・安心まちづくりの世界的な処方箋です。
　平成 22 年 2 月から取り組みをスタートし、高齢者や障害者、子ども、自転車利用や繁華街の安全、地震災害、
そして虐待や自殺など 10 項目の重点課題を定め、多くの区民の皆さんのご協力をいただきながら活動を展開
することができました。
　その過程では、小学校区単位で設置している「地域区民ひろば」をセーフコミュニティの拠点として位置づけ、
情報提供、学習、相談などの安全・安心機能の強化を図り、また、区立朋有小学校では、『インターナショナ
ル・セーフ・スクール』という、学校単位の国際認証の挑戦もスタートしました。
　そして、今年 5 月 9 日には、数多くの課題を乗り越え、日本で 5 番目、東京のような大都市としては初めて、『セ
ーフコミュニティ』の国際認証取得が決定いたしました。認証式は 11 月 28 日に池袋で開催する「第 6 回アジ
ア地域セーフコミュニティ会議」のなかで行われます。
　豊島区は、世界のセーフコミュニティ・ネットワークの一員となるわけですが、国際認証の取得はゴールでは
なく、新たなスタートであると考えています。
　平成 24 年度は、区制施行 80 周年の節目の年ですが、「安全・安心創造都市」の実現に向けた 10 年がス
タートする年でもあります。
　本日の『セーフコミュニティ・サミット』には、今年度の時点で、わが国において国際認証を取得する全ての
都市のトップの皆さんにお集まりいただきました。警察庁からは『セーフコミュニティ』に造詣の深い河合 潔氏
にもご参加いただきます。
　さらに、わが国を代表する危機管理論者 佐々 淳行 氏による基調講演、「地震災害の防止」「高齢者の安全」

「子どもの安全」をテーマとして、それぞれの分野の第一線で活躍されている学識者の皆さんによる講座など、
盛りだくさんの内容となっています。
　このサミットを通じて、幅広い皆さんと安全・安心への課題を共有し、国内都市への『セーフコミュニティ』
の広がりに向けたメッセージを発信する機会となれば幸いです。
　本日のサミットの開催にご協力をいただきました、首長並びに学識者の皆さま、関係者の皆さまに心より御
礼を申し上げます。
　平成 24 年 10 月

 ご あ い さ つ
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プログラム

◆ 受付  12:00 〜

◆ テーマ別講座  12:30 〜 13:50

 地震災害の防止 （会場：カシオペア）

 高齢者の安全 （会場：朝日）

 子どもの安全 （会場：光）

◆ 豊島区長あいさつ （会場：富士） 14:10 〜

◆ 基調講演 （会場：富士） 14:20 〜 15:10

◆ サミット会議 （会場：富士） 15:20 〜 17:00
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地震災害の防止

中川　和之（なかがわ　かずゆき）氏

時事通信社山形支局長

廣田　信子（ひろた　のぶこ）氏

マンションコミュニティ研究会代表

キーワードは「当事者感」
＝地震防災とセーフコミュニティ

震災体験から学ぶマンションの防災
とコミュニティ

末永　正志（すえなが　まさし）氏

元釜石市消防防災課長

村松　明典（むらまつ　あきのり）氏

東京都総務局総合防災部長

東日本大震災の教訓
〜「釜石の奇跡」は奇跡か？〜

東京都における帰宅困難者
対策の検討及びその展開

高齢者の安全

鈴木　隆雄（すずき　たかお）氏

国立長寿医療研究センター研究所長

大渕　修一（おおぶち　しゅういち）氏

東京都健康長寿医療センター研究副部長

高齢者における生活機能の
測定の意義
〜セーフコミュニティの視点から〜

高齢者の安全
豊島区長崎元気村は、
何故、元気なのか

渡邊　良久（わたなべ　よしひさ）氏

東海大学医学部非常勤准教授

東内　京一（とうない　きょういち）氏

和光市保健福祉部次長兼長寿あんしん課長

高齢者の安全対策は、高齢者の足元から！
（意外な不慮の事故原因）（都内の高齢者の事故データ
分析から学ぶ、転倒・怪我・骨折の予防の勘所）

和光市における先進的な取り組み
（地域包括ケアシステムを推進する
介護保険事業を中心に）

子どもの安全

山本　俊哉（やまもと　としや）氏

明治大学理工学部教授

久保田　尚（くぼた　ひさし）氏

埼玉大学大学院理工学研究科教授

子どもに係る安全性の向上と
セーフスクール

「天下の公道」は誰のものか
通学路の安全・自転車の安全・
地域で創るみちの安全・安心

塩澤　雄一（しおざわ　ゆういち）氏

目白大学人間学部教授

田淵　貢造（たぶち　こうぞう）氏

豊島区立朋有小学校校長

なぜ起こるいじめ問題
〜根源対策へのアプローチ〜

インターナショナルセーフスクール
（ISS）認証を目指して

座長

座長

座長

■ テーマ別講座
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■ 基調講演

■ サミット会議　現在、国内で認証を取得している６つの都市のトップが一堂に会し、これからのセーフコミュニティの発展を展望

「災害と危機管理」
我が国を代表する「危機管理」論者である佐々淳行氏をお迎えし、自治体に
おけるこれからの災害危機管理のあり方についてお話しをいただきます。

元内閣安全保障室長

佐々　淳行（さっさ　あつゆき）氏

講師

■コメンテーター

河合　潔　氏
（かわい　きよし）
警察庁生活安全局
生活安全企画課長

佐々　淳行　氏
（さっさ　あつゆき）

３つのテーマ別講座の座長の皆さん

十和田市長（青森県）

小山田　久　氏
（おやまだ　ひさし）

豊島区長（東京都）

高野　之夫
（たかの　ゆきお）

小諸市長（長野県）

栁田　剛彦　氏
（やなぎだ　たけひこ）

亀岡市長（京都府）

栗山　正隆　氏
（くりやま　まさたか）

箕輪町長（長野県）

平澤　豊満　氏
（ひらさわ　とよみつ）

厚木市長（神奈川県）

小林　常良　氏
（こばやし　つねよし）

■コーディネーター

石附　弘　氏
（いしづき　ひろし）
国際交通安全学会専務理事
日本市民安全学会会長

堀内　裕子　氏
（ほりうち　ゆうこ）
シニアライフデザイン代表
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地震災害の防止
テーマ別講座

　東日本大震災の教訓を今後に生かすため、災害対策基本法が改正（2012.6）され、
大規模災害への即応力の強化や災害被災者対応の改善、防災の教訓伝承や防災教育
の強化方針が明らかにされました。また、各界各層で、防災計画の見直しや実践的
訓練が始まるなど自然災害への備えが進められています。
　高密都市である豊島区においても、首都直下地震への備えは喫緊の課題となって
います。
　講座では、東日本大震災の被災地釜石で、ほぼ全員の児童が自らの命を守り抜い
た「釜石の奇跡」の誕生秘話、 3.11 大震災でクロ－ズアップされた災害時のマンショ
ン防災のあり方、池袋駅周辺での大量帰宅困難者への対処法、予断を許さない今後
の災害対応と公助・共助・自助のあり方等について、それぞれ専門家、実務者から
幅広くご報告をいただき、課題への対応について議論を深め、明日からの行動につ
なげます。

【企　画　趣　旨】
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１）地震は日本列島を造り出す槌音

　地球上の陸地は、プレートと呼ばれる 10 数枚の岩盤に分かれて年間数センチ− 10 センチで移動して
おり、日本列島は４つのプレートがひしめき合っている特異な場所だ。でも、そのおかげで、豊かな海
と山々、盆地や平野、森林や河川があり、それらが農業や漁業を支え、豊かな水は産業のベースとなっ
ている。大地の一瞬のできごと＝地震をうまくこなすことで、それ以外の時間は恵みを享受できるのが
日本列島だ。
　日本列島の地震の活動度を支配するのは、約 200 年周期で繰り返す関東地震、約 100 年周期の東海・
南海地震とされ、東北・北海道では日本海溝で起きる 500 − 1000 年周期の地震もある。幸いにしてそ
の周期の狭間に日本の戦後復興が行われ、大地がおとなしい時代に高度成長を成し遂げることができた
のだ。

２）お任せ民主主義から、当事者社会に

　右肩上がりの時代には、社会の問題はすべて行政に委ねてきた。課題があるたびに、マスメディアが「行
政はけしからん」の大合唱をし、行政は「申し訳ありません。今後はお任せ下さい」として、仕事を増
やして権限を拡大していった。それが「お任せ民主主義」である。気がついたら、私たち市民は、当事
者同士だからこそ多少のあつれきも内在しながら共有できる「絆」をどんどん失ってきた。安全を作り
上げるプロセスを他人任せにしていたのでは、安心は得られないのに、要求ばかり肥大していったのだ。
　経済が右肩上がりで、小規模な災害しかなかった時代は、まだそれでもどうにかなった。阪神大震災
や新潟県中越地震、東日本大震災などの大災害時に、「絆」の大切さが改めて強く認識された。自分た
ちの安心は、具体的な安全を創り出すプロセスの担い手として、当事者になることで得られることが分
かった。

３）「餅は餅屋」で役割を果たす

　地震への備えは、当たり前のことばかりだ。職場や学校でやっていないことを、本気で自宅ではしない。
耐震化、家具止めは、まず組織から徹底する。「餅は餅屋」で持ち分の責任を果たすことがポイントだ。
　都市型地域防災コミュニティの切り札は、マンションだとも言える。運命共同体の管理組合が、コミ
ュニティを創り出す。ご近所の日ごろからの支え合いで豊かな高齢ライフを送れば、いざというときの
備えと助け合いが可能になる。平時からの家具止めの推進も、管理組合が鍵になる。
　普通の住民は、毎日の普段の生活や仕事がある。地震防災を住民に促す重要な役割は、区市町村職員

キーワードは「当事者感」＝
地震防災とセーフコミュニティ

中川 和之　時事通信社山形支局長
前中央防災会議専門委員、日本ジオパーク委員会委員
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にある。そこでは防災・安全担当者がコーディネーターとなり、役所全体の任務における防災・減災・
安全の働きを活性化させることが求められる。私たちは「釜石の奇跡」からそこを学ぶ必要がある。
　企業や大学、都心デパートは、そこに人を集めてこそ、仕事になる。その裏腹として、災害時に帰宅
困難が生じる。その対策を一人一人だけに委ねるのではなく、組織の管理責任での対策が求められる。「被
災後は帰さない、「周囲の支援者に」、風水害などの恐れがあれば「早く帰す」−の原則を学ぶ必要がある。

４）セーフコミュニティに期待すること

　大事なのは、地域コミュニティの力だ。地域の一人一人は、その人なりの得意技がある。子供たちは、
存在だけで未来を約束し、地域に元気を与える。若者には過去にこだわらない勇気と創造力が、社会の
中核の世代は仕事や地域、家庭での働きがあり、人生のベテランは、よかったこと失敗したことの経験
を伝えられる。それぞれの得意技、「餅は餅屋」を活かし、日ごろから少しだけ周りの人の手も借りながら、
豊かなコミュニティライフを実践することが、地震防災につながる。
　これらは、日常からできるセーフコミュニティの理念と手法に合致している。一般的な啓発だけでは、
地震防災対策は進まない。それぞれの役割がある組織が、現状を把握し、数値目標を立てて、人々の正
常化バイアスを前提に、手を変え品を変えしながら、具体的に予防対策を進めることが期待されている。

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／地震災害の防止

昭和 31 年岐阜県生まれ。
同 56 年　日本大学芸術学部卒
同年　時事通信社入社、社会部配属。
　名古屋支社、社会部科学班、警視庁、気象庁、厚生省、神戸総局など
平成 17 年 12 月から防災リスクマネジメントＷｅｂ編集長
同 23 年 5 月から山形支局長

（留守宅はセーフコミュニティを目指している横浜市栄区）

＜専門＞
災害情報、災害救援、防災教育、防災ボランティア
＜大学関係肩書き＞
静岡大学防災総合センター客員教授、名古屋大学・秋田大学・山形大学非常勤講師
＜各種公職、学会関係＞
前中央防災会議専門委員、気象庁気象業務の評価に関する懇談会委員、福島県地域防災計画の見直しにかかる有識
者会議委員、日本ジオパーク委員会委員、（公社）日本地震学会普及行事委員長、日本災害情報学会広報委員、（特非）
ＣＯＤＥ海外災害援助市民センター監事、（社）日本広報協会広報アドバイザー、災害被害を軽減する国民運動サ
ポーター、（特非）東京いのちのポータルサイト理事、横浜栄・防災ボランティアネットワーク運営委員
＜著書＞
危機管理マニュアル どう伝え合う クライシスコミュニケーション（共著、イマジン自治情報センター 2009 年）
大震災を生き抜く（編集・共著、時事通信社 1995 年）
＜主な論文＞

「新聞・通信社と災害報道」災害情報論入門第５章第４節（弘文堂、2008）、「現場から問題を汲み上げ、ネットワ
ークを作り、協働を生み出す」災害ボランティア論入門第 6 章（弘文堂、2008）、「「くらし」を取り戻す災害救助
体系の確立を」季刊「都市政策」第 99 号（神戸都市問題研究所編 2000 年）、「生活支援の政策展開」都市政策論
集第 19 集（神戸都市問題研究所編 1999 年）など。
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１．震災で実感したこと

・想定外の被害が発生する　→　臨機応変に対応しなければならない
・支援する側の行政や管理会社も被災する　→　そこにいる人で生き延びる覚悟が必要
・人は恐怖を感じると高層階に留まれない　→　マンション全体での備えが不可欠
・準備したものが機能しない 　→　普段から使える防災用品、体制が必要
・安否確認できない住戸に対応できていない　→　これでは命は救えない
・予想以上に災害弱者が生まれる　→　全戸確認と近隣の声掛けが不可欠

２．震災体験から学んだマンションの防災対策

・管理組合が被害状況の把握と安全確保に集中するためにも、多くの居住者の参加する自主防災隊が必
要

・いざというとき頼りになるのは名簿より近隣情報、近隣にその家族のことを知る人がいることが不可
欠　

・自宅で避難生活ができるよう自助（備蓄と家具転倒防止）と近隣互助が不可欠
・足で回って情報収集、伝達できるマンションのメリットを活かす
・行政、地域とのつながりを見直し、マンションの資源を地域に活かす
・最悪を想定したシミュレーションから、みんなで防災マニュアルをつくる
・安否確認訓練、災害備品の試験使用等、震災に特化した防災訓練の実施が必要

３. 防災とコミュニティはマンションに不可欠で双方向

・普段はさらりとしていても、近隣が自然にあいさつを交わし、さりげなく気を配り、情報を伝え合え
る関係を構築することがいざというとき大きな意味を持つ
→マンションにも二分の付き合い（孤独死を防ぐ、大災害時の助け合い）は不可欠          

・防災という誰もが無関心でいられない共通の目標を持つことが、コミュニティ形成にも大きく役立つ
→集まって住む価値を再認識することが重要

４．安心コミュニティを育むためには

・無理をせずできる方法で、できる人が、できることから始める
・理屈よりまず小さなことでも行動する
・強制や義務ではなく、たのしく参加できる工夫する

震災体験から学ぶ
マンションの防災とコミュニティ

廣田 信子　代表
マンションコミュニティ研究会
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マンションコミュニティ研究会代表として、マンションのコミュニティ形成を支援

他に

（財）マンション管理センター参与

地域マネジメント学会理事

浦安住宅管理組合連合会アドバイザー

一級建築士、マンション管理士

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／地震災害の防止

M E M O
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1．初めに

　昨年３月 11 日に発生した未曾有の東日本大震災では、学校現場にも多大な混乱と困難をもたらした。
教育行政や子供たちへの影響は深刻だ。大震災は１年５カ月を経過した現在でも、市町村行政や教育委
員会、学校、保育園そして各種福祉施設等に様々な課題を投げかけている。対応の影に垣間見える自治
体や学校、児童福祉施設等の苦闘、危機管理の在り方、防災拠点としての学校、子ども達の精神的なケア、
そして支援・復興に向けた新たな街づくりなど多岐にわたる。震災を経験した今、教育行政の在り方や
地域と学校との連携、そして何よりも子供たちを今後どのように教育し育成すべきかが問われている。

２．「釜石の奇跡」は教育の成果

　釜石市内の小中学生約 3,000 人のうち人的被害者は、学校管理下以外の 5 人であった。報道機関はこ
れを「釜石の奇跡」という。しかし、これは偶発的な奇跡ではなく用意周到な防災教育の結果であり教
育の成果だ。具体的な事例としては、釜石東中学校と鵜住居小学校が行った「津波三原則」による津波
避難、釜石小学校の現代版「津波てんでんこ」などが挙げられる。
　きっかけは、釜石市が教育委員会や学校と強力に連携して取り組んだ文部科学省所管「防災教育支援
事業」であり、小中学校の先生方が真摯に取り組んだ教育の成果であるといえる。

3．命の守り手は、災害文化の伝承 ( 学習 ) と行動

　大切なことは、歴史に学び適切な行動をとること ( 温故知新 )。災害歴史と防災知識を学び、災害疑
似体験や各種訓練をとおして、事前の心構えと的確な行動を身につけること。
家屋の点検・補強、耐震対策、防災用品の確認、避難経路や避難場所の確認、家族との連絡方法など。
家族会議で具体策を確認することで、無駄な家族探しをせずに安心を得られる。
　大切な家族の命と財産を守るには、頭の理解だけではだめだ。日頃から、家族の共通理解と意思疎通
による正しい防災知識、技術、心構えを養って、直ちに行動を起こすことです。

４．被災体験から

・大地震と大津波、日常から非日常へ。今、普通に明日が来る。朝起きてご飯を食べ学校や会社へ行く。
そんな当たり前が一切できない。生きるため、家族を守るため、衣・食・住を自ら確保する。改めて、
生きるということの本質を体験し考えさせられた。
・自然は人間の想定・想像を超え著しく厳しい。災害は間違いなく繰り返し来る。

東日本大震災の教訓
〜「釜石の奇跡」は奇跡か？〜

末永 正志　元釜石市消防防災課長、ボーイスカウト岩手連
盟理事長、元日赤救急法指導員、一般社団法人 岩手県交通
安全協会 沿岸運転免許センター講師



13

・常日頃から防災・減災についての備えを心がけることが重要。自らが家族・地域の一員として安心・
安全な生活が送れるように、率先して地域に役立つ取り組みを行おう。
・助かった多くの人は地域コミュニティの輪の中にいる人。近所付き合いの無い人は、気にもかけられ
ず行方不明者にもならない。
・人間は、厳しい環境に身を置くことで知恵を働かせ努力し、安定を求める生き物と知る。

＜防災関係＞

・平成 18 年４月から３年間釜石市消防防災課長。津波避難や土砂災害など各種防災訓練に携わる。

・平成 20 年４月初旬、釜石市唐丹町で 160ha 焼失した大規模林野火災を経験し、災害対策の難し

さと危機管理の重要性に目覚める。

・平成 20 年度文部科学省所管の防災教育支援事業を全国の自治体で初めて導入し、教育委員会と

連携し防災教育を推進して、群馬大学大学院片田敏孝教授と共に、3.11 東日本大震災における「釜石

の奇跡」を起こす基盤作りに尽力。

＜ボーイスカウト関係等＞

・平成 24 年４月から日本ボーイスカウト岩手連盟理事長（所属：沿岸地区釜石第２団）

日本連盟リーダートレーナー、県ディレクター、県連盟コミッショナー、副理事長等歴任

・昭和 58 年から 10 年間日本赤十字社救急法指導員として奉仕し、トレーニングの重要性を自覚。

＜職歴＞

平成 16 年 4 月　釜石大槌地区行政事務組合業務部総務課長

平成 17 年 4 月　総務企画部情報推進課長

平成 18 年 4 月　総務企画部消防防災課長

平成 21 年 4 月　総務企画部広聴広報課長

平成 22 年 3 月　釜石市役所退職

平成 22 年 4 月　一般社団法人岩手県交通安全協会　沿岸運転免許センター講師

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／地震災害の防止

M E M O
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１　東京都の帰宅困難者数

約 517 万人※「東京の被害想定」（2012 年 4 月）による

２　東日本大震災時の状況

○帰宅困難者数：東京都は約 352 万人（首都圏では約 515 万人）※内閣府調査による
○帰宅困難者の受入数（都内）：94,001 人（1,030 施設）※東京都災害対策本部発表による
○浮かび上がった課題　・発災後の基本原則「むやみに移動を開始しない」が浸透しない
　　　　　　　　　　　・帰宅困難者の受入体制が整っていなかった　等

３　首都直下地震帰宅困難者等対策協議会

○設置期間　平成 23 年 9 月 20 日〜平成 24 年 9 月 10 日
○開催実績　協議会 4回、幹事会 10 回、ワーキンググループ 9回
○共同座長　＜東京都＞猪瀬副知事　　＜内閣府＞原田政策統括官
○主な参加団体　国の関係省庁、首都圏の自治体、通信・鉄道・放送等の事業者団体等
○検討内容　東日本大震災の教訓を踏まえ、国、自治体、民間企業等の横断的な対策の検討
○協議会の成果
・一斉帰宅抑制の基本方針（平成 23 年 11 月 22 日）
災害時の一斉帰宅抑制について、都民や事業者、行政が取り組むべき基本的事項を定めた。
＜内容＞企業等の従業員の施設内待機と３日分の備蓄、大規模集客施設や駅の利用者保護等
・中間報告（平成 24 年 3 月 9 日）
これまでの協議会の検討結果及び最終報告に向けた検討課題を取りまとめた。
＜内容＞一斉帰宅抑制、利用者保護等のフロー図、代替輸送のシミュレーション等
・最終報告（平成 24 年 9 月 10 日）
事業者向けのガイドラインの作成や官民連携の帰宅困難者対策について取りまとめた。
＜内容＞・一斉帰宅の抑制　帰宅困難者のために 10％余分に備蓄等を推奨　等
　　　　・一時滞在施設の確保　確保のための役割分担、施設の安全確保のための配慮　等
　　　　・帰宅困難者等への情報提供　ポータルサイトの設置や専従部門を設置　等
　　　　・帰宅支援　災害時帰宅支援ステーションの認知度向上　代替輸送の確保　等

東京都における帰宅困難者対策の
検討及びその展開

村松 明典　部長
東京都総務局総合防災部
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４　東京都帰宅困難者対策条例

　帰宅困難者対策を総合的に推進する条例を平成24年3月に制定した（施行は平成25年4月1日）。なお、
条例で規定した内容を実施するための具体的運用方法や行政の支援策等について、平成 24 年秋を目途
に、実施計画としてとりまとめる。

昭和 61 年 4 月東京都採用、平成 18 年 4 月産業労働局商工部調整課長、平成 20 年 4 月産業労働局総

務部総務課長、平成 22 年 7 月公立大学法人首都大学東京経営企画室長、平成 23 年 8 月総務局総合防

災部長

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／地震災害の防止

M E M O
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高齢者の安全
テーマ別講座

　世界に例を見ない高齢化の急激な進展と単身高齢者の急増、少子化、居住形態の変化、
コミュニティの変化などは、「安全・安心」の面からも地域社会に新たな課題を発生さ
せています。
　豊島区においても都市型の高齢社会における様々な問題への対応が喫緊の課題となっ
ており、区、関係機関、地域コミュニティなどの協働で、高齢者の生活安全や不慮の事
故の予防につとめています。
　講座では、この領域の第一人者である国立長寿医療研究センター研究所長 鈴木 隆雄
氏からコミュニティで創る新しい高齢社会のデザインについてお話をいただくほか、高
齢者ひとり一人に着目した介護予防を行っている和光市における長寿社会への先進事
例、「元気！ながさきの会」におけるこれまでの活動報告、救急搬送データの分析から
高齢者の日々の生活において“いつ”、“どこで”、“どのような”不慮の事故に遭遇して
いるのか実態を知り、安全・安心社会のライフスタイルを学びます。

【企　画　趣　旨】
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　我が国の高齢社会の成立過程、あるいは今日の高齢社会には幾つかの極だった特徴が認められる。そ
れは広く知られているように（１）高齢化のスピードが早く、高齢化社会から高齢社会となるまでにわ
ずか 24 年しか要していないこと、（２）そのために国民の高齢社会と高齢者への理解が不充分であり、
ソーシャル・ネットワークやセーフコミュニティの構築も含めた社会的インフラが充分でないことであ
る。さらに、重要な実態でありながら充分に知られていない事実として（３）高齢者の生活機能（特に
手段的日常生活動作能力：I-ADL）を中心とする健康水準の著しい改善・向上が認められることである。
すなわち 20 年前あるいは 10 年前の高齢者の健康水準あるいは生活機能と比較し、今日の高齢者ではそ
の健康度あるいは加齢適応能が極だって向上し、高度化かつ複雑化した現代社会に十分自立し適応して
いる高齢者が増加していることが知られている。
　一方高齢社会においては、高齢者一人一人の能力（特に自立能力）を見極め、地域での安全性や社会
参加そして社会貢献へと導入するためには正確かつ効果的な生活機能評価が必要不可欠である。我が国
においては、このような評価は 1986 年に開発された「老研式活動能力指標」が信頼性・妥当性の確立
した唯一の世界的にも認められた指標となっている。広く知られて普及されているように、この「老研
式活動能力指標」は 13 項目から成り、手段的 ADL、知的能動性、そして社会活動性という 3 つの下位
尺度から成り立っている。本指標は国際的にも認められ、欧米等の学術誌においても何ら問題なく採用
されてきた経緯があるが、しかしながら四半世紀前の 1986 年当時の高齢者における生活機能が標準と
なって測定されたものであり、用いられている質問も今日の日常の生活実態とはかけ離れた内容となっ
ている。このことは「老研式活動能力指標」は必ずしも今日の（完全に変容した）高齢者の健康度評価
や生活機能を十分に測定することが出来なくなっていることを意味し、新しい評価指標の開発が急務と
なっている。
　上述のような我が国の高齢社会の現状を踏まえ、我々は現在、新たな現代日本における高齢者の生活
環境や生活スタイルの変化を考慮し、既存の老研式活動能力指標と同一次元でスコアリング可能な新し
い高次生活機能指標を項目反応理論等を用いて開発している。高次生活機能とは「個人が独立して、安
全に、意欲を持って生活を営むための能力」と定義することができるが、今回作成を目指した新指標も、
現行の指標よりも高いレベルの能力を測定できるものとすることが求められている。今回の講座では地
域における高齢者を中心とするセーフコミュニティ・セーフティプロモーションを促進する視点から、
高齢者の事故の実態と新しい生活機能指標の開発について紹介する。

高齢者における生活機能の測定の意義
〜セーフコミュニティの視点から〜

鈴木 隆雄　研究所長
国立長寿医療研究センター
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1976 年　　札幌医科大学卒業

1982 年　　東京大学大学院博士課程終了

1988 年　　札幌医科大学助教授

1990 年　　東京都老人総合研究所　疫学部門研究室長

1996 年　　東京都老人総合研究所部長

2000 年　　東京都老人総合研究所副所長

1995 年　　東京大学大学院客員教授（2005 年）

2003 年　　首都大学東京大学院客員教授（2010 年迄）

2009 年　　国立長寿医療センター研究所所長（現在に至る）

部署・役職：国立長寿医療研究センター研究所　所長

要職　　　　厚生労働省　介護予防関連委員会委員

　　　　　　東京都介護予防推進会議　委員長

　　　　　　社会保障審議会　人口部会専門委員

　　　　　　日本骨粗鬆症学会　理事、等多数

主たる研究領域：高齢者の健康（特に骨の老化と疫学、生活機能）に関わる研究著書

「超高齢社会の基礎知識」

「日本人のからだ〜健康・身体データ集〜」

「骨から見た日本人」

「サクセスフルエイジング」

「『老年予防』がわかる本」、等多数

M E M O

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／高齢者の安全
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　豊島区の長崎地区は、元気な地区として有名である。この地区が､ 元気である理由は２つある。一つ
は、認知機能低下などの老年症候群に対する予防に積極に取り組んでいること。もう一つは、これらの
活動を単なる趣味に止めず、地域貢献に昇華させていることである。

　老年症候群というものに、なじみがない方がいるかもしれないが、年を重ねるとどうしても体や心が
若いときとは違うという何とも言えない不具合が出る。このような、病気ではないのだけど、加齢に伴
う心身の不具合が老年症候群である。平均寿命が短い国では老年症候群など心配無用だが、日本のよう
に平均寿命が８０歳を超えてくると、老年症候群への心配が必要になってくる。いわば、長命の国に特
有の“幸せ症候群”かもしれない。しかし、まだ若くして、老年症候群への備えを怠って我が物顔で介
護を受けている人を見ると、晩年の生き方の貧弱さを感じる。長崎地区の皆さんは、この老年症候群を
予防することにいち早く取り組んでいる。老年症候群の予防に関する研究は熱心だ。認知機能低下の予
防に始まって、足腰の衰えの予防、栄養を良い状態に保つこと等・・・。アンテナを張り巡らして、情
報を収集して実践している。この行為が、老年症候群を遠ざける。

　とはいえ、このような活動をしていても、人は死から免れないし、あるいは衰える事から免れること
はできない。ところで、衰えを老いとする人がいるが、老いの語源は老成であり、知の結晶という意味
を持つので、老化の弱い部分をここでは衰えとする。水に浮かぶ浮木を想像する。水面に見えている心
身は、老年症候群を予防していたとしても徐々に衰えてくる。もし水面から上で人が判断されるのであ
れば、加齢と共に存在価値はどんどんと下がっていく。しかし古来、老いてなお存在価値を増してくる
人がいる。これは、水面の上の縮小に比例して、水面の下を肥大化させることができた人である。長命
が長寿となるためには、水面の下に何が有るかが問われるのである。豊島区長崎元気村は、趣味として
老年症候群に取り組んでいるわけではなく、地域貢献として取り組んでいる。水面の上をできるだけ衰
えないようにすると共に、水面の下の心の充実を図っているのである。これが、秘訣である。

高齢者の安全
豊島区長崎元気村は、何故、元気なのか

大渕 修一　研究副部長
東京都健康長寿医療センター　高齢者健康増進事業支援室
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理学療法士・医学博士

北里大学医療衛生学部助教授を経て、2003 年より東京都老人総合研究所介護予防緊急対策室長。現在、

東京都健康長寿医療センター研究副部長。

専門は、理学療法学、老年学、リハビリテーション医学。

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／高齢者の安全
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　高齢者の安全対策は、高齢者の特性に合わせた最適な方策をとる必要がある。そのためには、高齢者
の不慮の事故とはどのようなものか、科学的な分析が欠かせない。厚木市セーフコミュニティ外傷サー
ベイランス委員会における国保レセプト分析の結果、および「都民生活における事故（平成 21 年度中）」

（東京消防庁防災部生活安全課）から、高齢者の事故の特性を明らかにし、高齢者の安全対策について
考えたい。

1．国保レセプトによる分析

　厚木市の国保レセプト 1 か月分（2007 年 5 月分）を収集し、
その中から外傷にかかる事例を分析した。年代別の外傷発生
傾向、ならびに将来外傷を引き起こす原因となりうる疾病の
状況などが明らかになった。その結果、入院・骨折の受療率

（人口 10 万人対一日当り患者数）では、15 〜 64 歳が 22 に
対し、65 歳以上は 123 と 5.7 倍に達することが分かった。更
に 65 歳以上を 5 歳区分で細分すると、80 歳以上が 352 と、
際立って高いことが分かった。高齢者として 65 歳以上を一
括して考えるべきではなく、80 歳以上とそれ以下では特性
が異なることに留意すべきである。また、高齢者では、外傷
の受療率が高いと同時に、外来通院で済まず、入院が必要と
なるなど、より重傷化しやすい特徴もあることから、単なる
怪我として済ますのではなく、原因を突き止め再発防止する
こと、予防することが肝要である。

2．都民生活における事故

　「都民生活における事故（平成 21 年度中）」では、一般負傷のうち半数近くが 65 歳以上の高齢者で占
められており、その内訳では 80 〜 84 歳が最も多い。また、発生場所では年齢が上がるほど住宅内での
事故が多く、階段、段差、家具などが多い。一方 90 歳以上では家具が最も多く、床も第 3 位になっている。
段差をなくす、手すりをつける、家具等の角に防護具をつける、などの一般的な予防策のみならず、段
差のないところでもつまずいたり、転倒したりする可能性があることを想定しておかなければならない。
意外な状況での転倒、いままで大丈夫だったからという思い込みによる転落、入浴中の溺水、食物によ
る窒息など、日常生活における事故事例を検証しながら、予防対策を考えたい。

高齢者の安全対策は、高齢者の足元から！
（意外な不慮の事故原因）（都内の高齢者の事故データ分析
から学ぶ、転倒・怪我・骨折の予防の勘所）

渡邊 良久　東海大学医学部基盤診療学系公衆衛生学 非常勤准教授
厚木市セーフコミュニティ外傷サーベイランス委員会委員長
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未来予測を活用した地域保健医療計画、地域保健福祉計画の策定、病院の医療安全手法の研究に従事。

1996 年から東海大学 WHO 協力「21 世紀保健指導者養成コース」講師、現在はコースリーダー。

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／高齢者の安全

M E M O
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○地域包括ケアの理念
○和光市長寿あんしんプラン（第５期介護保険事業計画）の基本方針
○マクロの政策・・・我がまち・我が地域の課題を解決する計画のあり方
○ミクロの支援政策・・・個別ケースの的確なマネジメントのあり方
○日常生活圏域ごとの地域包括ケアシステムの確立を目指す

　「地域包括ケアシステム」は、「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・
安心・健康を確保するために、医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービス
が日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような地域での体制」とされている（平成 21 年
度老人保健健康増進等事業「地域包括ケア研究会報告書」）。この考え方の背景には、高齢者の尊厳や自
立の尊重を基本に（介護保険法第１条）、できる限り住み慣れた地域での在宅生活を支援するためには、
これまでの施設や居宅サービスを中心とするケアのみではなく、医療や介護、生活支援などの様々なサ
ービスが切れ目なく提供できるような体制が必要になってきている現状がある。
　国では、高齢化がピークを迎える 2020 年〜 2025 年までにそのシステムを構築することを目指して、
平成 23 年に介護保険法などの法改正を行っている。
　和光市は、都心部への交通の利便性が優れているため、子育て世代を中心とした若年人口の流入が多
く、高齢化率は全国的にみても低くなっているが、やはり団塊の世代が人口のピークを形成しており、
今後高齢者数が急増する見込みとなっている。
　面積が 11.04㎢と比較的コンパクトで、生活の利便性に優れる本市には、介護事業所や医療機関も比
較的多いほか、市として介護予防事業や高齢者の生活支援にも積極的に取り組んできているため、地域
包括ケアのための基盤整備は比較的進んでいますが、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するため
には、さらなるインフラ整備とそれを活用するシステムの整備が必要不可欠となっている。
　長寿あんしんプランには、こうした「地域包括ケアシステム」の構築の先駆けとなる、具体的な取組
を盛り込むものとなっている。

和光市における先進的な取り組み
（地域包括ケアシステムを推進する介護
保険事業を中心に）
東内 京一
和光市保健福祉部次長兼長寿あんしん課長
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埼玉県和光市役所入庁後、税務課・国民健康保険担当課等を経て、2000 年より介護保険室に配属、そ

の後、機構改革により高齢者福祉所管と介護保険所管を統合した長寿あんしん課で課長補佐・介護福祉

担当統括主査・地域包括支援センターリーダー・後期高齢者医療担当統括主査を兼務、地域性を重視し

た介護保険事業運営を中心に保健・医療・福祉政策を構築し地域包括支援体制を推進してきた、2009

年 4 月より厚生労働省老健局総務課課長補佐に就任、2011 年 4 月より介護サービス調整官、振興課課

長補佐等を併任し、地域包括ケアシステムを念頭に置く介護保険法等の改正や介護保険事業計画策定業

務及び地域包括支援センター機能強化業務等に従事し、2011 年 10 月より和光市長寿あんしん課長で

帰還、2012 年 4 月より現職となる。

○これまでの経歴

　厚生労働省所管　老人保健健康増進等事業

　・地域包括ケア・介護予防研修センター運営委員会委員長

　・地域包括支援センターの在り方に関す検討委員会委員長

　・認知症高齢者に対応するまちづくりチェックリスト作成委員会委員

　・介護予防・運動器向上マニュアル作成委員会委員

　・介護予防・生活機能評価マニュアル作成委員会委員

　総務省所管　自治総合センター事業

　・地域の活性化に関する研究会委員　　　　　　　　　　など歴任

　24 年度

　・介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する検討会構成員

○著書

　これからの介護予防・地域ケア（サンライフ企画出版・東内著）

　介護保険の公的責任と自治体（自治体研究社・共著）

　地域包括支援センター実務必携（オーム社・高橋紘士編・共著）

　わかりやすい介護保険法の手引き（新日本法規・共著）

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／高齢者の安全

M E M O
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子どもの安全
テーマ別講座

　セーフコミュニティにおいて、「子どもの安全」は優先度の高いテーマであり、
世界各国で多様な子どもの安全プログラムが展開されています。特に、学校の安全
に関するインターナショナル・セーフ・スクールの活動は、子どもの安全について
の優れた国際的知見と言えます。
　わが国においては、交通事故や子ども対象の犯罪、学校でのいじめ問題など子ど
もが犠牲となる事件事故が絶えません。子どもの生活空間における「安全・安心の質」
をどうすれば高めることができるのでしょうか。
　講座では、「天下の公道」は誰のものかとして、通学路の安全・自転車の安全・
地域で創るみちの安全・安心等交通安全の視点からの報告、ホットなテーマである
「いじめ問題」とその対応、インターナショナル・セーフ・スクールを目指した区
立朋有小学校の取組み、「子どもの安全」の設計図としてのセーフスクールの魅力
などについて、ご報告いただき、会場の皆さまと一緒に考えてみたいと思います。

【企　画　趣　旨】
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安全と安心の乖離を埋めるリスク・コミュニケーションの促進

　子どもの犯罪被害率が全国的に減少している。子どもの通学・通園中の交通事故死傷者率も同様であ
る。その他の不慮の事故も減っている。統計データを見る限り、子どもに係る安全性は確実に向上して
いるといえる。しかし、安全と安心の乖離が進み、他の分野の安全・安心の問題と同様、多種多様な情
報が無用な不安を呼び、社会的信頼の喪失が自己防衛の過剰反応を促している。つまり、リスクに係る
情報が時空間を超え、いつどこでどんなリスクに遭遇するかわからないという不安感と、リスクの管理
者や専門家に対する不信感が広がり、リスクに対する自己選択や自己責任が強制される状況になってい
る。その結果、家族・学校・地域等の既存コミュニティの弱体化が進み、危険回避や自己防衛のために
閉じこもり、それが犯罪や事故等の不安を高めるという負のスパイラル現象を起こしている。
　こうした状況下、学校や地域等の身近なコミュニティにおけるリスク・コミュニケーションの促進が
重要な課題となっている。リスクに関する情報や安全対策を関係主体間で共有し、協力関係を構築して
いくことが求められている。

セーフコミュニティとセーフスクールの展開に対する期待

　セーフコミュニティとセーフスクールはいずれも、リスク・コミュニケーションを促進する社会制度
である。エビデンス（証拠）とＰＤＣＡサイクルに基づいて地域ぐるみで安全性を高めるプログラム・
体制に対して国際認証を与える制度であるが、そこには科学的知見と民主的プロセスによるリスク・コ
ミュニケーションを促進する仕掛けと仕組みを内在している。すなわち、国際標準の７指標に基づき、
それぞれの地域・学校の状況に即した目標を立てて実行し、採取したデータをもとに点検・改善してい
く各段階で、リスク・コミュニケーションが促進される。ともに、国内外のネットワークに継続的に参
加して、自らの地域や学校の状況を相対化し、課題を共有する点も似ている。違いがあるとすれば、セ
ーフコミュニティが地域・様々な年齢層を対象としているのに対し、セーフスクールは学校と子どもに
軸足を置き、学校の取組みを地域にも広げている。そうした点で、セーフスクールは、豊島区立朋有小
や厚木市立清水小がそうであるようにセーフコミュニティのモデルであるし、附属池田小のように単独
でも取組める制度である。
　リスク・コミュニケーションの促進の視点から、今後のセーフコミュニティとセーフスクールの更な
る展開に期待したい。

子どもに係る安全性の向上と
セーフスクール

山本 俊哉　教授
明治大学理工学部
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明治大学理工学部建築学科教授。同大学院理工学研究科新領域創造専攻（安全学系）教授。

1959 年千葉市生まれ。千葉大学大学院修士課程（建築学専攻）修了後、建築・都市計画コンサルタン

トのマヌ都市建築研究所を経て、2005 年より明治大学理工学部専任教員として着任、現在に至る。博

士（学術）。専門分野は都市計画、建築・都市安全学。

現在、一般社団法人子ども安全まちづくりパートナーズ理事長、ＮＰＯ法人向島学会副理事長、地域マ

ネジメント学会理事、市民安全学会理事など。

著書に『大震災に備える』（丸善）、『安全学入門』（研成社）、『防犯まちづくり』（ぎょうせい）などがある。

http://www.isc.meiji.ac.jp/~onepiece/

略歴

1959 年　千葉市に生まれる

1981 年　千葉大学工学部建築学科卒業

1983 年　千葉大学大学院工学研究科修士課程修了

　　　　  東京大学工学部都市工学科伊藤滋研究室を経て

1984 年　（株）マヌ都市建築研究所入社

1992 年　同社取締役就任（2005 年まで）

1998 年　中央大学理工学部土木工学科兼任講師（2005 年まで）

2001 年　千葉大学教育学部非常勤講師（2002 年まで）

2004 年　千葉大学工学部非常勤講師

2004 年　東京理科大学工学部建築学科非常勤講師（2006 年まで）

2005 年　明治大学理工学部建築学科助教授（2009 年まで）

2005 年　東京大学工学部都市工学科非常勤講師

2007 年　首都大学東京大学院非常勤講師

2008 年　筑波大学大学院非常勤講師

2010 年　明治大学理工学部建築学科教授（現在に至る）

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／子どもの安全

M E M O
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　子供にとって、最も日常的な行動である通学が、決して安全なものになっているとはいえず、送り出
す側の親も、毎日不安に駆られる状況が変わっていない。
　まず、いわゆる「通学路」を含む通学時の交通安全を確立し、そのうえで、生活道路一般の安全性を
高めることが強く求められている。筆者は、今年度、国土交通省、文部科学省、警察庁が連携して設置
した「通学路の交通安全の確保に関する有識者懇談会」に出席し、そのための行うべき道路交通対策に
ついて以下のような提言を行った。

提案１：「子供の命を守る」メッセージを明確に打ち出した施策展開

　「施策の明快さ」（関連する諸施策の連携強化）、および、「現地の明快さ」（交通規制、サイン、道路
による表現）により、通学路を含む全ての「学校周辺道路の総合的な交通安全対策」の確立が必要であ
る。そのため、通学路とゾーン対策（ゾーン 30）を、必要に応じて適宜組み合わせることを提案する。
ただし、広幅員道路網で概ね通学路がネットワーク化されている場合には、単路部の歩道設置と交差点
の歩車分離化が重要である。

提案２：生活道路のゾーン対策との連携

　通学路対策を考える上では、一本の通学路単独の対策では限界があるため、「道路ネットワーク」、「ゾ
ーン」で考えることが重要である。特に、歩行者用道路規制や一方通行規制等を検討する際は、迂回ル
ート（ゾーン外周道路）の検証が必要となる。

提案３：生活道路・スクールゾーン対策の実施を前提とした体制づくり

　多数の通学路・生活道路が安全問題を抱えているにもかかわらず、改善への着手すらできていない例
が多数存在する。現在最も必要なのは、必要な対策を「はじめる」体制づくりである。

提案４：普及が遅れているツールの促進

　世界で一番普及が遅れていると思われるハンプの活用など、普及が遅れている安全対策の積極的な推
進が必要である。

提案５：わが国では未導入のツールの検討

　さらに、ライジングボラードのような、わが国ではまだ導入例のないデバイスについても、積極的に
検討を進める必要がある。

「天下の公道」は誰のものか
通学路の安全・自転車の安全・
地域で創るみちの安全・安心
久保田 尚　教授
埼玉大学大学院理工学研究科
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　これらの対策を進めるうえで、「天下の公道」は誰のものか、をあらためて問うことを提唱したい。
現在の日本の法体制では、生活道路や通学路を含むあらゆる道路が「天下の公道」とされ、すべての車
両の通行が当然とみなされている。少なくとも一部の通学路や生活道路については、「人重視」の発想
に立ち、一般の ｢道路」と異なる位置づけが与えられないか、すなわち、「天下の公道とは何か」をあ
らためて考える必要があるのではないだろうか。

1958 年横浜市生まれ。1982 年横浜国大卒業。1988 年東京大学大学院博士課程修了。

中央交通安全対策会議専門委員、「生活道路のゾーン対策マニュアル」編集委員長等を歴任。

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／子どもの安全

M E M O
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１　なぜ「いじめ」がなくならないのか

・いじめは、一方的に身体的心理的攻撃を継続的に加え、相手を孤立させ、深刻な苦痛を与える。
・携帯、ネットの発達により、人の目に触れにくい状況の中で、誰もが被害者にも加害者にもなる。
・被害者の心の傷は大きく心身の発達に重大な影響を及ぼす。（不登校、自殺、殺人、引きこもり）
・いじめられる子に全く否はないが、他者に訴え出る意欲を心理的に奪われている。
・いじめる子は心理的ストレスを抱え、集団も排他的凝集性をもった不健全なものである。

２　学校、教師は何をしているのか

・集団内にいじめがあることは、教師も児童生徒もすぐ分かる。
・教師は集団のリーダーである。本気で正義を通すのは当然である。（傍観者と仲裁者）
・学校、教師の、問題を自力で解決しようとする抱え込み体質に問題がある。
・厳しい指導（出席停止）と内面から変える指導（人権尊重教育、道徳指導）の両面が必要である。
・教師が、学校に関わる全ての人が、チームワークよく、子どもを絶対守るという姿勢で臨む。

３　家庭ではどうすればいいのか

・まず保護者は、「我が子がいじめられたら」ではなく「いじめたらどうしよう」と考えてほしい。
・子どもを導き育てるのは親の責任、人を傷つけることは絶対に許さないという毅然とした姿勢。
・いじめられている子は親に相談しにくい、だから子どもの小さなサインを見逃さない。
・子どもを守るためには、多くの人と関わり、多くの情報を持つこと。
・学校、教師と信頼関係を築こう。

４　地域社会に何ができるのか

・子どもにとって街のおじさん、おばさんはお節介で怖い存在でなければならない。
・地域の子どもたちは、学校と家庭と地域で育てるもの。
・社会全体で、いじめは子どもの世界に限らず絶対に許されないこととの認識を共有する。
・一方、よいことは地域全体で認め、励まし合うことで、みんな元気になる。
・子供は町の宝、明るい子供の声は町を元気にする。

なぜ起こるいじめ問題
〜根源対策へのアプローチ〜

塩澤 雄一　教授
目白大学人間学部
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公立小学校教諭より、教頭，校長を経験

葛飾区教育委員会指導室長

東京都教育庁人事部管理主事

台東区立台東育英小学校校長を経て

現在　目白大学人間学部児童教育学科教授

専門　児童心理学、児童生徒指導

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／子どもの安全

M E M O
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　本校は、サンシャイン 60 に代表される高層ビルに囲まれ、主要交通網が集中するとともに、高層住
宅も増え、児童数が区内２位にあり、「高密都市としま」の典型的な地域にある。
　学区域が広く、池袋地区の繁華街を有することから、けがや事故に遭遇する可能性が高い環境にある。
そのため、けがや事故を統計化し、分析・診断して科学的に解決策を見出す取組を通し学校の安全・安
心の質的向上を図っている。ＩＳＳの認証によって、高密都市における安全・安心な教育環境づくりを
目指した学校像を描きたいと考える。

＜認証のための８つの指標＞

１　協働を基盤に安全向上に取り組む運営基盤が整備されている。
２　セーフスクール推進組織とセーフコミュニティに基づいた地域の推進協議会によって決定されたセ
　　ーフスクールの政策がある。
３　両性、全年齢、環境、状況をカバーする長期かつ継続的なプログラムを実施している。
４　ハイリスクのグループや環境を対象としたプログラムを実施している。
５　全ての取組は根拠に基づいて行われている。
６　外傷の発生頻度や原因などを記録するプログラムがある。
７　学校政策、プログラム及びそのプロセスが変化したことによる効果を評価する方法がある。
８　国内・国際的なネットワークへ継続的に参加している。

＜本校の取組＞

１　校内におけるけがの発生数状況から、休み時間の校庭のけがと授業中のけがを防止する。
２　危険予測回避能力を高める安全学習カリキュラムを整備し、学校の指導体制を改善する。
３　いじめ防止のため、実態調査等に基づいた心の教育を推進する。
４　自転車安全教室や保護者・地域の見守り活動を通し、自転車による交通事故を防止する。

＜成果＞

１　保健室データに基づく原因分析と課題設定を通し、児童、教員の行動目標が明確となる。
２　意識調査や効果測定によって、児童の安全意識の変容をとらえる。
３　けがの発生といじめの相関関係をとらえ、学級活動の改善につなげる。
４　交通安全に関する保護者のワークショップを通し、通学路の安全への意識が高まる。

インターナショナルセーフスクール
（ＩＳＳ）認証を目指して

田淵 貢造　校長
豊島区立朋有小学校
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＜今後の課題＞

１　児童主体の活動を活性化させ、児童の危険予測回避能力の向上を図る。
２　研究実践に基づいた安全学習カリキュラムを作成する。
３　きめ細かい児童理解と学級経営力の向上を図り、いじめを防止する。
４　保護者・地域と連携し、児童見守りネットワークを一層広げる。

2008 年４月に豊島区立朋有小学校第３代校長として赴任し５年目となる。2010 年 11 月にインター

ナショナルセーフスクール取組宣言を行い、認証取得を目指している。

プ ロ フ ィ ー ル

テーマ別講座／子どもの安全

M E M O
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基 調 講 演
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災害と危機管理

佐々 淳行
元内閣安全保障室長

1930（昭和 5）年 東京生まれ

1954（昭和 29）年 東京大学法学部卒、警察庁入庁

34 年 3 か月、「治安・防衛・外交」という国家の基本的任務に従事。

●20年に及ぶ警察勤務では、主として警備課長・外事課長として、ケネディ暗殺事件調査、新宿騒擾事件、

東大安田講堂事件、連合赤軍あさま山荘事件、よど号など一連のハイジャック事件、連続企業爆破事

件、沖縄ひめゆりの塔事件など、重大事件の現場指揮を行う。三重県警本部長もつとめる。

● 4 年間の外務省出向では、香港領事として中国文化大革命、香港近衛兵暴動、サイゴン・テト攻勢

などで在留邦人の保護にあたる。

●11年間の防衛庁出向では、人事教育局長、官房長、防衛施設庁長官として28国会の政府委員をつとめ、

千数百回の国会答弁を行う。

● 3 年間の内閣官房では、初代内閣安全保障室長として中曽根・竹下・宇野と 3 代の総理を補佐し、

大島三原山噴火全島民避難、なだしお衝突事故、昭和天皇大喪の礼警備などに携わる。

平成元年　退官

天下りせず、国家危機管理体制確立をライフワークに、講演・執筆・メディアなどで活躍中。

●「危機管理」という言葉のワードメーカーであり、「危機管理のスペシャリスト」「危機管理の第一人

者」などと呼ばれる。

●湾岸戦争に際しては、正確な国際情勢判断を示して評価を高めた。

●国際人道支援に参加すべしとの主張を自ら実践し、20 年間にわたり「日本国際救援行動委員会

（JIRAC）」理事長としてシベリア 10 回、カンボジア 23 回の活動を現地で指揮し、弱者救済を行う。

カンボジアでは 5 棟の小学校建設を行う。

●慶応大学法学部の非常勤講師を 3 年間つとめ、現在も警察大学校など各官庁研修機関の講師をつと

める。

●危機管理に関する論文を雑誌「選択」誌上で 23 年間、その後「諸君！」誌上で 7 年間連載し、現在

プ ロ フ ィ ー ル
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基　調　講　演

も産経新聞「正論」欄の執筆メンバー。その他、日本テレビ「ズームイン！ SUPER」で 5 年間、文

化放送「吉田照美のソコダイジナコト」で 3 年間レギュラーをつとめる。

● 2002 年公開の映画「突入せよ！あさま山荘事件」の原作者であり、主人公のモデル。

＜受賞歴＞

国内　●第 54 回文藝春秋読者賞（1992 年）　

　　　●第 48 回菊地寛賞（2000 年）

　　　●勲二等旭日重光章（2001 年）

　　　●第 22 回正論大賞（2006 年）

海外　●英国 C.B.E 勲章（1975 年）

　　　●米陸軍民間人功労賞（1986 年）

　　　●ドイツ連邦勲功大十字章（1990 年）

　　　●ロシア沿海州知事感謝状（1993 年）

　　　●カンボジア復興功労賞（1993 年〜　5 回）

M E M O
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