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埼玉県秩父市 

 

セーフコミュニティプログラムに関する報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ名： 秩父市 

国：日本国 

コミュニティの人口：66,073 人（2015 年 1 月 1日現在） 

セーフコミュニティプログラムを開始した年：2012 年 

 

◆国際 SCN メンバーシップ： 

認証年：2015 年 

認証した認証センター：アジア認証センター 

プログラムに関する情報が得られるウェブサイトの有無：いいえ はい（以下の URL を参照） 

 http://www.city.chichibu.lg.jp/1102.html 

◆詳細に関する問い合わせ： 

名前：宮前 房男 

組織：秩父市総務部危機管理課  

住所： 埼玉県秩父市熊木町 8-15 

郵便番号：368-8686 

自治体名：秩父市 

国名：日本国 

電話番号（国番号を含む）  +81-494-22-2206 

ファックス：+81-494-22-1363 

メールアドレス：kiki@city.chichibu.lg.jp 

コミュニティや組織の情報を得られるウェブサイトの有無：いいえ はい（以下の URL を参照） 

http://www.city.chichibu.lg.jp/ 
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◆年齢ごと  

   ★…対策委員会の取組み 

 

子ども（0-14 歳） 

家庭： 

★ケガ予防パンフレット作成、配布 

・乳幼児健診 

★リズム遊び（体操）の普及（Ｄ） 

・子どもの発達支援巡回 

・健康相談 

・ＤＶ相談 

 

交通： 

   ★交通安全教室の実施 

   ・地域安全点検 

   ・安全マップの作成 

   ★ISS 地区へゾーン３０導入 

   ・スケアードストレイト研修の実施 

   ・ヘルメットの着用促進 

   ・自転車通学者全員にヘルメット貸与 

   ★交通事故防止キャンペーン（Ａ） 

 

学校： 

   ・ISS 委員会の設置 

   ★学校内ケガマップの作成 
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   ・学校施設の安全点検 

   ★部活動での安全対策 

   ・学童下校時の見守り活動 

   ・学童下校時の交通指導 

   ・防犯ブザーの配布 

   ・ヘルメットの着用促進 

   ・避難訓練 

 

スポーツ： 

・スポーツ講演会の実施 

・子供向け水泳教室 

・AED 講習会 

・熱中症予防講習会 

 

余暇： 

・スポーツ講演会の実施 

・子供向け水泳教室 

・AED 講習会 

・熱中症予防講習会 

・公園安全点検 

    

若者 15-24 歳： 

 

家庭： 

   ・医療、生活支援相談 

   ・糖尿病教室 

   ・障害者相談 

   ・民生委員の活動 

   ・ＤＶ相談 

   ・健康相談 

 

交通： 

   ★交通安全教室の実施 

   ・地域安全点検 

   ・安全マップの作成 

   ★ISS 地区へゾーン３０導入 

   ・シートベルトの着用促進 
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   ★交通事故防止キャンペーン（Ａ） 

   ★注意看板の設置 

   ・飲酒運転撲滅運動 

 

職場： 

   ・障害者就労支援 

   ・労働災害防止運動 

   ・メンタルヘルス相談 

   ・労働安全運動 

   ・労務年金相談 

   ・女性相談 

 

学校： 

   ・ＰＴＡ活動 

   ・救急、ＡＥＤ講習会 

   ・自転車安全教室 

   ★スマホ利用のルール作り 

   ・教員研修 

   ・スクールガード 

 

スポーツ： 

   ・ＡＥＤ講習会 

   ・救急救命講習会 

   ・施設の安全点検 

   ・スポーツ講演会 

 

余暇： 

   ・ＡＥＤ講習会 

   ・救急救命講習会 

   ・施設の安全点検 

 

成人 25-64 歳 

 

家庭： 

   ・医療・生活支援相談 

   ・糖尿病教室 

   ・障害者相談 
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   ・民生委員の活動 

   ・ＤＶ相談 

   ・健康相談 

 

交通： 

   ・交通安全運動 

   ・飲酒運転撲滅運動 

   ★交通事故防止キャンペーン（Ａ） 

   ・警察による安全指導 

   ・運転免許更新時の講習 

   ★注意看板の設置 

  

職場： 

   ・障害者就労支援 

   ・労働災害防止 

   ・メンタルヘルス相談 

   ・労働安全運動 

   ・労務年金相談 

   ・女性相談 

 

スポーツ： 

   ・ＡＥＤ講習会 

   ・救急救命講習会 

   ・施設の安全点検 

 

余暇： 

・ＡＥＤ講習会 

   ・救急救命講習会 

   ・施設の安全点検 

 

高齢者 65 歳以上： 

 

家庭： 

   ★茶トレ（筋力アップ体操）の普及（Ｃ） 

   ★高齢者見守り事業 

   ・ＤＶ相談 

   ・健康相談 
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   ★転倒予防リーフレットの作成、配布 

   ・要援護者支援制度 

   ・敬老会 

   ・障害者相談 

   ・一人暮らし高齢者家庭調査 

   ★ふれあい訪問（Ｂ） 

 

交通： 

   ★高齢者向け交通安全教室 

   ・交通安全運動 

   ・飲酒運転撲滅運動 

   ★交通事故防止キャンペーン（Ａ） 

   ・地域安全点検の実施 

   ★プロドライバーに対するアンケート 

   ・シルバードライバーズドッグ 

    

スポーツ： 

   ・ＡＥＤ講習会 

   ・救急救命講習会 

 

余暇： 

   ・ＡＥＤ講習会 

   ・救急救命講習会 

 

◆自然災害： 

   ★自主防災組織の育成 

   ★自主防災リーダー養成講座の開催 

   ★防犯、防災情報メール配信 

   ★自主防災訓練（Ｆ） 

   ・災害対応マニュアルの作成、配布 

   ★要援護者支援制度への登録 

   ・保育所、学校等での避難訓練 

   ・防災行政無線の運用 

   ★災害情報フェイスブックの開設 

   ★地域ボランティアへの参加啓発 

   ★関係団体連絡会議の実施 
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◆その他： 

   ・市窓口での事故防止啓発チラシの配布 

   ★サイクルステーションの設置 

   ・自転車専用レーンの設置 

   ★登山届のオンライン登録の推進 

   ★サイクリングマップに事故注意の記載 

   ・ＡＥＤマップの作成 

   ★自転車安全ポイントの増設、周知 

   ★防犯パトロール（Ｅ） 

   ★鍵かけ運動 

 

◆暴力予防（意図的傷害）： 

   ・児童虐待防止講習会 

   ・暴力排除活動 

   ・高齢者虐待相談 

   ・ＤＶ相談 

   ・暴力相談 

   ・秩父市暴力団排除条例の制定 

    

◆自殺予防（自傷）： 

   ★自殺予防講演会 

   ★こころの相談 

   ★橋への自殺予防啓発看板設置 

   ★ホットスポット研修会 

   ★ゲートキーパーの養成 

   ★自殺予防啓発チラシ作成 

   ・秩父地域自殺予防フォーラム開催 

   ・自殺予防連絡協議会の設置 

 

◆ハイリスクグループに対する取組：  

ハイリスクグループは： 

 低所得層 

   ・生活保護制度の活用 

   ・多重債務の相談 

 

 虐待を受ける女性・男性・子ども 

   ・高齢者虐待相談 
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   ・子育て悩み相談 

   ・女性相談 

   ・ＤＶ相談 

 

 精神的疾患・発達障害及び他の障害を有する人 

   ・障害者相談 

   ★要援護者支援制度 

   ・障害者就労支援 

    

自然災害において外傷リスクのある人 

   ★災害時要援護者登録台帳の整備 

   ★特定疾患患者の個別カード作成 

   ・土砂災害危険マップの作成 

 

◆外傷サーベイランス： 

      秩父市は、各関係機関から提供された人口動態統計・救急搬送データ等の既存の統計データを収

集し、外傷発生動向を把握している。 

 

年間件数 :  48 件（人口動態統計データ 2006 年～2012 年の 7年間の外因による死亡者数の平均） 

779 件（救急搬送データ 2008 年～2013 年の 6年間の救急搬送された人数の平均） 

人口基盤 : 66,073 人（2015 年 1 月 1日現在） 

開始年  :  2012 年 

 

◆出版:   

市報ちちぶ 

山田省吾『犯罪被害を防ぐ地域の担い手 セーフコミュニティによる世界基準の民官連携の取り組み』

季刊 「現代警察」146 

 

◆スタッフ   

 

人数     : ６人 
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職業     : 秩父市職員 

非常勤か常勤か: 常勤６人 

正規雇用   : ６人 

非正規雇用  : ０人 

 

◆組織: 

安全向上のための特定の分野横断的組織： 

   秩父市セーフコミュニティ推進協議会 

   秩父市セーフコミュニティ対策委員会 

   秩父市セーフコミュニティ外傷サーベイランス委員会 

一般的公衆衛生・健康増進のグループ： 

   秩父市市民生活課・高齢者介護課・生活衛生課・保健センター 

秩父保健所 

 

◆国際的コミットメント： 

2012年11月 第6回アジア地域セーフコミュニティ会議（豊島区） 

2014年５月 第7回アジア地域セーフコミュニティ会議（韓国釜山市） 

 


