
平成 30 年度第１回生活安全協議会及び 

第 21 回セーフコミュニティ推進協議会 会議録 

会議体の名称 第２１回セーフコミュニティ推進協議会（平成３０年度第１回生活安全協議会） 

事務局 （担当課 ） 企画課（セーフコミュニティ推進グループ）・防災危機管理課（治安対策グループ） 

開催日時 平成３０年６月１４日（木）   １４時 ～１５時３０分 

開催場所 区役所５階  ５０７～５１０会議室 

議題 １ 開会 

２ 平成２９年度安全安心に向けた取組み結果について 

３ セーフコミュニティの今後の取組みについて 

（１）子どものけが・事故予防対策委員会 

（２）高齢者の安全対策委員会 

（３）障害者の安全対策委員会 

（４）自転車利用の安全対策委員会 

（５）繁華街の安全対策委員会 

（６）地域区民ひろば 

４ インターナショナル・セーフスクールの取組みについて 

５ 質疑応答 

６ 警察署長挨拶 

７ 閉会 

出席者 

(順不同、敬称略) 

※所属・氏名を記入

【区内団体】

池袋西地区環境浄化推進委員会委員長  外山 克己

池袋西口駅前環境浄化推進委員会委員長 加藤 竹司

池袋東口駅前環境浄化推進委員会委員長 服部 洋司

大塚駅前環境浄化推進委員会委員長 菊池 章二

豊島区観光協会名誉会長 齊木 勝好

豊島区池袋食品衛生協会会長 岩堀 親彌

豊島マンション連絡協議会会長 中川 正文

巣鴨防犯協会会長 吉井 公明

池袋防犯協会会長 岡部 俊夫

目白防犯協会会長 森田 晴久

池袋母性協会会長 波多野 まつ江

池袋組織犯罪根絶協会会長 菅澤 省吾

目白母の会会長 田島 芳子

豊島消防団団長 瀧澤 光雄

豊島消防少年団団長 鈴木 謙二

池袋消防少年団団長 西野 浩通

豊島区町会連合会会長（ＮＰＯ法人池本ひろば理事長） 田中 幸一郎



豊島区町会連合会副会長（第１地区） 照内 義雄

豊島区町会連合会副会長（第２地区） 岡部 俊夫

豊島区町会連合会副会長（第４地区） 田島 正男

豊島区町会連合会副会長（第６地区） 池田 好雄

豊島区町会連合会副会長（第７地区） 田中 英治

豊島区町会連合会副会長（第８地区） 市川 幸雄

豊島区町会連合会副会長（第１０地区） 片桐 昌英

NPO 法人富士見台ひろば理事長 足立菊保

NPO 法人おおきな木理事長 直井 浩

区民ひろば仰高運営協議会会長 関根 春夫

豊島区商店街連合会会長 足立 勲

池袋西口商店街連合会会長 谷口 政隆

東京商工会議所豊島支部会長（代理） 中條 智司

豊島産業協会会長（代理）井本 健司

豊島区体育協会会長 服部 浩久

豊島区ラジオ体操連盟会会長 岡 威典

豊島区スポーツ推進委員協議会会長 寺門 孝史

大正大学 地域構想研究所事務部部長（代理）君島 菜菜

帝京平成大学池袋キャンパス総務課課長（代理） 山下 進

東京音楽大学 事務局長 原山 耕造

立教学院 学院本部 総務部主幹 鈴木 良彦

川村学園女子大学事務部課長 津野 宏之

豊島区高齢者クラブ連合会会長 外山 克己

豊島区障害者団体連合会会長 礒崎 たか子

東京都豊島区医師会会長 髙橋 清輝

豊島区保護司会会長 髙埜 秀典

豊島区青少年育成委員会連合会会長（代理） 佐藤 正敏

元日本ボーイスカウト豊島地区協議会会長 青木  輝彦

東京都宅地建物取引業協会豊島区支部支部長 山口 利昭

東京都宅地建物取引業協会豊島区支部社会貢献委員長 藤岡 千之

東京都建築士事務所協会豊島支部支部長 織本 真一郎

全日本不動産協会豊島文京支部長（代理） 端 厚

巣鴨交通安全協会会長 伊東 勝利 

池袋交通安全協会会長 山本 曻 

目白交通安全協会会長 織本 眞一郎 

巣鴨交通少年団団長 西脇 明 

目白交通少年団団長 横田 喜廣 

豊島区立中学校ＰＴＡ連合会会長代理 石橋 正史 

豊島区地区青少年育成委員会会長（第５地区） 吉田 郁子 



豊島区地区青少年育成委員会会長（第６地区） 根岸 幸子 

豊島区地区青少年育成委員会会長（第７地区） 白熊 千鶴子 

豊島区地区青少年育成委員会会長（第９地区） 中島 留美子 

豊島区地区青少年育成委員会会長（第１１地区） 山本 道子 

区民ひろば池袋運営協議会会長 古山 多美子 

ＮＰＯ法人ひろばさくら理事長 本山 美子 

池袋四丁目町会会長 平田 光子 

豊島区肢体不自由児者を育てる会役員 京谷 光子 

目白地域交通安全活動推進委員協議会会長 唐澤 和子 

豊島女性会会長 玉川 洋子 

NPO 法人豊島子ども WAKUWAKU ネットワーク理事長 栗林 知絵子 

豊島区立小学校校長会（目白小学校校長） 宮澤 晴彦 

豊島区立中学校校長会(巣鴨北中学校校長） 平本 浩実 

公募委員（池袋四丁目町会 会長） 平田 光子 

公募委員（ｻﾝｼｬｲﾝ中央通り商栄会 会長） 宇田 みさ保 

公募委員（ｻﾝｼｬｲﾝ中央通り商栄会） 大辻 栄子 

公募委員（NPO 法人 東京都ｾｷｭﾘﾃｨ促進協力会） 佐藤 小夜子 

公募委員（関東警報機株式会社) 勝 ありさ 

公募委員（株式会社セキュリティハウス営業一課長）立川 彩理 

公募委員（シンテイトラスト株式会社）藤崎 優子 

公募委員（株式会社日本ロックサービス）赤松 誠子 

公募委員（株式会社 響 ）大島 和子 

生活安全協議会公募委員 柴田 泰孝 

【官公庁】

警視庁巣鴨警察署長 木村 晋也

警視庁池袋警察署長 岡谷 晃治

警視庁目白警察署長（代理） 森下 宏光

東京消防庁豊島消防署長 髙橋 直人

東京消防庁池袋消防署長 野村 功嗣

東京都第四建設事務所長（代理） 金子 安秀

豊島区民社会福祉協議会事務局長 佐藤 正俊 

【区】

区長 高野 之夫

副区長 齊藤 雅人

副区長 宿本 尚吾

教育長 三田 一則

政策経営部長 金子 智雄

総務部長 天貝 勝己

危機管理監 今浦 勇紀



区民部長 佐藤 和彦

文化商工部長 齋藤 明

清掃環境部長 兒玉 辰哉

保健福祉部長 常松 洋介

健康担当部長 樫原 猛

池袋保健所長 佐藤 壽志子

子ども家庭部長 高田 秀和

都市整備部長 奥島 正信

土木担当部長 宮川 勝之

地域まちづくり担当部長 野島 修

教育部長 城山 佳胤

セーフスクール認証校（仰高小学校） 新井 裕

セーフスクール認証校（富士見台小学校） 渡邉 和子

セーフコミュニティ推進室長 澤田 健

治安対策担当課長 秋山 徹

提出資料 １ 生活安全協議会 全体会（繁華街の安全対策委員会）

２ セーフコミュニティの今後の取組みについて

３ インターナショナル・セーフスクール「認証」から「再認証」への取組み

４ 委員名簿

議事要旨 １ 開会 

  新委員紹介 

警視庁巣鴨警察署長  木村晋也様  

警視庁目白警察署長  渡邊清隆 様 

（代理）同署生活安全課長 森下宏光様 

東京消防庁池袋消防署長  野村功嗣様 

豊島区立小学校校長会会長  宮澤晴彦様 

豊島区立中学校校長会会長  平本浩実様 

東京都第四建設事務所所長  原田和夫様 

（代理）同事務所副所長  金子安秀様 

豊島区立小学校ＰＴＡ連合会会長  野間口雄三様（ご欠席） 

豊島区町会連合会第６地区副会長  池田好雄様 

池袋消防団団長  清水正博様 

豊島消防団団長  滝澤光雄様 

東京巣鴨ライオンズクラブ 会長 名取顕一様 

東京建築士事務所協会豊島支部長  織本真一郎様 

池袋四丁目町会会長  平田光子様 

サンシャイン中央通り商栄会会長 宇田みさ保様 

サンシャイン中央通り商栄会 大辻栄子様 



ＮＰＯ法人 東京都セキュリティ促進協力会 佐藤小夜子様 

関東警報器株式会社 勝ありさ様 

株式会社セキュリティハウス 立川彩理様 

シンテイトラスト株式会社 藤崎優子様 

株式会社日本ロックサービス 赤松誠子様 

株式会社 響 大島和子様 

 池袋防犯協会会長 岡部俊夫様

帝京平成大学 池袋キャンパス総務課長  江川猛様

(代理) 同総務係長 山下進様

立教学院 学院本部 総務部主幹 鈴木 良彦様

東京都宅地建物取引業協会豊島区支部社会貢献委員長 藤岡千之様

  豊島区地区青少年育成委員会会長(第 5 地区)  吉田郁子様 

豊島区地区青少年育成委員会会長(第 6 地区)  根岸幸子様

豊島区地区青少年育成委員会会長(第 7 地区)  白熊千鶴子様

豊島区地区青少年育成委員会会長(第 9 地区)   中島留美子様

豊島区地区青少年育成委員会会長(第 11 地区) 山本道子様

豊島区体育協会会長 服部浩久様 

区民ひろば池袋運営協議会会長  古山多美子様

ＮＰＯ法人ひろばさくら理事長  本山美子様

豊島区肢体不自由児者を育てる会役員  京谷光子様

目白地域交通安全活動推進委員協議会会長  唐澤和子様

豊島女性会会長  玉川洋子様

NPO 法人豊島子ども WAKUWAKU ネットワーク理事長 栗林知絵子様

東京都児童相談センター相談援助課長  石塚健一様 

豊島区民社会福祉協議会事務局長 佐藤正俊様

豊島区立池袋第一小学校 高橋慎二様

豊島区立高南小学校 高木康子様

豊島区立清和小学校 坂本晃治様

高野区長あいさつ 

今回新たに委員になられた方には女性委員も多く含まれている。 

豊島区は、平成２４年に日本で５番目、都内で初めてセーフコミュニティ

の国際認証を受け、本年２月には再認証を取得した。再認証の取得にあた

り、お力添えをいただいた皆様に厚く御礼申し上げる。 

再認証に至るまでの５年の間、「共働き子育てしやすい街ランキング」で

１位を取るなど選ばれる街に変わってきている。 

２０１９年には東アジア文化都市事業、２０２０年にはオリンピック・パ

ラリンピックが開催される。 

文化都市に向けて、皆様とともにセーフコミュニティの取組みを進めてい



く。引き続きのお力添え、ご協力をお願いし、挨拶とさせていただく。 

２ 安全安心に向けた取り組みについて 

    説明：治安対策担当課長 

３ セーフコミュニティの今後の取り組みについて 

   説明：セーフコミュニティ推進室長 

（１）子どものけが・事故予防対策委員会について 

   説明：子ども家庭部長 

（２）高齢者の安全対策委員会について 

   説明：保健福祉部長 

（３）障害者の安全対策委員会について 

   説明：保健福祉部長 

（４）自転車利用の安全対策委員会 

   説明：土木担当部長 

（５）繁華街の安全対策委員会 

   説明：危機管理監 

４ インターナショナル・セーフスクールの取組みについて 

    説明：富士見台小学校校長 

５ 質疑応答 

（齊木委員） 

これからは外国人対応が重要になる。区民の１割が外国人であるという話

があったが、観光客も激増している現在、ほとんどの対策委員会で対策を

考えなければいけないし、新しい対策委員会を立ち上げることも検討した

方がよい。外国人が増えるほど、犯罪が増えることが懸念される。国際都

市を目指すのであれば、警察とも協議をしながら、外国人対応をもっと検

討する必要がある。 

（セーフコミュニティ推進担当課長） 

対策委員会のあり方も含め、今後検討していく。 



（池袋警察署長） 

取り締まり強化により、平成１８年をピークとして、外国人の凶悪犯罪は

減少しているが、近年は微増傾向にある。外国人による凶悪犯罪は、不法

滞在や偽装による滞在によるものが大きい。警察としてはそのような不

法・偽装による侵入に対する規制を強化し、善良な外国の方々には多く豊

島区を訪れていただけるよう、区の皆さまと協力して取り組んでいきたい。

（外山委員） 

高齢者の事故が増えているのは、高齢者の体力が衰えていることが大きな

原因である。そのため、としまる体操を進めていきたい。ただ高齢者は、

体力をつけるという段階になるまでとしまる体操を覚えるのに時間がかか

る。ラジオ体操のように、音楽がかからずともできるというところまで普

及すれば、体力増強にもつながる。家庭内で映像を見ながら体操できるよ

うにするなど、積極的に手を尽くしていただきたい。 

（文化商工部長） 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京都で新しい

ラジオ体操を企画している。高齢者の健康も含め、普及させていく。方法

としては、区民の皆さまに出演していただいてビデオを撮影し、YouTube

で配信することを計画している。 

（区長） 

２３区の中で１番に作成しようと考えている。 

（外山委員） 

いろんな団体でいろんな体操があるので、東京都のラジオ体操も見せてい

ただき、高齢者の体力向上に役立つと思われるものを進めていきたい。 

（富士見台小学校校長） 

理学療法士と相談し、「安全体つくり体操」を作成した。日常化できるよう

にしていきたい。椅子に座ってでもできるようアレンジしたものを作る予

定である。 

（田中委員） 

明日６月１５日に民泊法が施行されるが、いま違法民泊が多く、環境や防

犯の面で問題が多い。これからオリンピックに向けて、外国人を含め多く

の利用者が見込まれるため、違法民泊への取り締まりを強化してほしい。



（池袋保健所長） 

明日の施行で罰則が強化されるため、多くの届け出を受けている。今後、

違法民泊については、警察の方々と連携しながら、摘発に努めていく。 

６ 巣鴨警察署長挨拶 

７ 閉会 


