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大阪府泉大津市 

 

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： 泉大津市 

国：日本国 

コミュニティの人口：75,598 人（2016 年 5 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：2014 年 

 

◆国際 SCN メンバーシップ： 

認証年：2016 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.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/sctantou/safe_community/index.html 

 

◆詳細に関する問い合わせ： 

名前：東山 康幸 

組織：泉大津市総合政策部危機管理課 

住所：大阪府泉大津市東雲町 9-12 

郵便番号：595-8686 

自治体名：泉大津市 

国名：日本国 

電話番号（国番号を含む）：+81-725-33-1131 

ファックス：+81-725-21-0412 

メールアドレス：kiki-safe@city.izumiotsu.osaka.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.izumiotsu.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： 

   ・事故防止パンフレット配布・講話 

   ・周産期虐待予防ネットワーク 

   ・健康維持等にかかる出前講座 

   ★家庭内安全マップの作製・掲示及びチラシ配布（実施予定） 

   ★スマホサミット（スマートフォンの正しい利用方法の周知・啓発） 

   ・泉大津市こどもサポートセンター 

 

交通： 

   ・自転車ネットワーク整備事業 

   ・自転車安全点検 

・交通安全教室 

   ★交差点通知簿の作製（A） 

   ★危険個所の道路標示 

   ・交通安全街頭キャンペーンでのマナー啓発 

   ★子ども安全マップの作製・配布（B） 

   ・道路区画線・反射鏡等の設置 

 

A B C

D E F
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学校： 

   ・スクールガードリーダー 

・Izumiotsu City 声かけチーム”TOGETHER” 

   ・学校施設・設備の定期点検 

 

スポーツ： 

   ・水泳教室 

 

若者 15-24 歳： 

 

家庭： 

   ・普通救命講習会 

・健康維持等にかかる出前講座 

・DV 相談 

 

交通： 

   ・自転車ネットワーク整備事業 

   ・自転車安全点検 

・運転者講習会 

★危険個所の道路標示 

   ・交通安全街頭キャンペーンでのマナー啓発 

   ・道路区画線・反射鏡等の設置 

 

職場： 

   ・港湾労働災害防止研修会 

   ・港湾労働災害防止パトロール 

   ・労働相談 

   ・労働災害予防運動 

 

学校： 

   ・泉大津市教員救急安全実技講習会 

 

スポーツ： 

   ・体育協会研修会 
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成人 25-64 歳 

 

家庭： 

   ・普通救命講習会 

・健康維持等にかかる出前講座 

・DV 相談 

 

交通： 

   ・自転車ネットワーク整備事業 

   ・自転車安全点検 

・運転者講習会 

★危険個所の道路標示 

   ・交通安全街頭キャンペーンでのマナー啓発 

   ・道路区画線・反射鏡等の設置 

 

職場： 

   ・港湾労働災害防止研修会 

   ・港湾労働災害防止パトロール 

   ・労働相談 

   ・労働災害予防運動 

 

学校： 

   ・泉大津市教員救急安全実技講習会 

 

スポーツ： 

・体育協会研修会 
 

高齢者 65 歳以上： 

 

家庭： 

   ・普通救命講習会 

・健康維持等にかかる出前講座 

・介護予防体操（筋力アップ体操） 

   ★転倒防止リーフレット「転倒防止お助けブック」の作製・配布（C） 

   ・認知症サポーター養成講座 

★認知症徘徊高齢者に関するサポート 

（認知症サポーター制度の啓発、認知症サポート事業所ステッカーの配布） 
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   ・DV 相談 

   ・緊急時連絡体制の構築 

 

交通： 

   ・自転車ネットワーク整備事業 

   ・自転車安全点検 

   ・高齢者実践・体験型交通安全教室 

・運転者講習会 

   ・高齢者の自転車用ヘルメットの普及・購入助成 

   ・高齢者の交通安全に関する普及啓発 

★交差点通知簿の作製（A） 

★危険個所の道路標示 

   ・交通安全街頭キャンペーンでのマナー啓発 

   ・道路区画線・反射鏡等の設置 

 

スポーツ： 

・体育協会研修会 
 

◆自然災害： 

   ・外国人防災バスツアー 

   ・災害時応援協定の締結 

   ・津波避難ビルの指定 

   ・避難行動要支援者支援制度（避難行動要支援者支援プラン） 

   ★防災回覧板の作製・配布（家庭内災害備蓄の啓発） 

   ★いずみおおつ版防災かるたの作製・活用（D） 

   ・地区防災訓練・防災出前講座の開催 

   ・総合防災マップの配布 

   ・防災教育 

 

◆その他： 

・公園遊具等の点検 

・医療安全管理委員会の開催 

・青色防犯パトロール 

・防犯パトロールの実施促進 

・子ども 110 番の家 

・キッズセーフティマップの作成 

   ★一戸一灯運動（E） 

・「安まちメール」の登録促進 
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   ・自転車施錠の啓発ステッカー配布 

   ・防犯灯・防犯カメラの設置促進 

・防犯カメラ設置補助 

   ・歳末夜警 

 

◆暴力予防（意図的傷害）： 

・児童虐待防止ネットワーク（CAPIO） 

   ・虐待ワンストップダイヤル 

 

◆自殺予防（自傷）： 

   ・ゲートキーパー養成講座 

・自殺予防講演会 

・こころの健康相談統一ダイヤル 

★自殺予防標語の選定・掲示（自殺予防標語による啓発活動）（F） 

   ★うつ病チェックリストの普及 

   ・自殺対策圏域連携会議 

 

◆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： 

虐待被害者 

・児童虐待防止ネットワーク（CAPIO） 

   ・虐待ワンストップダイヤル 

 

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 

   ・障害者自立支援給付 

   ・住宅改造助成 

 

高齢者（ひとり暮らし） 

   ・孤独死防止、早期発見への取組み 

 

 災害時における要支援者 

   ・総合防災マップの作成 

   ・避難行動要支援者支援プラン 

 

 自転車事故のリスクが高い高齢者 

   ・高齢者の自転車用ヘルメットの普及活動 

   ★交差点通知簿の作製（A） 

   ・高齢者交通安全教室の開催 
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 交通事故によりけがをしやすい子ども 

   ・子ども交通安全教室の開催 

   ・自転車通行空間の整備 

   ・登下校時の見守り 

   ★安全マップの作製（B） 

 

 転倒・転落によりけがをしやすい高齢者 

   ★家庭内の安全啓発の普及（C） 

   ・家庭内のけが予防の普及啓発活動（高齢者宅の訪問時に声掛け） 

   ・介護予防のための筋力アップ体操の実施 

 

 自殺リスクの高い 40 歳代～60 歳代の男性 

   ★うつ病のチェックリストの作成 

   ★自殺予防に関する標語の募集（F） 

   ・ゲートキーパー養成講座の開催 

   ・自殺予防の啓発活動 

   ・相談窓口の周知 

 

 犯罪被害にあいやすい女性・子ども 

   ・防犯灯・防犯カメラの設置促進 

   ★一戸一灯運動（E） 

   ・防犯パトロールの実施 

   ・防犯啓発活動 

 

 津波被害のリスクのある人 

   ・地区防災訓練の開催 

   ★防災意識の向上活動（D） 

   ★家庭内災害備蓄の啓発活動 

   ・避難行動要支援者支援制度の周知 

 

◆外傷サーベイランス： 

   サーベイランスについては、日本では統一した外傷データ収集・分析の仕組みがないことから、

サーベイランス委員会事務局が中心となって、消防や警察など関係行政機関が所管する既存の統計

データから収集・分析している。サーベイランス委員会では、それらの結果をもとに本市における

外傷等の発生状況や課題を把握するとともに、対策を講じる際の基礎情報を提供している。また、

新たに市の外傷傾向を把握するために、医療機関への調査についても検討している。 

 



Japan Institution for Safe Community  

 

8 

年間件数: 36 件（人口動態統計データ 2008～2012 年の 5年間の外傷による死亡者数の平均） 

     1,041 件（救急搬送データ 2009～2013 年の 5年間の外傷による救急搬送人員の平均） 

人口基盤: 75,598 人（2016 年 5 月 1日現在） 

開始年: 2014 年 

 

◆出版:  

広報紙「広報いずみおおつ」 

      市が、毎月市民向けに発行している「広報いずみおおつ」において、セーフコミュニティ活

動の周知を図っている。 

情報キット:リーフレット、ポスター、かわらばん（庁内広報）、ホームページ 

 

◆スタッフ  

リーダーの写真:  

泉大津市長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数: 7人 

職業:泉大津市職員 

非常勤か常勤か:常勤6人、非常勤1人 

正規雇用: 6人 

非正規雇用:1人 
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◆組織: 

安全向上のための特定の分野横断的組織： 

  泉大津市セーフコミュニティ推進協議会 

  泉大津市セーフコミュニティ外傷サーベイランス委員会 

  泉大津市セーフコミュニティ分野別対策委員会 

  （6 分野：交通安全、子どもの安全、高齢者の安全、自殺予防、犯罪防止、災害安全） 

一般的公衆衛生・健康増進のグループ： 

  泉大津市健康推進課・高齢介護課 

大阪府和泉保健所 

 

◆国際的コミットメント: 

後進コミュニティへの視察の企画： 

   2015 年 10 月 泉大津市セーフコミュニティ事前指導における視察受入 

   2016 年 8 月 泉大津市セーフコミュニティ現地審査における視察受入 

          （現地審査では海外よりオブザーバーとしてフィンランド、視察として中国のセ

ーフコミュニティ関係者が参加） 

 

セーフコミュニティ会議への参加： 

   2015 年 11 月 第 22 回セーフコミュニティ国際会議（タイ・ナーン県） 

 

その他： 

トラベリングセミナーの参加 

   2015 年 12 月 セーフコミュニティトラベリングセミナー（台湾・台北市） 

   セーフコミュニティ国内会議・視察への参加 

   2014 年 10 月 埼玉県北本市セーフコミュニティ現地審査視察 

2015 年 2 月 全国セーフコミュニティ推進自治体ネットワーク会議参加（埼玉県） 

2015 年 7 月 神奈川県厚木市セーフコミュニティ現地審査視察 

2015 年 10 月 滋賀県甲賀市セーフコミュニティ現地審査視察 

2016 年 2 月 全国セーフコミュニティ推進自治体ネットワーク会議参加（滋賀県） 

 


