
ミーガン・ブラザートン（Meegan Brotherton）氏

・オーストラリアセーフコミュニティ財団
プログラムマネジャー
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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

セーフコミュニティ郡山
2018.2.2 国際認証取得

2021(令和３)年12月発行

セーフコミュニティ事前指導を行いました！

審査員のみなさん

2021年11月15日（月）

11:00～ 開会・市長あいさつ
11:20～ 全体説明
13:00～ こどもの安全対策委員会
14:10～ 自殺予防対策委員会
15:20～ 高齢者の安全対策委員会

2021年11月16日（火）

11:00～ 交通安全対策委員会
13:00～ 外傷サーベイランス委員会
14:10～ 防犯対策委員会

2021年11月17日（水）

13:00～ 防災・環境安全対策委員会
14:00～ 審査員ミーティング
15:10～ 審査員講評
16:10 閉会

グレン・バーバー（Graeme Barber）氏

・セーフスクール認証審査員
・環太平洋セーフコミュニティネットワークアドバイザー

・台湾事故傷害・安全促進学会 学会長
・台湾社區安全推進センター センター長
・国際セーフコミュニティネットワーク 理事
・アジア地域セーフコミュニティ支援センター
連合理事長

パイ・ル（Pai Lu）氏

2014年より
本市のセーフコミュニティ活動を
ご支援いただいている
日本セーフコミュニティ推進機構
代表理事の白石陽子氏に
通訳とアドバイザーを
務めていただきました。

事前指導スケジュール

開会・市長あいさつ 全体説明

・「一般負傷」は、意図的な要因の
ものか不慮のものかを示すことが
できるとよい。

助言

白石陽子氏

し ゃ く

セーフコミュニティに取り組んで
変わったことは？

質疑
応答

けがや事故の状況やデータの可視化、
セーフコミュニティを基盤とした
SDGｓの推進。

Q.

A.

2021（令和３）年11月15日（月）から17日（水）の
３日間にわたり、来年度のセーフコミュニティの国際認証
再取得に向けて、これまでの取組を海外認証審査員に報告
し、助言を受ける「セーフコミュニティ事前指導」をオン
ラインにて実施しました。

セーフコミュニティの認証制度は、５年毎に再認証の審
査を受けることが義務付けされています。郡山市は2018
（平成30）年２月に国際認証を取得していることから、
来年度、再認証のための現地審査が行われる予定です。
よって今年は、来年の現地審査に向けて、海外認証審査員
から助言や指導を受けるための事前指導を実施しました。

〈セーフコミュニティの認証制度〉
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外傷サーベイランス委員会

・次回のアンケート（地域診断）にはメンタルの部分も入れる
とよい。

・市内在住の外国人などといったサブカテゴリ的な情報がある
と各対策委員会の取組に役に立つことがある。

助言

入手困難な情報はあるか？質疑
応答

虐待の実態を正確に掴めていない。
外傷の程度、重さがどの程度社会に影響を与えているか
把握できていない。

Q.

A.

発表者 寺西寧委員長

交通安全対策委員会

・交通事故防止でこどもの安全対策委員会と連携しているので
あれば伝えた方がよい。

・啓発はネガティブなことをいうよりも、この様に良くなると
いうようなポジティブな方向に持っていくとよい。

助言

高齢者免許返納は、高齢者が事故で重傷化するという課題
と関連するのか？

質疑
応答

実際の高齢者事故は歩行者（被害者）の場合が多い。
この対策を始めたときに、高齢者による運転事故が増え始
めたため取り組んだ。

Q.

A.

発表者 安部賢児委員長

こどもの安全対策委員会

・妊娠時から虐待についてアプローチしている点について、
継続してほしい。

・若い世代の声を反映するため、これから親になる世代に
対策委員会に入ってもらうとよいのでは。

助言

児童虐待に対し十分な受け皿はあるのか？質疑
応答

福島県児童相談所や児童養護施設があり、受け皿が
足りないということはない。

Q.

A.

発表者 吾妻利雄委員長

発表者 藤本マチ子副委員長

高齢者の安全対策委員会

・高齢者になる前に各種体操教室を知っていると、高齢者に
なったときに参加しやすい。

・自殺予防対策委員会と連携して活動してはどうか。

助言

高齢者に対する緊急通報システムはあるか？質疑
応答

緊急ボタンや人感センサー、火災報知器などと連動し、
何かあれば協力員や救急出動につながるシステムがある。

Q.

A.

発表者 若月ちよ委員長

自殺予防対策委員会

・若い世代を対象とした参加型の啓発を検討してほしい。
・他の対策委員会と連携し、共通点を探していくとよい。

助言

市民アンケートには、「地域と繋がっているか」など、
孤立していないかを確認する質問項目はあるか？

質疑
応答

現在は設定していないが、今後調査する。

Q.

A.
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防犯対策委員会

・犯罪は対象が広く、いじめやセクハラ、特殊詐欺についても
検討するとよい。

・振り込め詐欺の被害者は高齢者が多いので、高齢者の安全
対策委員会と連携するとよい。

助言

犯罪件数が国や県より多い理由は？質疑
応答

郡山市は福島県の中心部であり、交通の要所であるため、
人が集まりやすいからではないかと考えている。

Q.

A.

防災・環境安全対策委員会

・農業の事故防止は、当事者の家族へのアプローチが有効で
ある。

・若い人の参加を増やすための条件設定を整えることが重要
である。

助言

アンケートに回答しない人や活動に参加しない人の特徴を
把握しているか。

質疑
応答

性別や年齢等は把握していないが、若い世代や仕事を持つ
人などと推測している。

Q.

A.

発表者 新田大和委員長

発表者 國分晴朗委員長

審査員講評

Zoomウェビナーでの審査員講評の様子 講評後の記念撮影

審査員からの助言をこれからのセーフコミュニティ活動に活かし、
来年のセーフコミュニティ国際認証再取得を目指して参ります。

■月 日 令和４年２月５日（土）
■会 場 中央公民館 １階 多目的ホール ほか
■内 容 ①セーフコミュニティ賞表彰式

②講演会 など

昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
デジタル開催で実施しました。
下記QRコードから発表内容等ご覧いただけます。

今年はぜひご家族そろって
ご来場ください！

セーフコミュニティフェスタこおりやま2022を開催します！

詳しくはこちらの
ウェブサイトをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
開催中止もしくは内容変更となる場合があります。

発表終了後、海外認証審査員３名を代表し、グレン・バーバー審査員から、
郡山市のこれまでのセーフコミュニティ活動に対しての評価と、来年の現地審査
に向けての助言・指導をいただきました。
審査員からは、これまでの取組に対してのお褒めの言葉と、来年の現地審査に

向けての助言をいただきました。



１話 「１日目 セーフコミュニティって何？」

２話 「２日目 郡山のけがと事故の発生状況 その１」

３話 「３日目 郡山のけがと事故の発生状況 その２」

４話 「４日目 セーフコミュニティの推進体制」

５話 「５日目 ６つの分野別対策委員会の課題と対策 その１」

６話 「６日目 ６つの分野別対策委員会の課題と対策 その２」

７話 「７日目 S+PDCAサイクルに基づく活動の事例 その１」

８話 「８日目 S+PDCAサイクルに基づく活動の事例 その２」

９話 「９日目 コロナ禍でのセーフコミュニティ活動」

最終話「最終日 さらなるセーフコミュニティ推進を目指して」

発行 郡山市セーフコミュニティ推進協議会 ／ ２０２１（令和３）年１２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。

ヒートショックとは、気温の急激な変化により血圧が大きく変動することで起こる身体への影響です。
意識を失ったり、持病に影響を及ぼすため、命の一大事になりかねません。
安全に入浴するために、以下の点に注意しましょう。

郡山地方広域消防組合は
けがなどを予防する
『予防救急』に
取り組んでいます。

セーフコミュニティ通信第27号

セーフコミュニティ活動支援動画を作成しました！

ヒートショックに気をつけましょう ＝ 予防救急 ＝

年齢区分別の搬送人員

情報提供：郡山地方広域消防組合

お湯の温度は41度以下、
お湯につかる時間は10分までを
目安にしましょう

２

浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう１ ３

飲酒時、また、食事直後の入浴は控えましょう４

入浴前に家族などに一言声をかけて、
見守ってもらいましょう

５

年齢区分別の搬送人員では、高齢者が
589人で全体の78.2％を占めています。
特に高齢者は持病がない場合や前兆が
ない場合でも発症することがあるため、
事故の「予防」が大切です。

高齢者ご本人が注意をするとともに
ご家族など周りの方も一緒にリスクを
減らすよう気を配ることが必要です。

セーフコミュニティの理解を深め、活動を支援する
ための動画を10本作成しました！
がくとくんとおんぷちゃんが、セーフコミュニティを

もっと知ってもらうための歌を、セーフコミュニティの
精霊と一緒に作っていく物語になっており、楽しみなが
ら学ぶことができます。

最終話では、完成したセーフ
コミュニティの歌も流れます♪
ぜひ最後までご覧ください。

市役所本庁舎１階の
SCコーナーにて
常時放映しています

動画はこちらから
ご覧いただけます
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