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埼玉県北本市 

 

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： 北本市 

国：日本国 

コミュニティの人口：68,682 人（2014 年 11 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： 

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.kitamoto.saitama.jp/safecom/index.htm 

◆詳細に関する問い合わせ： 

名前：磯野 治司 

組織：北本市総合政策部協働推進課  

住所： 埼玉県北本市本町１－１１１ 

郵便番号：３６４－８６３３ 

自治体名：北本市 

国名：日本国 

電話番号（国番号を含む）  +８１－４８－５９１－１１１１ 

ファックス：+８１－４８－５９２－５９９７ 

メールアドレス： 

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.kitamoto.saitama.jp/index.shtml 
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◆プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆年齢別  

子ども（0-14 歳） 

家庭： 

・家庭訪問 

   ・乳幼児育児相談 

   ・医療機関ガイドの作成 

・「健康一口メモ」の作成 

 

交通： 

・交通安全親子教室 

   ・ゾーン３０等の整備 

   ・交通安全街頭キャンペーン 

   ・交通安全子ども広場の設置 

    

学校： 

   ・園内危険箇所の確認 

   ・登下校の安全見守り 

   ・防犯カメラの設置 

   ・北本市内巡視活動 

   ・町内・地域パトロール/学童の登下校の見守り 

   ・通学路の安全点検 
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スポーツ： 

・スポーツ指導者の育成指導 

・スポーツ・レクリエーション等の行事における事故防止通知 

・スポーツ活動時の安全確保 

・スポーツ事故の防止対策 

 

余暇： 

   ・野外活動における取組み 

   ・スポーツ指導者の育成指導 

   ・スポーツ・レクリエーション等の行事における事故防止通知 

   ・スポーツ活動時の安全確保 

   ・スポーツ事故の防止対策 

 

若者 15-24 歳： 

家庭： 

   ・医療機関ガイドの作成 

     ・健康一口メモ 

   ・ふれあい親子支援事業 

   ・DV 相談・女性相談 

   ・地域の相談・支援業務 

    

交通： 

・ゾーン３０等の整備 

・交通安全街頭キャンペーン 

   ・街灯、カーブミラーの点検・修理・設置 

   ・交通安全教室 

    

職場： 

   ・労働災害予防啓発の講演会 

   ・鴻巣地区協議会安全大会 

   ・農作業における安全に関する広報活動 

   ・各事業所・及び地域からの交通事故防止活動 

 

学校： 

   ・PTA 防犯・安全指導 

   ・北本市内巡視活動 
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   ・町内・地域パトロール 

   ・登下校時駅前校外指導 

   ・登校指導 

 

スポーツ： 

   ・スポーツ・レクリエーション等の行事における事故防止の通知 

   ・スポーツ活動時の安全確保 

   ・スポーツ事故の防止対策 

   ・スポーツ指導者の育成指導 

 

余暇： 

   ・野外活動における取組み 

   ・スポーツ指導者の育成指導 

   ・スポーツ・レクリエーション等の行事における事故防止通知 

   ・スポーツ活動時の安全確保 

   ・スポーツ事故の防止対策 

 

成人 25-64 歳 

家庭： 

   ・医療機関ガイドの作成 

・「健康一口メモ」の作成 

   ・ふれあい親子支援事業 

   ・DV 相談・女性相談 

   ・地域の相談・支援事業 

 

交通： 

   ・街灯、カーブミラーの点検・修理・設置 

   ・各種講習会受講及び講習 

   ・交通安全街頭キャンペーン 

   ・交通安全親子教室 

   ・交通安全・防犯のつどい  

   ・交通事故防止 

   ・広報車による交通安全啓発活動 

   ・PTA 会員向け自転車運転免許講習会 
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職場： 

   ・労働災害予防啓発の講演会 

   ・鴻巣地区協議会安全大会 

   ・農作業における安全に関する広報活動 

   ・各事業所・及び地域からの交通事故防止活動 

 

スポーツ： 

   ・スポーツ・レクリエーションに等の行事における事故防止通知 

   ・スポーツ事故の防止対策 

   ・スポーツ指導者の育成指導 

   ・スポーツ活動時の安全確保 

 

余暇： 

   ・野外活動における取組み 

   ・スポーツ指導者の育成指導 

   ・スポーツ・レクリエーション等の行事における事故防止通知 

   ・スポーツ活動時の安全確保 

   ・スポーツ事故の防止対策 

 

高齢者 65 歳以上： 

家庭： 

   ・介護者のつどい 

   ・介護予防の会 

   ・介護予防普及啓発事業 

   ・北本市高齢者見守りネットワーク 

   ・高齢者虐待相談 

   ・高齢者学級 

 

交通： 

   ・広報車による交通安全啓発活動 

   ・女性・高齢者の自動車事故の防止及び実技の向上 

   ・ゾーン３０等の整備 

   ・交通安全街頭キャンペーン 

   ・街灯、カーブミラーの点検・修理・設置 

   ・交通安全教室 
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スポーツ： 

   ・スポーツレクリエーション等の行事における事故防止の通知 

   ・スポーツ事故の防止対策 

   ・スポーツ指導者の育成指導 

   ・スポーツ活動時の安全確保 

 

余暇： 

   ・野外活動における取組み 

   ・スポーツ指導者の育成指導 

   ・スポーツ・レクリエーション等の行事における事故防止通知 

   ・スポーツ活動時の安全確保 

   ・スポーツ事故の防止対策 

 

◆自然災害： 

   ・e 防メール配信 

   ・北本市との防災協定の締結 

   ・災害拠点病院としての機能強化 

   ・災害時の炊き出し等の実行 

   ・災害時要支援者リストの作成 

   ・自主災害組織防災訓練 

   ・耐震診断と改修の促進 

 

◆その他： 

   ・青色回転灯装備車両による自主防犯パトロール 

   ・公園遊具等の点検 

   ・広報紙及びホームページを通じた啓発 

   ・自転車・オートバイ等の乗り物窃盗の未然犯罪防止 

   ・バリアフリー・ユニバーサルデザインの採用 

 

◆暴力予防（意図的傷害）： 

   ・児童虐待防止対策 

   ・暴力団対策 

    

◆自殺予防（自傷）： 

   ・自殺対策 

   ・ゲートキーパーの養成 

   ・こころの健康相談 
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◆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 

   ・就学援助制度の活用 

 

 虐待を受ける女性・男性・子ども 

   ・女性相談を設置 

   ・高齢者虐待相談を設置 

   ・ふれあい親子支援事業 

 

 精神的疾患・発達障害及び他の障害を有する人 

   ・身体障害の舗装具の支給 

   ・視覚障害者ガイドヘルパーの派遣 

   ・一時預かり、送迎、外出の介助等の生活サポート 

   ・日常生活用具の給付、貸与による支援 

 

 自然災害において外傷リスクにある人 

   ・災害発生時における要支援者リストを作成 

 

◆外傷サーベイランス： 

北本市は、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 :  32 件（人口動態統計データ 2008 年～2012 年の 5年間の平均） 

638 件（救急搬送データ 2008 年～2012 年の 5年間の平均） 

人口基盤 : 68,682 人（2014 年 11 月 1 日現在） 

開始年  :  2012 年 

 

◆出版:  

広報きたもと 

市が毎月市民向けに発行している「広報きたもと」にセーフコミュニティの特集欄をもうけセーフコ

ミュニティ活動の周知を図っている。 
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◆スタッフ   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

人数     : ５人 

職業     : 北本市職員 

非常勤・常勤: 常勤４人 非常勤１人 

正規雇用   : 4人 

非正規雇用  : 1人 

 

◆組織: 

安全向上のための特定の分野横断的組織： 

   北本市セーフコミュニティ推進協議会 

   北本市セーフコミュニティ対策委員会 

   北本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：北本市健康づくり課・高齢介護課、鴻巣保健所 

 

◆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、箕輪町、小諸市） 

2013年11月 台湾セーフコミュニティ視察研修会 

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） 

 


