
セーフコミュニティでは、事故などに
よる死傷者を

減らすことが主な目的と聞きました
が、豊島区内で、

年間どれくらいの方が事故で亡くな
っているのですか。Q1

昨日まで元気だった人が突然の事故
で亡くなってしまうのは、

心の準備もないだけにやりきれませ
んね。

区の「不慮の事故」は全国や東京都
と比べて多いのですか。Q2

死亡はもちろん、その背景にある数
多くの「けが」や「ヒヤリ体験」を

分析することが予防活動のポイント
となりそうですね。

死亡、けが、ヒヤリ体験の全体像につ
いて教えてください。Q4

死亡事故を防ぐには、まず、「けが」
を予防

することが大切だと思いますが、「け
が」に

ついては、どのような状況ですか。
Q3

■問文化財係☎3981－1190

みんなで守り伝えよう豊島区の文化財！
11月1日～７日は、文化財保護強調週間です。日頃から身近にある文化財を大切にするよう、心がけましょう。
豊島区では、昭和61年に文化財保護条例を制定し、地域の歴史や文化、昔の人々の生活の様子がわかる貴重な文化財の
保護に、積極的に取り組んでいます。平成22年10月現在、区指定文化財は13件、区登録文化財は324件にのぼります。次
の世代に残すべき貴重な文化財として、その保護と普及に努めています。　

●演出…ごまのはえ　　　　●料金…3,800円
●振付…坂本公成
●出演…桂文我ほか
京都を拠点に活躍する若手芸術家たちによるチェー
ホフ短編の新演出公演。さらに上方落語・桂文我と
のコラボレーションによる新食感チェーホフ。

雑司が谷村絵図（個人蔵）

正保国絵図（しょうほうくにえず）
〈豊島郡〉（部分、国立公文書館蔵）
パネル展示

チェーホフ生誕150周年チェーホフ生誕150周年

パフォーミング・アーツカンパニー「ニブ
ロール」主宰であり、振付家・劇作家・演出
家として、多方面から注目を集める矢内原 
美邦。チェーホフの名作戯曲「桜の園」を、
ダンス作品で表現。
１００年前も現在も変わらない、人間の本
質。演劇では表現できなかった、誰もみた
ことがないチェーホフをご覧ください。
●開演時間…
12月10日…午後7時30分、11日…午後3
時／午後7時30分、12日…午後3時
●料金…区民割引／3,500円、一般／
3,800円、学生／3,000円（当日はすべて
4,500円）※全席指定。
●チケット取り扱い…あうるすぽっとチ
ケットコール☎5391－0516　としまみら
いチケットセンター☎3590－5321

MODE「かもめ」
10月27日㈬～31日㈰

あうるすぽっと
＋京都府立文化芸術会館
＋ニットキャップシアター
＋モノクロームサーカス
共同プロデュース

12月17日㈮～18日㈯

あうるすぽっとプロデュース　
矢内原美邦ダンス公演「桜の園～いちご新聞から～」
12月10日㈮～12日㈰
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シリーズ3 挑戦！挑戦！世界
認証に
日本一安全・安心なとしまへ　
セーフコミュニティとはＷＨＯ（世界保健機関）が推進する、けが・事
故の予防に重点を置いた、生活の安全と健康の質を高めるまちづく
りのことです。区では平成24年度の認証取得を目指しています。
■問セーフコミュニティ担当　☎3981－1782

Ａ　毎年約60人（過去5年間の平
均）が「不慮の事故」で亡くなり、その
うち交通事故は約7人です。
　「不慮の事故」による死亡数は、身
体機能の低下もあり、高齢になるほど
多くなっています。その原因は、転倒
や風呂等での溺死、窒息などで、ほと
んどが室内で発生しています。
　子どもから30歳台までは、死亡数
そのものは少ないですが、死亡原因
の1位、または2位は「不慮の事故」で
あり、「事故」や「けが」の予防は、全
年齢に共通の課題となっています。

Ａ　過去10年間を人口10万人当たり
で比較すると、ここ数年では20～25人の
あいだで推移しています。その水準は、
全国平均よりは低いですが、東京都平均
よりも高くなっています。

Ａ　死亡統計と区民アンケート調査を組み合わせて推計すると、
1件の死亡に対して、入院はその約70倍、通院は約350倍、そして
その背景には約500倍もの「ヒヤリ体験」があることになります。
　これを18歳以上の区民全体に換算すると、不慮の事故による死
亡数は年間58件程度ですが、その背景には約2万4千件もの「け
が」、そして約3万件もの「ヒヤリ体験」があることになります。
　セーフコミュニティでは、 こうした「ヒヤリ体験」にも焦点をあ
て、効果的な予防活動を展開していきます。
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江戸時代の武蔵国豊島郡を構成していた100ヵ村余のうち、30ヵ
村程度を対象とした村絵図20点余を展示し、解説を加えています。
23区のうち、板橋・練馬・豊島・北・荒川・台東・文京・新宿・渋谷・港の
10区にまたがる、江戸時代の豊島郡域の広大なひろがりを、現在
の景観写真や地図と見比べながら体感してください。

12月12日㈰まで　午前9時～午後4時30分
※月曜日と11月3・21・23日は休館■問当館☎3980－2351

●企画展みどころ解説
10月31日㈰、12月11日㈯　午後２～３時◇当日直接展示室へ。

10月30日～11月7日、都内の国指定および都指定の
文化財が、文化財所有者により一般公開されます。
◇主催／東京都教育委員会

『新版豊島区史跡めぐり－豊島区文化財マップ－』を使い、区内の文
化財をめぐります。

■申往復はがき（7面下部
記入例参照）で、11月10
日までに「教育総務課文
化財係」（あて先3面上
部欄外参照）へ※応募
者多数の場合は抽選。
★その他、郷土資料館・
雑司が谷旧宣教師館で
も企画事業を開催。

東京文化財ウィーク公開事業 文化財ウィーク企画事業「豊島区史跡めぐり」（全２回）

区内の公開文化財
［都指定有形文化財］
●法明寺　子母神堂
●板絵着色大森彦七図（絵馬）
●板絵着色三人静白拍子図（絵馬）
●旧マッケーレブ邸（区立雑司が谷旧宣教師館）

［都指定天然記念物］
●雑司が谷　子母神のイチョウ
●　子母神大門ケヤキ並木

［国指定重要文化財］
●自由学園明日館（見学は有料）

午前10時～正午　現地集合・解散
◇全2回とも参加できる方◇20名
◇200円（保険料・資料代。交通費は自己負担）

●11月20日㈯　西巣鴨コース ●11月27日㈯　長崎コース

「チェーホフの女たち
　　チェーホフと俳優座」
11月3日㈷　午後2時開演

チェーホフ戯曲を数多く上演してきた
俳優座が贈る朗読会。出演は大塚道子、
岩崎 加根子ほか。

「チェーホフの御座舞
～『結婚申込』・『結婚披露宴』
・『三人姉妹』～」

お　 ざ   ぶ

■問あうるすぽっと☎5391－0751(東池袋4-5-2　2階)
※各公演の時間、料金などはホームページ■HP http://www.owlspot.jp参照。

演出家・松本 修自ら公演ごとにキャストを集めプロデュースする「MODE」。
その創作の原点とも言える作品。

●構成・演出…松本 修
●出演…大崎 由利子ほか

●料金…4,500円

『あーなったら、こうならない』矢内原美邦ダンス公演

矢内原美邦

桂文我

　子母神大門
ケヤキ並木▶

あうるすぽっとチェーホフフェスティバル2010

撮影：聡明堂

不慮の事故による死亡、けがの全体像（推計）

ヒヤリ体験29,700人
（死亡の約500倍）

通院20,240人
（死亡の約350倍）

「
け
が
」

入院3,960人
（死亡の約70倍）

死亡58人

「けが」をして、医療機関に入院した事がある（むらさき）

「けが」をして、医療機関に通院した事がある（きみどり）

「けが」をしなかったが、一歩間違えば大きな「けが」や
「事故」になったような「ヒヤリ体験」がある（オレンジ）
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東池袋の劇場「あうるすぽっと」では、ロシアを代
表する作家、アントン・チェーホフ生誕150年を記
念したフェスティバルを開催中。
お芝居、ダンス、落語など、アーティストたちが、自
由な発想で「チェーホフの世界にインスパイア」
された作品を上演します。

※人口動態統計より
　人数は人口10万人あたりの
　「不慮の事故」による死亡者数
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（％）「けが」や「ヒヤリ体験」の状況

※「平成22年度　協働のまちづくりに関する区民意識調査」
18歳以上の5,000人を無作為抽出、回収率40.8%

Ａ　「けが」の発生については、全体を把
握する統計がないため、今年6月に区民アン
ケート調査（※）を行ないました。その結

果、9人に1人が最近1年間に「けが」で医療機関に入
院・通院したことがあり、70歳以上ではその割合が7
人に1人へと高くなっていることが分かりました。
　また、これ以外にも約14％が、一歩間違えば大き
な「けが」や「事故」になったような「ヒヤリ体験」を
していることも分かりました。
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