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セーフコミュニティ賞 おめでとうございます� 郡山市セーフコミュニティ
活動推進表彰事業

〇安積地区交通対策協議会 〇大島地区防犯協会

〇小山田地区防犯協会 〇郡山北地区交通安全協会熱海支部

〇郡山北地区交通安全協会 〇郡山市東部婦人会

多田野支部

〇郡山市立薫小学校 〇郡山地区交通安全協会開成支部

〇郡山市社会福祉協議会 〇神明下町内会

安積地区社会福祉協議会

〇水門町町内会 〇東部自治会

〇東芳小子ども見守り隊 〇特定非営利活動法人ぴぃかぁぶぅ

〇西田学園見守り活動ボランティア 〇富久山交番連絡協議会

富久山交番連協パトロール隊

〇柚子の実会 〇小山田 健さん

市ウェブページで、受賞者の
皆さんの活動をご紹介しています。
ぜひご覧ください。

市内でセーフコミュニティ活動に取り組む皆さんを、
令和２年度セーフコミュニティ賞として表彰しました。

郡山市立薫小学校
受賞者代表「薫小学校」の

発表動画「セーフコミュニテ

ィの視点を取り入れた『けが

予防の取り組み』」をぜひご

覧ください。

ＳＣ賞



１ 主催者あいさつ
郡山市長 品川萬里

２ セーフコミュニティ賞
受賞者のご紹介

３ 祝辞
郡山市議会議長
七海喜久雄 様

４ セーフコミュニティ賞
受賞者代表の発表
薫小学校 土屋光啓 校長

５ 各対策委員会の活動報告

６ 安全・安心な街づくり
に役立つアプリ３作品
の紹介

７ 講評
日本セーフコミュニティ
推進機構
代表理事 白石陽子 様

「ハッカソン２０１９※」
で開発された、安全・安心な
街づくりに役立つアプリ３作
品の紹介動画を掲載していま
す。ぜひご覧ください。

「みんなでつくる安全・安心なまちセーフ

コミュニティ こおりやま」の活動を皆さんに

もっと知っていただくため、「セーフコミュ

ニティフェスタ こおりやま ２０２１」開催

中です。

今回のフェスタは、新型コロナウイルス感

染症の発生状況等を考慮して、活動報告等を

収録した動画を市ウェブページに掲載し、デ

ジタル開催しています。

パソコン、スマートフォン等で、ぜひご覧

ください。

セーフコミュニティ通信第24号

～セーフコミュニティ国際認証取得３周年～

セーフコミュニティフェスタ こおりやま ２０２１ デジタル開催

安全・安心な街づくりに
役立つアプリ

交通安全対策委員会 こどもの安全対策委員会 高齢者の安全対策委員会

安部賢児 委員長 船山陽子 委員長吾妻利雄 委員長

自殺予防対策委員会

若月ちよ 委員長

防犯対策委員会 防災・環境安全対策委員会

国分晴朗 委員長新田大和 委員長

※ ハッカソン…郡山地域ニュー
メディア・コミュニティ事業推進
協議会主催、郡山市共催により、
企業と学生が一同に会してアプリ
開発を行うイベントです。
２０２１年２月の開催で７回目

となりました。

目指せ!交通事故ゼロ!
交通事故多発地点

通知アプリ
Ａｃｃｉｆｙ
（アクシファイ）

ママならどうする？
パパならどうする？

ママとパパの
情報共有アプリ
マパナラ

ＩＯＴで備えよう

災害情報発信サービス

災害どん

白石陽子 代表理事
セーフコミュニティは、

何か特別なことをしなくて
はならないものではなく、
誰もがいつでも始められる
活動です。今後も、皆さん
にとって安全で安心して生
活できるまちづくりに、セ
ーフコミュニティ活動の経
験とノウハウを役立ててく
ださい。

郡山市 セーフコミュニティフェスタ 検索

各対策委員会 活動報告の発表者
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＝予防救急＝

市では、気象情報や国民保護情報、市内で発生

した災害情報や避難勧告等の住民避難情報などを

配信しています。

メールマガジンやＳＮＳなどに登録すると、最

新の防災情報を入手できます。

ご近所や周囲の方と声をかけあって、

情報を共有しましょう！

お手軽に
防災情報が入手できます!

郡山市 防災ウェブサイト 検索

～詐欺被害をなくしましょう～
なりすまし詐欺撃退シールで被害を防ごう!

郡山市消費生活センター
＝ 防 犯 対 策 委 員 会 ＝

高齢者の安全対策委員会

深刻な被害があとを絶たない「なりす

まし詐欺」被害予防のため、福島県警察

の協力のもと、電話機等に貼ることがで

きる「なりすまし詐欺撃退シール」を作

成しました。

このシールは、様々な立場により高齢

者を見守る方から、高齢者に注意を呼び

掛けてもらい、被害を予防することを目

的としています。

このシールを活用いただける機会がある方は、

郡山市セーフコミュニティ課 電話０２４－９２４－２１５１

へお電話でお申し込みください。

市ウェブページからもお申し込みいただけます。

みんなで力を合わせて、
大切な人を守りましょう!

富田保育所のおともだちに、

カクニンジャー福くん�と

がくとくん♬から

なりすまし詐欺撃退シールを

プレゼントしました�

お気軽にご相談ください。
ＬＩＮＥで子ども・子育て相談

▶ 相談の対応時間は、
平日8:30～17:15です。
受付は、24時間です。

▶ 直接会ったり、話したりする
必要がありません。（匿名相談）

▶ どこに相談したらよいか調べる
必要がありません。相談内容に応
じて、適切な相談先が選択されま
す。

郡山市ＬＩＮＥ子ども・子育て相談
アカウント名 郡山市ＬＩＮＥ子育て相談

子ども・子育てに関するさまざまな悩み。

一人で抱え込まずに、まずは相談してください。

急いでいる場合は、電話でご相談
ください。０２４－９２４－３３４１
（郡山市こども家庭相談センター）

郡山市子育てサイト

LINE「ID検索」
「＠939yzvid」、
または下記QRコー
ドを読み取って友
だち登録してくだ
さい。



電気配線・配線器具が原因の火災は、過去

１０年間で148件発生、全火災件数の12.2％を

占めています。

新型コロナウイルス感染症の感染予防や働き

方の多様化によって、自宅でパソコンなどの電

気製品を使用することが多くなり、電気配線や

その周囲が煩雑になるなど、今後ますます関連

する火災や事故が増加する恐れがあります。

発行 郡山市セーフコミュニティ推進協議会 ／ ２０２１（令和３）年３月
【お問合せ・連絡先】
事務局：郡山市市民部セーフコミュニティ課セーフコミュニティ推進室（郡山市役所西庁舎３階）

電話０２４－９２４－２１５１ ﾌｧｸｼﾐﾘ０２４－９２１－１３４０
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ safecommunity@city.koriyama.lg.jp

検索郡山市 セーフコミュニティ
市民意識調査結果、地域診断等のデータが
ダウンロードできます。

「セーフコミュニティこおりやま」のツイッター

アカウントで、安全・安心につながる情報やセーフ

コミュニティ活動の取組事例などを紹介しています。

アカウントをお持ちの方は、ぜひフォローをお願い

します！

セーフコミュニティ通信第24号

～火災が多発しています～
電気配線・配線器具からの火災を予防しましょう。

＠sc_koriyama

郡山市では、安全・安心活動に取り組む

「セーフコミュニティ活動推進事業所」に

ご登録いただく事業所を募集しています。

登録後は…

●セーフコミュニティ活動推進事業所ステッカーを掲示してください。

●事業所の安全・安心活動を市ウェブサイト、セーフコミュニティ

通信などでＰＲします。

ツイッターで情報発信中 出前講座をご利用ください。

町内会や地域の会合、ご近所の方の集まり

などの場に職員が出向き、セーフコミュニティ

についてご説明します。

お気軽にセーフコミュニティ課へご連絡くだ

さい。

時間は１０分から２時間程度まで対応します。

オンラインによる講座もご相談ください。

★ 参加要件をご確認の上「参加申込書」に必要事項を

記入し、セーフコミュニティ課に提出してください。

申込書は市ウェブページからダウンロードできます。

★ 市ウェブページからもお申込みできます。

セーフコミュニティ活動推進事業所募集中

予 防 救 急

郡山地方広域消防組合

セーフコミュニティ課から
お知らせです。

月別の火災発生件数（2011年～2020年）

【原因 電気配線・配線器具】(件)

住宅火災の被害軽減には、
住宅火災警報器の設置が欠か
せません。
万が一に備えて設置し、定

期的に点検しましょう。

《予防のポイント》

▶ 電源プラグや電源タップはほこりや水分が

付着しないように定期的に掃除する。

▶ 電気配線は傷つけず、無理な力を加えない。

▶ テーブルタップなどは、接続可能な最大消費

電力を把握して使用する。
郡山地方広域消防組合

郡山地方広域消防組合


