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学校の安全学習での
地域ゲストティーチャーは、

あわてず歩こう調査隊や、
安全目標の放送をして、
「フジミー・アイミー」たちと
けがの少ない学校にしたい！

年間200名以上！

ウサギとのふれあい会や

合い言葉は
「地域に学び、

ビオトープとのふれあいで、

地域に返す」です。

心を豊かにして
安全な学校にしたいです！

豊島区は、安全・安心なまちづくりの
「セーフコミュニティ」活動と、
「10 の重点課題」の一つである安全で健やかな学校づくりの
「イン
ターナショナルセーフスクール
（ISS）」活動に取り組んでいます。
富士見台小学校では、ISSマスコット
「フジミー・アイミー」を作り、
楽しく活動しています。

アイミー

フジミー

詳しくは 中面をご覧ください。

2

広報としま特集版 平成27年（2015年） 12月号 No.1669

豊島区役所 〒1718422 豊島区南池袋2451

ホームページ http://www.city.toshima.lg.jp/

問 問い合わせ先

申 申込み先

HP ホームページ

EM Eメール

FAX ファクス

フリーダイヤル

みんなでつくる
セーフコミュニティとしま

豊島区セーフコミュニティ専門委員
豊島区外傷サーベイランス委員会委員長
筑波大学医学医療系教授

問 企画課セーフコミュニティ推進グループ☎3981−1782

南長崎二丁目町会長 足立菊保さん

世界保健機関 (WHO) が推奨する、安全・安心ま
ちづくりの国際認証制度です。平成 24 年 11月、本区
は日本で5 番目、東京では初めてこの国際認証を取得
しました。
「セーフコミュニティ」には世界共通の指標があり、
住民・地域団体・行政などが継続して、不慮の事故
やけがの予防に取り組んでいる都市が認証されます。

ニティの拠点となって5 年…そうした積み重ねが ISS につな
がっています。ひろばでの 子育て世代向けのシンポジウム
や、ひろば祭り、トキワ荘イベントなど、世代 間交流 の場
づくりを進めていますが、ただ楽しいだけの交 流に終わら
せず、地域で子どもたちを見守る関係を築いていきたいと
考えています。
時代の大きな変化に世代間の距離はありますが、一緒に
ISS に取り組むことで、地域の人たちの学校や子どもたちへ
の意識も高まってきています。温かい気持ちで見守り、子ど
もが羽目を外した時にやんわり叱れる、そんな高齢者が増

市川政雄さん

セーフコミュニティとは？

富士見台小学校の学区には 3つの町会の中心に区民ひろ
ば富士見台があり、運営協議会ができて10年、セーフコミュ

セーフコミュニティへの取組み方
地域団体などの幅広い
「連携・協働」と
「科学的手法
の活用」で、生活の安全と健康の質を高めていくまち
づくり活動を続けています。

えてほしいですね。

豊島区セーフコミュニティ推進協議会
外傷サーベイランス委員会

自殺・うつ病の予防

ドメスティック・バイオレンスの防止

児童災害の防止

地震災害の防止

学校の安全︵セーフスクール︶

繁華街の安全

になって学校に目が向いてきましたね。また、子どもたちも以前は
あ
まり自己主張をするという感じではありませんでしたが、ISSという
目
標ができたことで、マスコットキャラクターを作るなど、積極性が見
え
るようになりました。ISS の目標を持って活動することで学校と地域の
距離感が縮まってきて、交流の輪が地域の中に広がってきています。

自転車利用の安全

もともとこの地域は程よい付き合いのできる環境があると思います。
最近は、保護 者の学 校行事への参 加率も高くなり、互いに顔 見知り

障害者の安全

豊島区立富士見台小学校 PTA 会長 杉山直樹さん

高齢者の安全

子どものけが・事故予防

重点課題に対応する10の対策委員会

「つかずはなれず」の居心地のいい関係

セーフコミュニティ専門委員としてスタート時か
らアドバイスをいただいている市川教授に、豊島
区の現状、5 年に1 度の再認証に向けたこれから
の取組みについて伺いました。
―現在、委員長を務めている外傷サーベイ

故対策として、介護予防教室を行なうのもそ

池袋のような繁華街を例にとると、単にトラ

ランス委員会について教えてください。

うでしょう。私は短期・中期的な成果にこだ

ブルを減らすだけでなく、暮らす人も、訪れ

●外傷サーベイランスは、地域におけるけが

わる必要はないと思っているんです。むしろ一

る人も安心して歩けるまちをつくろうとする意

の発生状況を継続的に把握する仕組みです。

般に効果があると言われる取組みを展開して

識が重要だと思います。なんとなく安心だな

いつ、どこで、どのような事故が起こっている

いく。そうすることでゆくゆくは何らかの効果

と肌で感じる
「体感治安」を向上させることが、

のかといったデータを収集、分析し、事故や

を発揮し安全・安心なまちになっていくだろう

大切です。

けがを防止するわけです。豊島区では救急搬

と考えています。今後は私たちから改善・防

―再認証を受けるためにも、コミュニティの

送のデータに基づいて、高齢者の安全、学校

止のために効果のある取組みを提案していく

力を強化していくことが必要なのでしょうね。

の安全、自殺・うつ病の予防をはじめとする

ことも考えています。

●どのくらい認知されたか数値を出すこともも

優先順位の高い10の分野を割り出しています。

―斬新な取組みを編み出すというより、一

ちろん大切ですが、結果の部分を見ていけれ

―そうしたデータの活用が、セーフコミュニ

般に効果があるとされることを続けることが大

ばいいのかなと感じています。楽しいお祭り

ティに必要とされる
「科学的根拠に基づいた実

切なんですね。

を企画すれば人が集まってきますね。と同時

践」なのですね。

●もう一つは社会的なつながりを強めることで

に危険な要因も見えてくる。そこで
「あそこが

●そのとおりです。ただし統計学的に見ると

見えてくる成果もあります。全国の飲酒運転に

危ないね」とモノが言える環境が大切です。こ

十分なデータとは言えない状況もあります。

ついてのデータを見ると、実は厳罰化される

うした活動を通じて、区役所と住民の間に、

一方で、たとえば自転車ヘルメットの着用に

前から事故は減ってきています。と言うのも、

同じ目線からまちを考える関係ができていくこ

よって子どもの頭部外傷や致死率が減ること

悲惨な事故を受け、住民の間から何とかしな

とが望ましいでしょう。認証のための活動か

はわかっています。そこでまずは着用率を上げ

ければという機運が起こってきた現状があっ

らさらに進んで、皆さんで真のセーフコミュニ

ていく。それが長期的な視点で事故の減少に

た。社会的な規範が変わることで事故は減る

ティになるためにアクションを起こしていけれ

つながれば成果になります。高齢者の転倒事

んですね。

ばよいですね。

行ってみよう！

学校の安全

「インターナショナルセーフスクール」
とは？
「学校の安全」には、校内の安全と、通学路など校外の安全の両面で取り組んでいます。
★池袋本町小学校
学区域内の安全マッ
プを作成し、危険箇
所を確認しています。

地域のセーフコミュニティ活動拠点
「区民ひろば」
区内22すべての小学校区に
「地域区民ひろば」が設置されており、10の対策委員
会と連携して、けがや事故の予防につながる様々な学習プログラムを行なっています。

インターナショナルセーフスクールとは、

お近くの区民ひろばで、プログラムに参加してみませんか？

安全な教育環境づくりを目指す学校に認め
られる国際認証です。体・心のけが、その

★としまあんぜんキャラバン隊

★ミニキッズセーフ

原因となる事故やいじめ、暴力を予防する

★朋有小学校

★認知症予防プログラム

ことで、安全で健やかな学校づくりを進め

自転車に乗る動作や交通安全ルール
を学んでいます。

ています。

手足を使った脳トレーニングを実施します。

平成24年11月に朋有小学校が区内初の
国際認証を取得しました。今年度は富士見
台小学校の認証取得と、朋有小学校の再認
証取得が決定しました。さらに仰高小学校
乳幼児のけがの
防止に役立つ情
報を発信します。

と池袋本町小学校も、来年度の認証取得に

★仰高小学校
認証取得に向けての取組みを宣言し、活動を開始しました。

★富士見台小学校
学校・保護者・地域による三世
代交通安全教室を開催しました。
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長い目でコミュニティの力を
高めていきましょう

〜続けよう 安全・安心 まちづくり〜
地域の温かい見守りをつくります

保 保育あり ※費用の記載がない事業は無料です

向けて取組みを開始しました。
紙芝居を通じ、安全な場所や危険
な場所を親子で学習します。

★障害者サポート講座
様々な障害への簡単な
手助け方法を学びます。

