
秩父市セーフコミュニティ・
セーフスクール 
合同認証式  次第

 
Chichibu City Safe Community 

Safe School Depends On The Joint 
Designation Ceremony 

2021年11月14日（日） 
秩父市役所　４階第１・２委員会室 



13：30 開会【Opening】

13：30～

　　　13：55

経過報告【Report on achievements】　

合意書署名【Signing an agreement】

認証報告【Declaration of designation】

認証盾・認証旗授与

【conferment of SC plaque and flag】

お祝いメッセージ【Message from certifiers】

お祝いのことば【Congratulations】

市長式辞【Address by Mayor】

13：55 閉会【Ｃｌｏｓｉｎｇ】

閉会後　記念撮影【Commemorative photo】

第１部　セーフコミュニティ再認証式　次第
【Safe community recertification ceremony】

白石　　陽子　氏　　プロフィール
博士（政策科学）
○認証セーフコミュニティ支援センター
　　一般社団法人日本セーフコミュニティ推進機構　代表理事
○アジア地域セーフコミュニティ支援センター連合　　事務局長
○セーフコミュニティ公認認証審査員
○立命館大学衣笠総合研究機構　研究員
○韓国亜州（アジョー）大学　医学部　客員教授
〇韓国仁済大学（インジェ）大学　アドバイザリー  プロフェッサー

     秩父市       市長      北堀　   篤

  秩父市市議会　  　　　　　　　       議長　　  髙野　   宏

  秩父市町会長協議会       会長　　  小池　克三郎

 日本セーフコミュニティ推進機構      代表理事  白石　陽子

※敬称略



第２部　セーフスクール再々認証式　次第
【Safe school re-authentication ceremony】

     秩父市    市長 北堀　  篤

 秩父市教育委員会　  　　　　　    教育長  　　          前野　浩二　

  秩父第二中学校　　　　　　　　    校長　   　           石川　貴久

   花の木小学校    校長　               千島　裕夫

    南小学校    校長 　              新井　章弘

  秩父第二中学校    ＰＴＡ会長　          今井  孝幸

  花の木小学校　　　　       　　　    ＰＴＡ会長         南 　　強志

  南小学校                                ＰＴＡ会長         新井　 　博

  秩父第二中学校　　　                生徒会長         西田　琴音

  花の木小学校　　　　　　　　　　    児童会長         柴﨑　要輔

 南小学校　　　　　　　　　　            児童会長          知久　悠惺

 日本セーフコミュニティ推進機構   代表理事         白石　陽子

※敬称略

14:15 開会【Opening】

14：15～

　　　15:00

経過報告【Report on achievements】　

合意書署名【Signing an agreement】

認証報告【Declaration of designation】

認証盾・認証旗授与

【conferment of SC plaque and flag】

お祝いメッセージ【Message from certifiers】

お祝いのことば【Congratulations】

教育長式辞

【Address by Superintendent of education】

15:00 閉会【Ｃｌｏｓｉｎｇ】

閉会後　記念撮影【Commemorative photo】



年　月 内　　容 
2012年  9 月 市議会において取組開始を宣言 

2012年 11月 セーフコミュニティ推進協議会を設置 

2012年 11月　　　　ＷＨＯセーフコミュニティ協働センターに書簡伝達 

2012年 11月～　　　　事故やケガに関するデータの収集・分析 

2013年  8 月 
 セーフコミュニティ対策委員会設置（７委員会） 
 ①交通安全、②高齢者の安全、③子どもの安全、④自殺予防、
 ⑤犯罪の防止、⑥災害時の安全、⑦自然の中での安全 

2015年  7 月 セーフコミュニティ本審査の実施 
2015年 11月 セーフコミュニティ認証取得 
2016年  3 月 セーフコミュニティ推進条例の制定 

2016年 10月  セーフコミュニティ認証1周年記念イベント開催 
「先進自治体による講演・当市の取組報告」 

2017年 10月　　　　
セーフコミュニティ国際会議セルビア大会参加
「当市の取組報告」 

2017年 10月　　　　
 セーフコミュニティ認証2周年記念イベント開催 
「日本市民安全学会と共催による安全・安心フォーラム開催」 

2018年 11月 アジア地域セーフコミュニティ会議厚木大会参加
「当市の取組報告」 

2019年  2 月  セーフコミュニティ認証3周年記念イベント 
 「セーフコミュニティ事業報告会」 

2021年  7 月 セーフコミュニティ再認証本審査の実施 
2021年 11月 セーフコミュニティ再認証取得 

記念イベントの様子



年　　月 内　　容 

2016年 5月 「セーフスクールに係る研究」委嘱状交付

2016年10月 厚木市立清水小学校ISS再認証校現地審査視察

2017年 3月 ISS年間活動報告に係る訪問指導

2017年 6月 日本セーフコミュニティ推進機構学校訪問

2017年 7月 スポーツ中のケガを学ぼう授業

産業総合技術研究所　大野美喜子氏

2018年 2月 ISS年間活動報告に係る訪問指導

2018年10月 ISS ３校現地審査

2018年11月 ISS ３校認証式典【再認証】

2019年 8月 ISS ３校合同研修会

2020年 1月 日本セーフコミュニティ推進機構学校訪問

2020年 8月 ISS ３校合同研修会（オンライン）

2021年 1月 日本セーフコミュニティ推進機構学校指導

（オンライン）

2021年 7月 ISS ３校現地審査（オンライン）

2021年11月 秩父市セーフコミュニティ・セーフスクール合同認

証式【再々認証】

安
全
点
検
の
様
子



・公衆衛生オフィサー・理学士

・国際セーフコミュニティ認証センター　

　ジェネラルマネジャー＆シニアアドバイザー

・国際セーフコミュニティネットワーク　事務局長

・セーフコミュニティ・セーフスクール認証審査員

・博士（医学）

・アジョー大学救急医療部（韓国水原市）教授

・国際セーフコミュニティネットワーク　副理事長

・アジア地域SC支援センター連合　副理事長

・セーフコミュニティ・セーフスクール認証審査員

・博士（教育心理学） 
・台湾事故傷害・安全促進学会　学会長 
・台灣社區安全推進センター　センター長 
・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 
・セーフコミュニティ・セーフスクール認証審査員

・博士（公衆衛生） 
・復旦大学公衆衛生学部（中国　上海市）　教授 
・セーフコミュニティ・セーフスクール認証審査員   

・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

・セーフコミュニティ・セーフスクール認証審査員


