
 

 報道機関各位  

箕輪町は、ＷＨＯ(世界保健機関)が推奨する安全・安心なまちづくりであるセーフコミュニティ 

活動を推進しています。この度、国際再認証の内定連絡を受けました。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料  有 無 

 

経 過 

平成 29 年 2 月 4～5 日、インターナショナルセーフコミュニティ認証センター(本部・ 

スウェーデン)の現地審査をうけ、国際審査員から「再認証に、強く値することを本部 

に伝える。」との高い評価を得ていた。 

 

連絡を受けた日等 

平成 29 年 4 月 2 日、日本セーフコミュニティ推進機構・白石代表理事からの連絡 

 

連絡を受けた内容 

 平成 29 年 3 月 31 日付審査員からの「セーフコミュニティとしての国際認証(再認証) 

の通知」についてより、内定の連絡を受けたもの。 

詳細は別紙資料をご覧ください。 

 

今後の予定 

 ①平成 29 年 5 月 11 日(木)開催予定の箕輪町セーフコミュニティ推進協議会の席上日本 

セーフコミュニティ推進機構・白石代表理事から、内定通知書が町長へ渡されます。    

②平成 29 年 5 月 27 日(土)、箕輪町文化センターにて再認証式典等開催予定 

  ・箕輪町安全安心の日の集い 2017 

    ・セーフコミュニティ再認証式典 

箕輪町役場 総務課 ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ推進室 プレスリリース  

平成 29 年 4 月 3 日 発信 

総務課セーフコミュニティ推進室 
(課長兼室長) 戸田勝利 (担当) 井上典彦 高嶋健児 
箕輪町セーフコミュニティ推進協議会 
(事務局長)向山静雄 
電 話：０２６５－７９－３１１１（内線）193  195 
ＦＡＸ：０２６５－７９－０２３０ 
Ｅ‐mail：soumu@town.minowa.nagano.jp 

箕輪町セーフコミュニティの国際再認証内定について 

箕輪町 
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箕輪町長 

箕輪町セーフコミュニティ推進協議会長 

白鳥 政徳 さま 

 

この度、貴町が提出された申請書をもとに書類審査及び現地審査が行われ、その結果が審査

員から届きましたのでお知らせいたします。認証通知の内容については、下記の通りです。 

 

記 

 

セーフコミュニティとしての国際認証（再認証）の通知について 

 

2017年3月31日 

 

白鳥政徳 箕輪町長さま 

 

このたび、セーフコミュニティ認証センターから任命され、認証審査員として審

査を行いました結果、貴町は、「セーフコミュニティ」としての国際認証（再認

証）にかかる7つの指標を満たしていると判断されましたことをここにお知らせい

たします。 

認証は、箕輪町がセーフコミュニティ合意書に署名をした時点から有効となり

ます。貴町が引き続きセーフコミュニティの国際ネットワークの一員となられま

すことを歓迎しますとともに、国内外のコミュニティとこれまでのご経験を共有

されることにより、貴町がセーフコミュニティの世界的な発展に向けて継続的に

貢献されることを期待しております。 

 

重ねてお喜びを申し上げますとともに、今後のますますのご発展を祈念いたしま

す。 

 

審査員  

デイル・ハンソン 

ワン・シュメイ 

 

この度は、認証の内定おめでとうございます。日本セーフコミュニティ支援センターからも

併せてお喜び申し上げます。 

  



 

Date: March 31, 2017 

 

Masanori Shirotori 

Chair, Safe Community Steering Committee 

Mayor, Minowa Town, Japan  

 

Dear Mayor Shirotori 

 

Re: Notice of International Accreditation of Minowa Town as a member of 

 the International Safe Community Network (re-designation) 

 

As a result of thorough evaluation process, in our capacity as certifier and co-certifier assigned 

by the International Safe Community Certifying Center, We hereby inform you that you have 

fulfilled the seven indicators as a member of the International Safe Community Network for 

your second designation.  

The accreditation will become effective after signing on the “Agreement of a 

Safe Community” between the Safe Community Certifying Center and Minowa at 

the designation ceremony.  

We are very looking forward to your continuous contribution to the global movement of 

Safe Community by sharing your experience with other communities, nationally and 

internationally. You may set the designation ceremony now and notify the world about your 

great achievement through our website and Safe Community Monthly News (See the 

attachment). 

 

Congratulations and all the best to Minowa Safe Community!  

 

Sincerely yours, 
 

 

Dale Hanson  

Certifier  

Associate Professor (adjunct),  

James Cook University, 

Director of Clinical Training, 

Queensland Health 

 Shumei Wang 

Co-certifier  

Associate Professor,  

School of Public Health,  

Fudan University, China 

 

Enclosure: Further procedures for your designation 

CC: Japan Institution for Safe Communities 

 


