
●滋賀県
　甲賀市

●長野県
　箕輪町

大阪府
●松原市
　●泉大津市

●京都府
　亀岡市

●青森県
　十和田市

●東京都
　豊島区

●福島県
　郡山市

●神奈川県
　厚木市 神奈川県

横浜市
栄区

埼玉県
●北本市
●秩父市
●さいたま市

■山梨県
　都留市

●福岡県
　久留米市

●鹿児島県
　鹿児島市

2018年11月12日～15日の４日間、「自助・共助・
公助による安全の創出」をテーマに、さまざまな
プログラムが実施され、活発な議論が交わされ
ました。 

（2020 年 1月時点）

国際認証都市
セーフコミュニティさかえ

そ の 手 で 守 れ る 命 が あ る
その手で防げる事故がある

日常生活を送る中では、交通事故や犯罪、転倒・転落など、 
時には命の危機につながるような事故やケガが誰にでも起こりえます。 
「セーフコミュニティ」とは、 「致命的な事故やケガは、その原因を究明することで予防できる」 
という考えに基づき、地域ぐるみで予防活動を展開するまちのことを言います。 
栄区は、2013 年 10月５日、日本で７番目、行政区では唯一認証を取得し、2018 年には再認証を取得しました。 

区内の事故やケガの予防 
栄区は、横浜市内でも高齢化が進んでいます。増加傾向にある高齢者の救急搬送件数の抑制をはじめとする
区内の事故やケガの予防を目指します。 

安全・安心に関わる各施策の総合的かつ効果的な推進 
分野や職域を越えたメンバーを委員とした「分科会」を形成することで、多岐にわたる取組を総合的かつ効果的
に進めます。 

地域コミュニティのさらなる活性化 
栄区では、自治会・町内会を中心とした地域活動が活発です。地域福祉保健計画の地区別計画の取組とも相互に
連携しながら地域課題の解決に取り組むことで、「顔の見える関係づくり」を進め、地域コミュニティのさらなる
活性化を目指します。

これまでのあゆみ

2010 年
活動宣言

2013 年
認証取得 
(10月５日) 

2015 年
防犯対策分科会設置

2018 年
再認証取得 
(10月６日)

取組を進めるための組織
栄区では、８つのテーマごとに設置された分科会により具体的な活動を進めるとともに、傷害サーベイランス
分科会によりデータの収集や専門的評価を行っています。

傷害サーベイランス分科会

第９回アジア地域セーフコミュニティ会議
厚木大会が開催されました

８つのテーマ別分科会
課題を検討し、具体的な取組を行います。

こどもの安全

運動競技時の安全

交通安全

児童虐待予防

高齢者の安全

災害時の安全

自殺予防

防 犯

栄区での導入の背景

セーフコミュニティの認証都市は15都市（●）、認証取得に向けて活動中の都市が１都市（■）あり、
情報を共有しながら取り組んでいます。

全国に広がるセーフコミュニティの輪

現地審査の実施 （2018 年 6 月 15日～ 17 日） 
認証を取得するためには、国際セーフコミュニティ認証センター
（本部はスウェーデンのストックホルム）による書類審査及び現地審査を
受ける必要があります。 
現地審査では、「取組を俯瞰し、全体として成果が生まれるようにしている」
「振り返りと改善により、地に足のついた取組となっている」「地域・行政
それぞれが主体者として活動している」こと等が評価され、再認証の
内定をいただきました。 

再認証式典の開催 （2018 年 10 月 6日） 
国際セーフコミュニティ認証センターの審査員と、栄区連合町内会長、栄警察署長、栄消防署長、栄区長が合意書
に署名し、正式に再認証を取得しました。

再認証の取得

データの収集・分析や、 専門的な評価を行います。

「サーベイランス」とは英語で「監視」や
「見守り」という意味なんだって。
安全・安心に関する取組を常に
チェック・評価し続けることで、

より良いものへと改善していくんだ。

栄区セーフコミュニティ推進協議会 　　基本方針の協議・決定等を行います。
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シンポジウムには、
日頃地域活動 に取り組む
栄区民も参加しました

首長らによる
ラウンドテーブルでは、 
今後の連携等について
議論されました

分科会の皆様への感謝状贈呈

現地審査では、各分科会の取組の発表と 
審査員からの講評があります。

セーフコミュニティ推進協議会委員の皆様ケガ予防を通した安全なまちづくりを継続的に 
実施することについて合意しました 

報告報告報告 報告報告報告
公表公表公表

区  

民



（区民意識調査）

特徴１ 根拠のある取組を実施する

ウオーキングの推進ウオーキングの推進
（スポーツ安全対策分科会）  （スポーツ安全対策分科会）  

安全・安心のための取組はどこの都市でも行っているけど、なにが違うのかな？ 安全・安心のための取組はどこの都市でも行っているけど、なにが違うのかな？ 

「セーフコミュニティ」の特徴と、栄区の具体的な取組の一部を紹介するよ！ 「セーフコミュニティ」の特徴と、栄区の具体的な取組の一部を紹介するよ！ 

はじめよう！つづけよう！「セーフコミュニティ」！ はじめよう！つづけよう！「セーフコミュニティ」！ 

国際認証だからといって特別なことをしなくても大丈夫！ 
事故やケガにあわないように「予防」や「備え」の意識をもって生活することが
セーフコミュニティにつながるよ。 
もっともっと詳しく知りたい！という方へは出前講座も行っているので、お気軽にご連絡ください。

自転車ヘルメット着用啓発
（交通安全対策分科会）  

15歳以下の子どもの交通事故の約４割は、自転車
乗車中の事故であり、頭部損傷も多くを占めます。

分科会では、重大なケガを防ぐため、自転車乗車時
のヘルメット着用を促す活動をしています。
区内の販売店と協力した無料点検やヘルメットの
割引などのサー ビスもあります。

特徴２ 分野の垣根を越え、地域に根差した取組を推進する

多分野にわたる委員で分科会を構成
（自殺予防対策分科会）  

横浜市で１年間に自殺で亡くなられた方は495人
（2017年横浜市人口動態統計）。自殺に至る背景に
は、健康、生活・経済、家庭など様々な要因があると
言われています。 

支援機関も多岐にわたるため、分科会の委員は医
療・福祉など多職種からなり、分野や機関を越えて、
地域とともに自殺対策を進めています。 

分科会では、自殺のリスクが高まる要因を理解し、
そのサインに気づくなど、必要な支援につなげる
「ハートフルサポーター（ゲートキーパー）」の育成
等に取り組んでいます。 

地域における子育て世帯の見守りの充実地域における子育て世帯の見守りの充実
（児童虐待予防対策分科会）  （児童虐待予防対策分科会）  

特徴３ 振り返りや改善を継続的に行う

KYTKYT(危険予知トレーニング）の広がり(危険予知トレーニング）の広がり
（こども安全対策分科会）  （こども安全対策分科会）  

転倒予防体操の開発・普及
（高齢者安全対策分科会）  

栄区の高齢者の救急搬送のうち７割以上を占める
「転倒・転落」を防ぐため、分科会では、高齢者が
日常的に行うことができる転倒予防の取組を普及
啓発しています。

2016年度には、健康運動指導士の監修のもと、
高齢者が簡単にできる「転倒予防体操」をつくり、
各地域における区民のリーダー育成をするなど、
より身近な地域での普及を目指しています。

特徴４ 取組の効果や影響を測定・評価する

振り込め詐欺件数の抑制振り込め詐欺件数の抑制
（防犯対策分科会）  （防犯対策分科会）  

被害の抑制につながるよう、今後も地域の防犯
パトロールの支援や講座等による啓発を実施して
いきます。

地域防災拠点訓練参加者の増加
（災害安全対策分科会）  

分科会では、災害時の死傷者数の減少のため、
実践的な地域防災拠点の訓練の実施と区民の
参加を推進しています。

これまでの取組により、避難所の認知度や、防災訓練
の参加率は、年を追うごとに増加しています。

歩くことの効果

リスクの高い人を対象に取り組むリスクの高い人を対象に取り組む
ことで、効果につながるんだね！ことで、効果につながるんだね！

車両同乗
27％

歩行者等
32％

自転車
41％

駅前での啓発活動 乳幼児ふれあい体験

身近な地域に身近な地域に
根差した取組が根差した取組が

行われているんだね！行われているんだね！

KYT指導者講習会出典：中之条研究（東京都健康長寿医療センター研究所　青栁幸利氏）

地域防災拠点での区割り訓練

◉ 2016年
KYT実施回数      2回
参加者数          80人

◉ 2018年
KYT実施回数    29回
参加者数        891人

身近な人が 身近な人が 
リーダーとして リーダーとして 
教えてくれると、 教えてくれると、 

取り組みやすいよね！取り組みやすいよね！

転倒予防体操リーフレット

地区の避難所の
場所の認知

防災訓練
の参加

85%84%57%

60%56%48%

2010年 2015年 2017年

いろいろなデータで いろいろなデータで 
取組の効果を確認して 取組の効果を確認して 

いるんだね！！

予防（改善）出来る可能性
のある病気・疾患

1日あたり
の歩数

うち、
速歩き時間

がん（結腸がん、直腸がん、肺がん、
乳がん、子宮内膜がん）
動脈硬化、骨粗しょう症、骨折
筋減少症、
体力の低下
（特に75歳以上の下肢筋力や歩行速度）
高血圧症、糖尿病、脂質異常症
メタボリック・シンドローム
（75歳以上の場合）
高血圧（正常高値血圧）、高血糖
メタボリック・シンドローム
（75歳未満の場合）
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被害金額

認知件数

振り込め詐欺の認知件数・被害金額

（栄警察署）

9,5009,5009,500

18,90018,90018,900

8,6008,6008,600

252525

555555

343434

15歳以下の交通事故種別

ウオーキングの推進
（スポーツ安全対策分科会）  

適度な運動を習慣化することは、体力の維持・向上 
や、重心位置の安定による転倒防止に効果的である
ことが分かっています。「歩く」ことは、骨粗しょう症 
や骨折、筋力や体力の低下の予防につながることも
研究で示されています。 

分科会では、運動競技時のケガの原因となる日頃の運
動不足解消のため、ウオーキングを推進しています。 

地域における子育て世帯の見守りの充実
（児童虐待予防対策分科会）  

分科会では、「さかえっ子の笑顔ひろげ隊」として、
子育て世帯を温かく見守る地域づくりを目指して
います。

身近な地域に出向いての児童虐待予防のための
啓発活動や、子育て中の養育者に向けた子育ての
情報提供・相談先の周知、中学生が赤ちゃんと接す
る体験の場づくりに取り組んでいます。

活動を通して、地域の中で子育てに対する理解
が深まるとともに、見守りの輪が広がりつつ
あります。

振り込め詐欺件数の抑制
（防犯対策分科会）  

分科会では、2013年以降急激に増加する「振り込め
詐欺」への対策として、主な被害者層である高齢者
への啓発を行っています。

KYT(危険予知トレーニング）の広がり
（こども安全対策分科会） 

小学校内で起きた事故のうち４割以上は、大人の
目が行き届かない「休憩時間」に発生しています。

分科会では、子どもが自ら危険を予知して避ける
力を育てるためにKYTの実施を推進しています。

もともと、子ども会を中心とした活動でしたが、より
多くの子どもたちにKYTを体験してもらう方法を
検討し、2017年からは、講習を受けたスタッフの
指導のもと、放課後を過ごす施設でも子どもたちへ
のKYTが実施されています。（2011年～2018年・栄警察署）


