
第２４回（令和元年度第２回） 
セーフコミュニティ 児童虐待防止対策委員会 

 

《会 議 次 第》 

 

日時：令和２年２月１０日(月) １４：００～ 

場所：久留米市庁舎１４階 会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 委員自己紹介、正・副委員長の選出について 

 

 

３ 報告事項 

 （１）今後の主なスケジュールについて（資料１） 

 

 

３ 協議事項 

 （１）具体的施策（取り組み）について（資料２～４、資料７） 

 

 

（２）市民意識調査及びセーフコミュニティに関する実態調査について 

・今後のデータ収集について（資料５～６） 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 



◎今後５年間の基本的な方針の決定
◎次回「セーフコミュニティ実態調査」の概要検討と整理

◎次回「セーフコミュニティ実態調査」の決定と実施、集計・分析

◎取り組みの骨格の検証と見直し

◎国際認証の再々取得のための事前指導

◎国際認証の再々取得のための現地審査

国際認証第２期（2019～2023）
の主な予定
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久留米市のセーフコミュニティ推進の骨格（６分野１０項目８対策委員会４２施策） 

重点取り組み分野 

（６分野） 

重点取り組み項目 

（１０項目） 

対策委員会 

（８組織） 
№ 

具体的施策 

（４２施策） 

交通安全 
高 齢 者 の 交 通 事 故 防 止 

交通安全 
対策委員会 

1-① 運動能力や身体機能に着目した啓発・講習の実施 

1-② 明るい服及び反射材の着用キャンペーンの実施 

1-③ 安全安心マップの作成 

自転車事故の防止 
1-④ 交通安全教室の実施 

1-⑤ 自転車安全利用キャンペーンの実施 

子どもの安全 

児童虐待の防止 
児童虐待防止 
対策委員会 

2-① 新生児訪問事業の地域連携 

2-② 赤ちゃんふれあい体験事業 

2-③ 児童虐待防止啓発事業 

学校の安全 
学校安全 
対策委員会 

3-① 校舎内で安全に過ごす意識付けと実践化を図る取り組みの実施  

3-② 校舎外で安全に遊ぶ意識付けと実践化を図る取り組みの実施 

3-③ いじめの未然防止・早期発見・早期対応の取り組みの実施  

3-④ 火 災 ・ 地 震 等 の 災 害 か ら 身 を 守 る 安 全 教 育 の 実 施 

3-⑤ 交通安全教育の実施 

3-⑥ 地域・保護者と連携した交通指導の実施 

3-⑦ 防犯教育の実施 

3-⑧ 地域・保護者と連携した防犯の取組の実施 

高齢者の安全 

転倒予防 
高齢者の安全 
対策委員会 

4-① 転倒予防に関する普及・啓発 

4-② 転倒予防のための健康づくり、体力維持、介護予防 

高齢者虐待の防止 
4-③ 虐待や認知症に関する講演会・学習会の開催 

4-④ 介護サービス提供事業所向けの虐待防止研修 

4-⑤ 地域で高齢者を見守るネットワークの構築 

犯罪・暴力の予防 

犯罪の防止・ 
防犯力の向上 

防犯 
対策委員会 

5-① 自転車ツーロックの推進 

5-② 青パト活動団体の拡大・連携強化 

5-③ 安全・安心感を高めるための地域環境の整備 

5-④ 暴力団壊滅市民総決起大会等の開催 

5-⑤ 
児童生徒、青少年への暴力団の実態や構成員になるの

を防ぐための研修や啓発の実施 

5-⑥ 犯罪弱者に対するタイムリーな情報発信・啓発 

ＤＶ防止・早期発見 
ＤＶ防止 
対策委員会 

6-① 男女共同参画・ＤＶ防止に関する啓発の充実 

6-② 教育現場等における予防教育の充実 

6-③ パープルリボンキャンペーンの実施 

6-④ 医療関係者に対する研修の強化 

6-⑤ 子どもに関わる業務に携わる職務関係者に対する研修の充実 

自殺予防 自殺・うつ病の予防 
自殺予防 
対策委員会 

7-① ゲートキーパー研修 

7-② かかりつけ医と精神科医の連携強化 

7-③ 自殺対策連絡協議会等と協働した普及啓発活動の実施 

7-④ 民間団体と協働した相談の実施 

7-⑤ 生活困窮者からの相談支援 

防災 地域防災力の向上 
防災 
対策委員会 

8-① 定期的な防災研修・訓練・啓発の実施 

8-② 防災に精通しているリーダーの育成 

8-③ 避難行動要支援者名簿の登録促進 

8-④ 避難行動要支援者個別支援計画の充実 

8-⑤ 地域の避難計画を作成 

資料（２） 



 

R1.7.25SC推進協議会で承認 

今後の基本方針について 

 

   近年の悲惨な事故や事件、多発かつ大規模化する自然災害などを考えると、市民の安全

安心の確保は、今後益々重要になると思われます。 

そこで、久留米市は、セーフコミュニティの取り組みを柱として、安全安心のまちづく

りを更に進めるために、今年度以降５年間の基本方針を以下のとおり定めるものです。 

 

（１）状況変化等に合わせて、重点分野・項目、対策等の見直しを適切に行う。 

（２）「協働」をテーマに、市と市民や関係団体等がより幅広く連携できるものにする。 

（３）若者や外国人など関りが薄かった層や個人でできる取り組みを進める。 

 

＜基本方針の設定理由＞ 

 

これまでの取り組みにより、けがや事故、一般刑法犯認知件数等の減少、市民の意識

向上、市と市民や関係団体等との連携など、一定の成果が出ています。 そして、昨年

１２月には、WHO（世界保健機関）が推奨する国際認証「セーフコミュニティ」の再認

証を取得することができました。 

一方、国際セーフコミュニティ認証センターの公認審査員からは、取り組みに係る人

員や層の拡大と行政主導ではない取り組みを増やすことなどを助言されました。 

また、取り組み宣言から５年目の平成２８年度には、重点分野・項目の見直しをして

いないことなど残された課題もありますので、上記基本方針を掲げるものです。 

なお、セーフコミュニティの国際認証取得については、国内自治体や認証制度の動向

などを引き続き十分把握し、検討していきます。 

 

＜これまでの主な経過と今後の予定＞ 

 

○平成２３年 ７月  セーフコミュニティの取り組み宣言 

○平成２５年１２月２１日 国際認証取得（中核市及び九州の自治体で初めて） 

○平成２９年 ２月    具体的施策の見直し（４２事業へ） 

○平成３０年 ７月    再認証取得のための現地審査を受ける 

○平成３０年１２月 ８日 再認証記念式典を開催（再認証取得） 

●令和元年度      実態調査を含む収集すべきデータの整理・集約、委員改選 

●令和２年度      セーフコミュニティ実態調査等各種データの収集・分析 

●令和３年度      取り組みの検証と見直し（再々認証取得に関する意思決定） 

●令和４年度      （再々認証取得のための事前指導） 

●令和５年度      （再々認証取得のための現地審査） 

●令和５年１２月 ７日 再認証の認定期間満了 

資料（３） 



 

児童虐待防止対策委員会 

 

 

 

 

【児童虐待防止】 ２－①新生児訪問事業の地域連携 

課題 

客観的 

課題 
・地域で子育て家庭が孤立している 

・虐待者の 60％以上が実母である 

主観的 

課題 
・子育てに困難を感じている保護者が多い 

・子育ての相談相手がいない、相談窓口を知らない人が多い 

目標 地域で気軽に相談できる体制作り 

内容 
市が行っている「新生児訪問事業」（その中の第２子訪問）の地域連携として、各地域の住民

の一人でもある主任児童委員が同行訪問し、子育て中の保護者と地域をつなげ、孤立を防ぐ。 

対象者 子育て中の家庭の母親 

実施者 市（こども子育てサポートセンター）、主任児童委員 

対策委員会の関わり 構成メンバーである久留米市民生委員児童委員協議会の主任児童委員が同行訪問している。 

2018年度の実績 

及び 

改善した点等 

・市内 4 校区において市が行っている「新生児訪問事業」に 

主任児童委員が同行訪問し、子育て中の保護者と地域を 

つなげ、孤立を防ぐ取り組みを行った。 

 

2019年度の方針 

及び 

課題等 

・民児協の主任児童委員部会、市（こども子育てサポートセンター）による協議を行いながら、

同行訪問の拡大を図る。 

指標 内容 単位 2014 2015 2016 2017 2018 

活動指標 
主任児童委員による妊産婦や子育て

家庭への家庭訪問件数 
件 1 10 11 13 14 

【短期】認識・知識 
①子育てサロンの実施回数 回 457 426 425 405 418 

②参加者数 人 13,641 14,458 13,132 11,163 10,590 

【中期】態度・行動 

主任児童委員の同行訪問により子育

てサロンにつながった割合 

［市家庭子ども相談課統計］ 

％ 100 100 100 100 35.7 

【長期】状況 
子育てに困難を感じることがある割合 

[子育てに関するアンケート調査(5年毎)] 
％ － － － － － 



 

【児童虐待防止】 ２－② 赤ちゃんふれあい体験事業 

課題 

客観的 

課題 
親になるための教育が十分でないと感じている保護者が 30％近くいる 

主観的 

課題 
核家族化や地域とのつながりの希薄化などの影響により、自分が親になる前に子どもと接す

る機会が減少している 

目標 親になるための十分な教育の支援 

内容 将来、親になる中学生に子育て体験をしてもらう。 

対象者 中学生、２０１５年度から小学生にも対象拡大 

実施者 各校区のすくすく子育て委員会 

対策委員会の関わり 構成メンバーである久留米市民生委員児童委員協議会の中の主任児童委員が実施している。 

2018年度の実績 

及び 

改善した点等 

・実施校を拡大し、地域・小中学校・市の協働による事業を実施 

［中学校］７校 

青陵中学校：６月７日（木） 

江南中学校：６月１４日（木）、２７日（水） 

良山中学校：７月１０日（火）、１１日（水）、１２日（木） 

田主丸中学校：９月４日（火）、５日（水） 

明星中学校：９月１３日（木）、１４日（金） 

宮ノ陣中学校：１１月２８日（水） 

三潴中学校：６月１５日（金）、９月２１日（金）、１０月２６日（金）、１１月１６日（金） 

［小学校］２校 

荘島小学校：９月７日（金） 

小森野小学校：１０月４日（木） 

2019年度の方針 

及び 

課題等 

・事業の運営及び実施において、対策委員会としての取組になりきれていない部分がある。 

今後は、対策委員会が主体となっている取組であることを再確認し、地域及び学校と連携し

ながら、実施校の拡大を目指す。 

指標 内容 単位 2014 2015 2016 2017 2018 

活動指標 
赤ちゃんふれあい体験・保育体験等の

実施学校数 
校 3 4 6 8 9 

【短期】認識・知識 
命の大切さについての認識の向上 

[参加者アンケート] 
％ 2017年度より実施 95.8 92.5 

【中期】態度・行動 
赤ちゃんふれあい体験等の新規実施

校数 
校 0 1 2 2 1 

【長期】状況 
虐待しているのではないかと思うことがある割合  

[子育てに関するアンケート調査(5 年毎)]  
％ － － － － － 

 

  



 

【児童虐待防止】 ２－③ 児童虐待防止啓発事業 

課題 

客観的 

課題 
・虐待を受けた子どもの大半は、小学生以下である 

・子ども自身からの相談が少ない 

主観的 

課題 
子どもが虐待に関する正しい知識を得るための学習機会が少ない 

目標 子ども自身から相談できる体制づくり 

内容 
啓発活動（オレンジリボンの作製、街頭キャンペーン） 

児童虐待防止の講演会の実施 

対象者 一般市民 

実施者 主に久留米市要保護児童対策地域協議会 

対策委員会の関わり 対策委員会の構成メンバーと連携した啓発活動等の実施 

2018年度の実績 

及び 

改善した点等 

・久留米大学学園祭（あのく祭）：１１月３日（土）、４日（日） 

来場者にオレンジリボンの啓発を実施 

・「あきない祭」：１１月１０日（土） 2018年度新規  

オレンジリボンについてのクイズを行い、イラストの塗り絵を 

実施 

・「マナビィランド」：１１月１1 日(日)  

久留米大学生との協働により、オレンジリボンについてのクイズを 

行い、イラストが入ったメダル作りを実施 

・「荘島よかっ祭」：１１月１１日(日) 

オレンジリボン作りのコーナーを設置 

・街頭キャンペーン：１１月９日（金） ゆめタウン、１１月１１日（日）西鉄久留米 

１１月の児童虐待防止月間に合わせ、利用者の多い上記２ヶ所で啓発グッズとチラシを配布 

・子ども理解を深めるための連続講座：１月２０日（日）、２月３日（日）、２月１０日（日） 

児童虐待を防止するために、福岡県久留米児童相談所、民間団体、久留米市の３者による 

協働の事業での講演会を連続で開催 

2019年度の方針 

及び 

課題等 

・児童虐待防止の認識と子育てに関する相談窓口等を、一層多くの市民に周知するために、実

施内容等の検討を進める。 

指標 内容 単位 2014 2015 2016 2017 2018 

活動指標 イベントや講習会等の参加者数 人 1,058 1,003 688 1,130 956 

【短期】認識・知識 
児童虐待防止の認識の向上 

[参加者アンケート] 
％ 2019年度より実施予定 

【中期】態度・行動 
相談先の周知状況 

[参加者アンケート] ％ 2019年度より実施予定 

【長期】状況 
虐待しているのではないかと思うことがある割合

[子育てに関するアンケート調査(5 年毎)] 
％ － － － － － 

  



H30 年再認証申請書（抜粋） 

 

 

指標５ 外傷や事故の頻度と原因を継続的に記録する仕組み              

１ 外傷サーベイランスの全体像 

久留米市では、様々なデータを活用し各領域をカバーしています。 

図表 133 外傷データがカバーする領域 
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２ 外傷サーベイランスを構成するデータ及び継続的なデータ収集の計画 

外傷サーベイランスを構成するデータについては、持続可能なシステムにするために、次のとお

り継続的なデータ収集の計画を立て収集・記録しています。 

図表 134 主なデータと収集頻度 

№ 
データの名称 

       （収集先） 

内容 

（収集頻度） 

活用する対策委員会 

交通 
児童
虐待 

学校 高齢者 防犯 ＤＶ 自殺 防災 

① 
人口動態統計 死亡に関する情報 

（毎年） 
●   ●   ●  

（厚生労働省） 

② 
救急搬送データ けがや事故による救急搬送の情報 

（毎年） 
●  ● ●   ●  

（久留米広域消防本部） 

③ 
警察統計 交通事故や犯罪に関する情報 

（毎年） 
●  ●  ●    

（久留米警察署） 

④ 
災害給付制度データ 学校のけがや事故に関する情報 

（毎年） 
  ●      

(日本スポーツ振興センター) 

⑤ 
久留米市民意識調査 けがや事故、犯罪、災害等への意

識に関する情報（3年に 1回） 
● ● ● ● ● ● ● ● 

（久留米市） 

①人口動態統計 

③警察統計 

②救急搬送データ 

 

⑥久留米市の SCに関する実態調査 

⑤久留米市民意識調査 

※医療機関による外傷発生調査 

④日本スポーツ振興センター 
災害給付制度データ 

資料（５） 



H30 年再認証申請書（抜粋） 

⑥ 
久留米市の SCに関する実態調査 けがや事故及び SC の取組に関す

る情報（3年に 1回） 
● ● ● ● ● ● ● ● 

（久留米市） 

 

【個別データ】 

№ 
データの名称 

       （収集先） 
内容・収集頻度 

活用する対策委員会 

交通 
児童
虐待 

学校 高齢者 防犯 ＤＶ 自殺 防災 

1 
自転車駐車場利用者アンケート  自転車安全利用に関する情報 

（毎年） 
●        

（久留米市） 

2 
家庭子ども相談課相談記録 児童虐待発生や相談に関する情報 

（毎年） 
 ●    ●   

（久留米市） 

3 
児童相談所相談記録 児童虐待発生や相談に関する情報 

（毎年） 
 ●       

（福岡県） 

4 
次世代育成に関するニーズ調査 子育てに対する意識に関する情

報（5年に 1回） 
 ●       

（久留米市） 

5 
児童生徒の問題行動に関する調査 いじめの発生・解決件数等に関す

る情報（毎年） 
  ●      

（文部科学省） 

6 
あんぜんアンケート 小学生の安全に対する意識に関

する情報（毎年） 
  ●      

（久留米市） 

7 
高齢者実態調査 高齢者の転倒や虐待に関する認

識等に関する情報（3年に 1回） 
   ●     

（久留米市） 

8 
長寿支援課記録 高齢者虐待の発生や相談に関する情報  

（毎年） 
   ●     

（久留米市） 

9 
市政アンケートモニター 体感治安や市政への意向・ニーズ

に関するアンケート（毎年） 
    ●    

（久留米市） 

10 
男女平等に関する市民意識調査 ＤＶや男女平等に対する意識に

関する情報（5年に 1回） 
     ●   

（久留米市） 

11 
男女平等推進センター記録 ＤＶ発生や相談に関する情報 

（毎年） 
     ●   

（久留米市） 

12 
自殺の原因・動機別データ 自殺について原因や動機別に表

した統計データ（毎年） 
      ●  

（警察庁） 

13 
防災対策課記録 自主防災活動等に関する情報 

（毎年） 
       ● 

（久留米市） 

 

 

 

 



指標 内容

①高齢者対象交通安全講習の実施回数

②高齢ドライバー向け啓発活動の実施回数

【短期】
講習参加者の意識の変化[受講後、「必ず反射材を身につけて外出するようにする」と

答えた方の割合]
アンケート

【中期】 運転免許自主返納者数 警察統計

①第1当事者となる高齢者の交通事故発生件数

②高齢者人口1万人あたりの①の件数

①キャンペーンの実施回数

②出前講座の実施回数

【短期】
講習参加者の意識の変化[受講後、「必ず反射材を身につけて外出するようにする」と

答えた方の割合]
アンケート

【中期】 反射材の着用率[必ず身に着けている人の割合] SC実態調査(3年毎)

①高齢者の夕方・夜間（15時～21時）における交通事故発生件数

②高齢者人口1万人あたりの①の件数

活動指標 市との協働によりマップ作成に取り組んだ校区数

【短期】 マップ作成校区の交通事故発生件数（前年比） 警察統計

【中期】 マップを作成し、交通安全に取り組んでいる校区数 各校区へのアンケート調査

①高齢者の交通事故発生件数

②高齢者人口1万人あたりの①の件数

①交通安全教室の実施回数

②参加者数

【短期】 交通ルールについて、「知っており、守っている」と答えた割合 自転車駐車場利用者アンケート※19歳以下

【中期】 自転車関連事故に占める19歳以下の件数 警察統計

【長期】 自転車の交通事故発生件数

【短期】 交通ルールについて、「知っており、守っている」と答えた割合 自転車駐車場利用者アンケート※20歳以上

【中期】 自転車関連事故に占める20歳以上の件数 警察統計

【長期】 自転車の交通事故発生件数

活動指標 主任児童委員による妊産婦や子育て家庭への家庭訪問件数

①子育てサロンの実施回数

②参加者数

【中期】 主任児童委員の同行訪問により子育てサロンにつながった割合 市家庭子ども相談課統計

【長期】 子育てに困難を感じることがある割合 子育てに関するアンケート調査(5年毎)

活動指標 赤ちゃんふれあい体験・保育体験等の実施学校数

【短期】 命の大切さについての認識の向上 参加者アンケート

【中期】 赤ちゃんふれあい体験等の新規実施校数

【長期】 虐待しているのではないかと思うことがある割合 子育てに関するアンケート調査(5年毎)

活動指標 イベントや講習会等の参加者数

【短期】 児童虐待防止の認識の向上 参加者アンケート

【中期】 相談先の周知状況 参加者アンケート

【長期】 虐待しているのではないかと思うことがある割合 子育てに関するアンケート調査(5年毎)

活動指標 児童による主体的な取組及び実施回数【全小】

【短期】 校舎内のルールに対する理解
各学校の校舎内の安全に関するアンケート集

計

【中期】 校舎内のルールを守る態度
各学校の校舎内の安全に関するアンケート集

計

【長期】 校舎内でのけがの割合(校舎内のけが件数／市内全児童数)
日本スポーツ振興センター災害給付対象けが

状況

活動指標 児童による主体的な取組及び実施回数【全小】

【短期】 校舎外のルールが分かる児童の割合
各学校の校舎内の安全に関するアンケート集

計

【中期】 校舎外のルールを守る態度
各学校の校舎内の安全に関するアンケート集

計

【長期】 校舎外でのけがの割合(校舎外のけが件数／市内全児童数)
日本スポーツ振興センター災害給付対象けが

状況

活動指標 各学校の実態に応じた取組回数【全小】

【短期】 いじめについての理解 各学校のいじめに関するアンケート

【中期】 いじめをしない態度 各学校のいじめに関するアンケート

【長期】 いじめの解消率 児童生徒の問題行動に関する月例調査

交

通

安

全

児

童

虐

待

学

校

安

全

1-①

1-②

1-③

1-④

1-⑤

2-①

3-③

3-①

3-②

2-②

2-③

【短期】

【長期】

【長期】

活動指標

活動指標

【長期】

活動指標

活動指標 キャンペーンの実施回数、配布物数



指標 内容

活動指標 各学年の取組及び実施回数

【短期】 災害時の避難の仕方についての理解 各学校の防災に関するアンケート

【中期】 災害時の避難の仕方を踏まえて避難訓練にのぞむ児童の割合 各学校の防災に関するアンケート

【長期】 学校内での災害に不安を感じない児童の割合 各学校の防災に関するアンケート

活動指標 各学年の取組及び実施回数【全小】

【短期】 交通ルールに対する理解 各学校の交通安全に関するアンケート

【中期】 交通ルールを守る態度 各学校の交通安全に関するアンケート

【長期】 学校外でのけがの割合(学校外のけが件数／市内全児童数)
日本スポーツ振興センター災害給付対象けが

状況

活動指標 各学年の取組及び実施回数【全小】

【短期】 地域の交通安全上の危険箇所に対する理解
各学校の登下校や放課後の安全に関するアン

ケート

【中期】 交通安全に気をつけて登下校する態度
各学校の登下校や放課後の安全に関するアン

ケート

【長期】 学校外でのけがの割合(学校外のけが件数／市内全児童数)
日本スポーツ振興センター災害給付対象けが

状況

活動指標 各学年の取組及び実施回数【全校】

【短期】 不審者への対処法に対する理解
各学校の登下校や放課後の安全に関するアン

ケート

【中期】 不審者への対処法を実践する態度
各学校の登下校や放課後の安全に関するアン

ケート

【長期】 登下校時に不安を感じない児童の割合
各学校の登下校や放課後の安全に関するアン

ケート

活動指標 各学年の取組及び実施回数【全校】 上津小調査

【短期】 地域の防犯上の危険箇所に対する理解
各学校の登下校や放課後の防犯に関するアン

ケート

【中期】 不審者に気をつけて登下校する態度
各学校の登下校や放課後の防犯に関するアン

ケート

【長期】 登下校時に不安を感じない児童の割合
各学校の登下校や放課後の防犯に関するアン

ケート

①介護保険住宅改修講習会参加者数

②転倒予防パンフレットの配付数

【短期】 【新】転倒予防対策の必要性を認識した人の割合 参加者アンケート調査

【中期】 転倒予防対策を行う人の割合 高齢者実態調査(3年毎)

【長期】 「転倒・骨折」によって、介護・介助が必要になった高齢者の割合 高齢者実態調査(3年毎)

① 健康ウォーキングの回数、参加者数

②「市民ラジオ体操の集い」の回数、参加者数

③にこにこステップ&スロージョギング教室の回数、延べ参加者数

【短期】 健康づくりのために運動をしている70歳以上の割合（1日30分以上、週2日以上） 市民意識調査

【中期】 高齢者のけがの原因のうち「転倒」の割合 SC実態調査(3年毎)

【長期】 「転倒・骨折」によって、介護・介助が必要になった高齢者の割合 高齢者実態調査(3年毎)

活動指標 虐待防止や認知症に関する講演会・学習会の回数、参加者数

【短期】 虐待を正しく理解する市民の割合 高齢者実態調査(3年毎)

【中期】 地域や事業者からの相談や通報件数の割合（/全通報件数中） 長寿支援課統計

【長期】 虐待発生率（1万人あたりの発生件数） 長寿支援課統計

【短期】 地域や事業者からの相談や通報件数の割合（/全通報件数中） 長寿支援課統計

【中期】 地域や事業者からの相談や通報件数の割合（/全通報件数中） 長寿支援課統計

【長期】 虐待発生率（1万人あたりの発生件数） 長寿支援課統計

活動指標 地域や事業者からの相談や通報件数の割合（/全通報件数中） 長寿支援課統計

【短期】 地域や事業者からの相談や通報件数の割合（/全通報件数中） 長寿支援課統計

【中期】 地域や事業者からの相談や通報件数の割合（/全通報件数中） 長寿支援課統計

【長期】 虐待発生率（1万人あたりの発生件数） 長寿支援課統計

活動指標 自転車駐車場や商業施設などでの啓発活動回数

【短期】 自転車ツーロックの実践状況 アンケート

【中期】 久留米市は治安が良いと思う人の割合 市政アンケートモニター

【長期】 街頭犯罪の内で、自転車盗の認知件数 警察統計

活動指標 青パト活動を行う校区数（うち、専用青パト活動校区）

【短期】 地域で行われている防犯活動に参加したいと思う人の割合 市政アンケートモニター

【中期】 合同パトロール実施にあたり連携する関係機関・団体数

4-⑤
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介護サービス提供事業者向け虐待防止研修の回数、参加者数

活動指標

活動指標

3-⑤

3-⑥

3-⑦

3-⑧

4-④

活動指標



指標 内容

【長期】 街頭犯罪の認知件数 警察統計

①防犯灯設置費補助件数

②街頭防犯カメラ設置補助台数

【短期】 この２～３年で治安が良くなったと思う人の割合 市政アンケートモニター

【中期】 久留米市は治安が良いと思う人の割合 市政アンケートモニター

【長期】 街頭犯罪の認知件数 警察統計

活動指標 暴力団壊滅市民総決起大会の開催数

【短期】 暴力団壊滅市民総決起大会の参加者数

【中期】 独自の暴追取り組みを行っている校区数

【長期】 市内に事務所を置く暴力団の構成員数 警察統計

活動指標 暴力団排除などの防犯教育活動を行った学校数

【短期】 不良行為少年補導数 警察統計

【中期】 市内の刑法犯少年・検挙補導数 警察統計

【長期】 市内に事務所を置く暴力団の構成員数 警察統計

活動指標 犯罪の動向に応じた啓発活動・出前講座回数

【短期】 この２～３年で治安が良くなったと思う人の割合

【中期】 久留米市は治安が良いと思う人の割合

①特殊詐欺被害件数・阻止件数

②性犯罪認知件数 警察統計

活動指標 啓発講座や予防教育を実施した講座数、受講者数

【短期】 受講者の意識　「参考になった」と回答した人の割合 受講者アンケート

【中期】 DVの予防・早期発見のために取り組んでいる人の割合 DV防止対策委員会アンケート調査

①性別役割分担意識に同感しない人の割合 男女平等市民意識調査(5年毎)

②DVを女性への人権侵害と思う人の割合 男女平等市民意識調査(5年毎)

③DVを受けたことのある人の割合 男女平等市民意識調査(5年毎)

活動指標 デートDV防止啓発講座の実施校数、実施回数、受講者数

【短期】 「ﾃﾞｰﾄDVが理解できた」と回答した人の割合 ﾃﾞｰﾄDV防止啓発講座ｱﾝｹｰﾄ

【中期】 DVの予防・早期発見のために取り組んでいる人の割合 DV防止対策委員会アンケート調査

①性別役割分担意識に同感しない人の割合 男女平等市民意識調査(5年毎)

②DVを女性への人権侵害と思う人の割合 男女平等市民意識調査(5年毎)

③DVを受けたことのある人の割合 男女平等市民意識調査(5年毎)

活動指標 活動の実施回数、参加人数

【短期】 「DVが理解できた」と回答した人の割合 受講者アンケート

【中期】 DVの予防・早期発見のために取り組んでいる人の割合 DV防止対策委員会ｱﾝｹｰﾄ調査

①性別役割分担意識に同感しない人の割合 男女平等市民意識調査(5年毎)

②DVを女性への人権侵害と思う人の割合 男女平等市民意識調査(5年毎)

③DVを受けたことのある人の割合 男女平等市民意識調査(5年毎)

活動指標 研修実施機関・団体数、受講者数

【短期】 取り組みを行う医療機関の数 DV対策に関する調査(5年毎)

【中期】 今後何らかの取組を検討している医療機関の数 DV対策に関する調査(5年毎)

【長期】 医療機関から繋がった相談者数[男女ｾﾝﾀｰ、家子相談課へ繋がった数]

活動指標 研修実施機関・団体、受講者数

【短期】 「DVが理解できた」と回答した人の割合 受講者アンケート

【中期】 DVの予防・早期発見のために取り組んでいる人の割合 DV防止対策委員会アンケート調査

【長期】 学校等、保健所から繋がった相談者数[男女センター、家子相談課へ繋がった数]

活動指標 ゲートキーパー啓発回数、人数

【短期】 参加者の意識変化「ゲートキーパーについて理解できた」と回答した人の割合 参加者アンケート

【中期】 市民からのうつ・自殺に関する相談件数[精神保健相談]

①自殺者数 人口動態統計

②自損行為による救急出動数と死亡数 救急搬送ﾃﾞｰﾀ

活動指標 かかりつけ医うつ病アプローチ研修の開催回数、受講者数

【短期】
参加者の意識変化「本日の研修会におけるテーマについて、研修前と比べて理解が深ま

りましたか。」
参加者アンケート

①うつ病を疑い精神科医に紹介した件数 うつ病アプローチ研修集計

②うつ病と診断された人の人数と割合 うつ病アプローチ研修集計

①自殺者数 人口動態統計

②自損行為による救急出動数と死亡数 救急搬送ﾃﾞｰﾀ

防

犯

Ｄ

Ｖ

防

止

自

殺

予

防

5-②

5-③

5-④

5-⑤

5-⑥

【長期】

7-①

【長期】

6-③

6-④

6-⑤

【中期】

【長期】

7-②

【長期】

6-②

【長期】

活動指標

【長期】

6-①



指標 内容

活動指標 啓発協力団体数、配布箇所、配布部数

【短期】 協議会参加者の意識の変化 参加者アンケート

【中期】 相談者及び関係機関からつながった機関数及び相談件数[精神保健相談]

①自殺者数 人口動態統計

②自損行為による救急出動数と死亡数 救急搬送ﾃﾞｰﾀ

①ハローワーク相談会及びこころの相談カフェ等の開催回数

②参加者数

【短期】 参加者の意識の変化 参加者アンケート

【中期】 相談者及び関係機関からつながった機関数及び相談件数[精神保健相談]

①自殺者数 人口動態統計

②自損行為による救急出動数と死亡数 救急搬送ﾃﾞｰﾀ

活動指標 新規相談受付件数

【短期】 関係機関等から繋がった機関数 支援入り口データ

【中期】 自立相談支援事業における支援計画策定数及び支援終結件数 支援プランデータ

自殺者数 人口動態統計

自損行為による救急出動数と死亡数 救急搬送ﾃﾞｰﾀ

①   自主防災研修の実施回数

②   防災訓練の参加者数

【短期】 「自主防災活動を認識している」人の割合 市民意識調査(3年毎)

【中期】 食料備蓄等の対策を講じている人の割合 市民意識調査(3年毎)

【長期】 水害やがけ崩れ・山崩れの防止などの防災対策及び総合防災訓練の充実 市民意識調査

①   自主防災リーダー研修の実施回数

②   参加者数

【短期】 「自主防災活動を認識している」人の割合 市民意識調査(3年毎)

【中期】 校区防災訓練の実施校区数

【長期】 水害やがけ崩れ・山崩れの防止などの防災対策及び総合防災訓練の充実 市民意識調査

①避難行動要支援者名簿作成校区数

②名簿登録者数

【短期】 同上

【中期】 同上

【長期】 水害やがけ崩れ・山崩れの防止などの防災対策及び総合防災訓練の充実 市民意識調査

①避難行動要支援者名簿を活用した訓練実施校区数

①   個別支援計画の作成数

【短期】 個別支援計画の作成数

【中期】 同上

【長期】 水害やがけ崩れ・山崩れの防止などの防災対策及び総合防災訓練の充実 市民意識調査

【短期】 地域の避難所の認知度 市民意識調査(3年毎)

【中期】 マップ作成済校区の避難訓練参加者数

【長期】 水害やがけ崩れ・山崩れの防止などの防災対策及び総合防災訓練の充実 市民意識調査

8-⑤

自

殺

予

防

防

災

活動指標

活動指標 マップ作成を新たに行った校区数、回数

活動指標

活動指標

7-③

7-④

7-⑤

活動指標

8-③

8-④

8-①

8-②

【長期】

【長期】

活動指標

【長期】
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