


会員募集のご案内
当協力会は、優良な防犯機器・設備およびCP部品の普及促進の活動に加え、「東京防犯優良マンション・駐車場	
登録制度」の調査・審査業務、防犯相談・診断、講演会等の事業活動を推進しております。協力会活動の円滑な	
推進のためには関係各位のご協力と連携が是非必要です。皆様方のご入会、ご参加をお待ちしております。

会員区分	 入会金および会費
●正会員　　防犯機器の製造・販売・防犯設備の施工などの事業を営む個人	
	 および団体で、当協力会の目的に賛同して入会し、当協力会の事業	
	 活動に参画するもの。
●賛助会員　当協力会の目的に賛同し、当協力会の事業を賛助する個人	

および団体。
●特別会員　理事会の推薦により入会した個人及び団体。
●登録会員　東京都在住、在勤、東京都において営業活動を営むいずれかで、公益社団法人日本防犯設備協会が

認定した総合防犯設備士及び防犯設備士。

入会手続き
入会を希望される場合は、別途提出書類が必要となりますので、詳細は事務局にお問い合わせください。

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-36-7-413　TEL.03-3985-8676　FAX.03-3985-8678 
ホームページ　http://www.tosekyo.org　mail:info@tosekyo.orgNPO法人	東京都セキュリティ促進協力会

会　員 入会金 会費
正会員 2万円 年額2万4千円
賛助会員 年額10万円
特別会員 無料
登録会員 無料

私たちは東セ協を応援しています

（広告は五十音順です）

登録会員に付きましては、ホームページ（http://www.tosekyo.org/）からの手続きのみになります。

◆お申込みまでの流れ　入力フォームから送信するだけで簡単にお申込みいただけます。

※お申し込みいただくには、Eメールアドレス（携帯電話アドレスを除く）が必要となります。
※他の方法では受付いたしかねます。	予めご了承ください。また、お問い合わせ等についてもメールにてお問い合わせいただきますよう、
　お願い申し上げます。

❶東京都セキュリティ促進協力会の�ホームページに�
アクセスし、�トップページの「登録会員のお申し込み
はこちら」をクリック

❸入力フォームに�
� 必要事項を記入の上、送信

❷「入会案内」、「入会に関しての同意の確認」��
� 「個人情報保護ポリシー」、�
� 「公益社団法人�日本防犯設備協会」同意画面

申込後、確認メール（自動返信）が送信されますので、
ご確認ください。申込完了
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平素は、特定非営利活動法人	東京都セキュリティ促進

協力会（東セ協）の運営・活動につきまして、会員各位の

ご理解とご協力に、又関係各位の多大なご支援とご協力

を頂いておりますことに対しまして、厚く御礼申し上げます。

東京都内の犯罪発生件数（刑法犯認知件数）は、平成

14年をピークに平成15年より昨年まで14年連続で減少し

ていることは、誠に喜ばしいことです。しかしながら東京都

が行っている「都民生活に関する世論調査の都政への

要望」や警視庁が行った「都民へのアンケート調査」では、

「安全で安心して暮らせる東京にしてほしい」と望む声

が非常に高いのであります。まだまだ東京都民の「体感治

安」は決して安心出来るものではありません。

東京オリンピック・パラリンピック開催もあと3年後となりま

した。世界の人々が日本に、東京に来て、やはり日本は、東

京は世界一安全な国、街であると実感して頂きたいもので

す。そして、国際的にも大きな問題となっております「テロ対

策」にも充分な施策が必要です。

私共は「錠前と防犯カメラをはじめとする防犯設備」の

プロ集団です。その豊富なノウハウを活かして「東京オリン

ピック・パラリンピック2020」の成功に、少しでも尽力したい

と考えております。

東セ協は「東京都安全・安心まちづくり協議会」・「東

京都自動車盗難等防止協議会」・「東京万引き防止官民

合同会議」等に参画して活動しております。

中央区・港区等の各自治体及び各種団体等からの要

請による防犯相談・防犯診断・防犯機器の展示・防犯

講話の講師派遣等又共同住宅・商店街・町会等からの

依頼によります防犯カメラをはじめ各種調査・診断及び防

犯講話等を行っております。

平成16年10月スタートしました公益財団法人	東京防犯

協会連合会より業務委託を受けました「東京防犯優良マ

ンション・駐車場登録制度」の調査及び審査を引き続き実

施して、マンション購入者が安心して住める物件の提供と

都民の方々や建設業界・不動産業界等に本制度の広報

により一層努めて参ります。

平成19年6月、警視庁生活安全部長より委嘱を受けまし

た「建物防犯協力員」が、各警察署からの要請によります

各種地域安全活動に防犯講話・防犯相談・防犯診断・

防犯機器の展示等を行っております。

前記の「東京万引き防止官民合同会議」の万引き防

止対策「モデル店舗」の調査並びに審査に参画しており

ます。昨今は子供の事犯のみならず、成人特に高齢者が

増加していることは憂慮すべきことです。これからも引き続き

「万引き防止」活動に協力してまいります。

「学校110番」事業も年々増加しており、保育園・幼稚園・

小学校・中学校等のスクールセキュリティを受け持ち、子

供達の安全確保の一端を担っております。

「登録会員」・「防犯アドバイザー」の制度も、スキルアッ

プセミナー・更新講習会等を開催して、より一層充実して

まいります。

「東セ協」の会員ならば「安心して防犯相談・防犯診

断等が出来る。」をモットーに「個人情報保護法」・「倫理

規定」等を遵守し、会員一同より一層研鑽して参る所存で

あります。

「安全・安心なまち東京」の実現に、そしてもう一度「世

界一安全な国、日本」の復活を目指して、全国の地域協会

の皆さん方と共に頑張って参りたいと思っております。

関係各位におかれましては、今後も引き続きまして、ご支

援・ご指導・ご鞭撻を賜わりますようお願い申し上げまして、

私のご挨拶とさせて頂きます。

ごあいさつ

特定非営利活動法人 東京都セキュリティ促進協力会 理事長　政本　猛
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ＮＰＯ法人	東京都セキュリティ促進協力会の皆様方に

は、平素から警察行政各般にわたり深い御理解と御協力

を賜り、厚く御礼を申し上げます。

また、皆様方には、各警察署と連携した各種イベント・キャ

ンペーン等における防犯講話、共同住宅等の防犯診断の

実施や防犯機器の展示・相談等を通じた防犯設備の普

及促進により、犯罪に強い住まいづくりに御尽力をいただい

ているほか、学校１１０番非常通報システムによる子供たち

の安全安心の確保、万引き防止対策「モデル店舗」の審

査員、公益財団法人東京防犯協会連合会による「東京防

犯優良マンション・駐車場登録制度」の調査並びに審査

担当として御助力をいただいていることに対しまして、重ね

て御礼を申し上げます。

さて、都内における犯罪情勢でありますが、昨年の都内

における刑法犯認知件数は約１３万４，０００件で、犯罪抑

止総合対策を開始しました平成１５年から１４年連続で減

少し、前年比で約１万３，０００件減少するとともに、戦後最

少を記録した一昨年を更に下回る成果をあげることができ

ました。

なかでも、皆様方に特に御協力をいただいております

「空き巣」等の侵入窃盗の認知件数は、約５，２００件と前

年に比べ約１，０００件減少しており、本年に入りましても、引

き続き減少傾向にあります。

このような成果は、都内の各地域における皆様方の自

主・積極的な防犯活動の成果によるものであり、心から感

謝申し上げる次第であります。

しかしながら他方では、ストーカー・ＤＶに起因する事件、

高度化、巧妙化の一途をたどるサイバー犯罪の脅威や殺

人、強盗等の凶悪事件などマスコミを騒がす犯罪は後を

絶たず、必ずしも都民の体感治安が大きく改善されたとは

いえません。

さらに、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被害

は、前年と比較して約１５０件増加しており、被害額も約

６１億６，０００万円と依然として厳しい状況が続いている現

状にあります。

こうした現状を踏まえ、警視庁では皆様方業界関係者は

もとより、自治体、事業者、防犯協会等の関係機関・団体

や防犯ボランティアの方 と々連携・協働し、社会における

規範意識の向上と絆を深め、犯罪に強い防犯環境の整備

を図りながら、犯罪の起きにくい社会づくりを推進し、都民

の安全・安心を確保していきたいと考えております。

地域の安全・安心の確保は、警察の力のみで実現でき

るものではありません。どうか皆様方におかれましては、引き

続きそれぞれの地域において、「防犯力」向上のため、安

全・安心なまちづくりに向けた取組を積極的に展開してい

ただき、地域安全活動の牽引役を果たしていただきますよ

うお願い申し上げます。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

まで３年余りとなりました。

警視庁では、都民をはじめ、世界各国の来訪者が、安

全に安心して大会の感動を共有できる「世界一安全な都

市、東京」の実現に向けて、諸対策を推進してまいりますの

で、皆様方のなお一層の御支援、御協力を賜りますよう宜

しくお願い申し上げます。

結びになりますが、ＮＰＯ法人東京都セキュリティ促進協

力会の御繁栄、御発展と会員の皆様方の御健勝、御多幸

を祈念申し上げまして私の挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ

警視庁生活安全部長　田代　芳広
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平成28年6月28日（火）、東京千代田区のスクワール麹町にて、平成28年度第1回通常総会が開催、審議事項・報告事

項を異議なく可決承認され、その後、警視庁による建物防犯協力員委嘱状交付式が行われました。

また当日は、通常総会に引き続き18時より3階「錦の間」にて懇親会が開催されました。政本理事長の挨拶の後、警視

庁	生活安全部長	茂垣	之雄様、東京都	青少年・治安対策本部	治安対策担当部長	村上	隆様、公益社団法人	日本防

犯設備協会	代表理事	片岡	義篤様より、ご挨拶をいただき、公益財団法人	東京防犯協会連合会	専務理事	西	講二様

の祝杯で華やかに開催されました。

懇親会は、約2時間にわたり、警察関係の方々や会員相互の和やかな歓談と談笑が続き、ご出席の皆様の親睦を深め

ることができ、盛会のうち終わりました。

平成２8年度　第1回通常総会	開催

政本理事長

東京都 青少年・治安対策本部
治安対策担当部長 村山 隆様（当時）

通常総会

公益社団法人 日本防犯設備協会 代表理事
片岡 義篤様

建物防犯協力員委嘱状交付式

公益財団法人 東京防犯協会連合会 専務理事
西 講二様（当時）

警視庁 生活安全部長 茂垣 之雄様（当時）
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平成29年2月2日（木）、16時30分より東京新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷にて、平成28年度第2回通常総会が開

催されました。政本理事長より開会の挨拶があり、議決事項の審議に入りました。審議事項として平成29年度事業計画

（案）と平成29年度活動予算（案）が、いずれも異議なく可決承認されました。また報告事項として、委員会の報告及び会

員の動静に関し報告がありました。また、来賓の警視庁生活安全部	管理官	藤森	雅之様よりご挨拶をいただきました。

引き続き18時より3階「瑠璃」にて新年交歓会が開催されました。政本理事長の挨拶の後、警視庁	生活安全部長	茂

垣	之雄様、東京都	青少年・治安対策本部	治安対策担当部長	臼井	郁夫様、	公益社団法人	日本防犯設備協会	代表

理事	片岡	義篤様より、ご挨拶をいただき、公益財団法人	東京防犯協会連合会	専務理事	西	講二様の祝杯で華やか

に開催されました。交歓会は、約1時間30分にわたり、警察関係の方々や会員相互の和やかな歓談と談笑が続き、ご出席

の皆様の親睦を深めることができ、盛会のうち終わりました。

平成２8年度	第2回通常総会および平成２9年新年交歓会	開催

政本理事長

公益社団法人 日本防犯設備協会 代表理事
片岡 義篤様

公益財団法人 東京防犯協会連合会 専務理事
西 講二様（当時）

警視庁 生活安全部長 茂垣 之雄様（当時）

通常総会

新年交歓会

東京都 青少年・治安対策本部 治安対策担当部長 臼井 郁夫様

警視庁生活安全部 管理官 藤森 雅之様（当時）
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さゆぽんの防犯対策インタビュー。
４回目の今回は、各団体代表の皆様をお招きして東京オリンピック・パラリンピックに
向けた安全と安心についての現在、そしてこれからの取り組みについて
お話いただきました。

防犯対策インタビュー 第4回

出席・
片岡　義篤様・

（公益社団法人日本防犯設備協会 代表理事） 
金子しのぶ様・

（東京都青少年・治安対策本部 総合対策部 
安全・安心まちづくり課長：当時） 
宮入　忠文様・

（警視庁 生活安全部 生活安全総務課 管理官）・
政本　　猛・

（NPO法人東京都セキュリティ促進協力会 理事長）

司会 

櫻井　兼二・
（NPO法人東京都セキュリティ促進協力会 副理事長） 
古屋早百合・

（NPO法人東京都セキュリティ促進協力会 広報・渉外委員）

各団体の近況について

さゆぽん	 	 	 	 	

今回は「東京オリンピック・パラリンピックに向けた安全・

安心対策」をテーマにお話を伺いたいのですが、まずは、

各団体の近況をお話いただきたいと思います。片岡代表

理事、公益社団法人日本防犯設備協会（以下、日防設）

の取り組みについて、近況をお聞かせいただけますか。

片岡代表理事	 	
私にとって生涯２度目となる2020年の東京オリンピッ

ク。今は、日防設としてまた業界として安全・安心対策

にどのような貢献が出来るのかを日々考えているとこ

ろです。私たちの仕事は国民生活の安全・安心の確

保であり、これはオリンピックに限らない日常の積み重

ね。このことにさらに貢献する中で、選手や観客、競技

場、オリンピックの安全・安心を確保し、心から楽しん

でいただけるようにする。そこに繋げられたらいいのか

なと考えています。	 	 	 	 	

平成28年度から、防犯設備士の資格更新を始めていま

す。更新の際には、犯罪対策に対する知識更新が主になり

ますが、今度の更新ではオリンピック・パラリンピック関連の

項目を取り入れてみようと考えています。

さゆぽんの

片岡　義篤様（公益社団法人日本防犯設備協会 代表理事）
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さゆぽん	 	

金子課長、東京都青少年・治安対策本部総合対策部安

全・安心まちづくり課としてはいかがでしょうか。

金子課長	 	

青少年・治安対策本部では、地域でどのように治安対

策を進めていくのかが課題となっています。都民やボラ

ンティア団体を「支援する」という形で、様 な々対策に取

り組んでいます。特に安全・安心まちづくり課では、平成

16年から町会や商店街等の防犯カメラの設置促進の

取り組みを開始し、平成29年度は2020年までに、地域

の安全安心の体制を強化するため、町会・自治会・商

店街において、負担額を現行のさらに2分の1になるよ

う、都の補助率を上げます。	 	 	 	

具体的にいうと、町会・自治会は６分の１負担ですが、4月

から3年間12分の1にします。商店街は3分の1負担を6分

の1に、さらに区市町村立の公園に関しても2分の1の補助

を開始します。この他に通学路への防犯カメラの設置も進

めています。	 	 	 	 	 	

なお、都では、防犯カメラの設置に当たっては「見守り活

動」を条件にしています。機械の目と人の目、両方による活

動です。他にも、地域を巡回する配送業者やコンビニなど

現在18の民間事業者の協力を得て、業務の傍ら、子供や

高齢者等の弱者を見守る「ながら見守り連携事業」を

推進しています。	 	 	 	 	

また、平成28年10月から防犯ポータルサイト「大東京防

犯ネットワーク」に都道府県で初めて「WebGIS（地理情

報システム）」を導入しました。都内における月ごとの町丁

字別犯罪情報や、子供の交通事故や不審な声掛け、特殊

詐欺などを、マップでわかりやすく公開しています。この取り

組みは「2016年度VLED勝手表彰　日本マイクロソフト

賞」を受賞しました。町丁字別犯罪情報は、オープンデータ

化していますので、犯罪防止の研究や民間企業の商品開

発、都民の防犯対策などに役立てていただきたいと思って

います。

座談会風景
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さゆぽん	 	

続きまして、宮入管理官、警視庁生活安全部生活安全総

務課としての近況をお話しください。

宮入管理官	 	

前任署で勤務していた際、防犯カメラが欲しくても地域の

皆さんの同意がないと設置できないなど、実際の現場の

苦労を知り、現職ではできる限り地域、管轄する警察署の

ために何かできればと思っています。	 	 	

オリンピックについては、国外では実際にテロ等の事案があ

り、日本で起きないという保証はなく、警視庁としてはテロ対

策に万全を期すところですが、地域に目を向けた時、個人

的に欲しいのはやはり防犯カメラ。人の目と機械の目で、あ

らゆる犯罪に対応できる気がします。小さなことをこつこつ

と実行して、オリンピックの安全・安心対策へと進めていけ

ればと思っています。

さゆぽん	 	

最後に、政本理事長お願いします。

政本理事長	 	

昭和39年のオリンピックの時、私はすでに防犯セキュリティ

の仕事をしていました。当時は、「安全・安心対策」は話

題になかったように思います。今はやはり国際テロの増加

があるからでしょう。	 	 	 	 	

私たちは、防犯カメラをはじめとする防犯設備の業界の団

体ですから、その立場でオリンピックに向けてということにも

つながる「安全・安心」をいろいろな面で考えていかなけ

ればならないと思っています。	 	 	 	

例えば、建物防犯協力員は、警察から依頼を受けて活動

の手伝いをしていますが、講演依頼もあるんですね。その

テーマとして一番多いのが侵入窃盗、侵入等の防犯対

策。私は「知らない人が通ったりしたら、必ず５秒見て」と

いう話をします。ある調査で、犯罪を諦める一番の理由は

「見られた、声を掛けられた」ということだと知ったからで

す。私たちは、防犯設備の取り扱いだけでなくて、テロ対策

にもつながるであろう地域の安全・安心対策を進めるため

のヒントやコツを「学ぶ」必要を感じます。	 	 	

防犯カメラの設置については、先ほど東京都の話がありま

したがこれほど補助金を出しているのは、全国でも東京都

だけです。桁違いです。そうしたことからも、さらにしっかりと

活動していきたいと考えています。

座談会風景

宮入　忠文様（警視庁 生活安全部 生活安全総務課 管理官）
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櫻井副理事長	 	
「検挙に勝る防犯なし」と言われた時代もありましたが、今は

「事前の防犯」の意識が高まっています。4団体の活動

は、非常に有意義なものだと感じます。

私たちの日々の業務を徹底すること
進化させることでこそ
安全・安心なオリンピック・パラリンピックが実現する

各団体の現在の取り組みについて

さゆぽん	 	

片岡代表理事、現在の取り組みについてお話いただけま

すか。

片岡代表理事	 	
私どもでは、防犯設備士の資格認定と防犯カメラやデジタ

ルレコーダー、LED防犯灯の優良防犯機器の認定を行っ

ています。	 	 	 	 	 	

事業としては、防犯設備士の資格認定がメインです。		

平成28年度から資格更新を始めましたが、27,000名が受講

した資格認定制度も制定から25年経ち、更新制度を導入し

て実際の稼動状況などを把握する目的からです。	

地域の基盤強化を目指し、地域協会主催での更新講

習を根付かせていきたいと考えています。地域協会の

委託事業となれば、財政確立にも貢献できるはずです。	

また、地域協会と会員がface	to	 faceで知り合いになれ

ば、将来退職して地域に戻った時にも、防犯ボランティア

として資格を活かすことが可能になるでしょう。地域協会

に属していればそうした活動もできますから。	 	

ただ、残念ながら現時点で地域協会は47都道府県中38し

かないんです。防犯設備士は全国にいますから、機会は公

平にしたい。数年かけて、地域協会を残りの9県に設置し

たいと考えています。

さゆぽん	 	

金子課長、いかがでしょうか。

金子課長	 	

都政に対する都民の政策要望では、治安対策が常に

上位で昨年は3位でした。治安対策に対する都民の思

いが強いのは、高齢者が被害にあう特殊詐欺や子供

のような弱者が被害者になる事案が出ているからでしょ

う。対策として、「見守り活動」ということで、子供の見守

り活動の講習会やボランティア団体のリーダー育成など

の活動支援を行っていますが、都民の不安感を解消す

るためにも、取り組みを強化する必要を感じています。	

都では、防犯カメラの設置を平成16年から累計13,000台

以上補助していますが、設置地域に偏りがあるのが課題

です。他にも、住宅地の無電柱化によってカメラの設置も難

しくなるので、その対策も検討が必要と考えています。

金子しのぶ様
（東京都青少年・治安対策本部 総合対策部

安全・安心まちづくり課長：当時）
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さゆぽん	 	

宮入管理官はいかがでしょうか。

宮入管理官	 	

ここに来る前に、秋葉原の岩本町で防犯カメラ14台を設

置した「火入れ式」に出席してきました。街の人にとって

防犯カメラがもたらす「安全・安心」感は絶大だとひし

ひし感じてきました。都内でもまだ普及の進んでいない地

域もあるので、そういったところに設置できるように取り組

んでいきたいです。先程、防犯ボランティアのお話があり

ましたが、前任署にいた時、地元の防犯協会の方は皆さ

ん高齢で、後継者がなかなかいないという状況でした。そ

こで、若い世代のボランティアということで、高校、大学、専

門学校に声掛けをする。授業の１コマにボランティア活動

を加えてもらえたら、若い人も興味を持ってくれて、随分違

うんじゃないかと思います。	 	 	 	

また、防犯協会で「青パト」と呼んでいる「青色防犯パト

ロールカー」（青色回転灯をつけた自動車を走らせる自主

防犯ボランティア）、あれも非常にいい施策だと思います。

活動のあるところは、地域の方々でじっくり回っていただけ

れば非常に効果的だと思います。	 	 	 	

多摩地区などは、消防隊や青年部などがありますが、23区

にはそういったものがほとんどなく、下町にはあるのかもしれ

ませんが、子供と高齢者の間の世代がどうなっているのか

が見えません。世代間の繋がりが持てるようなものができれ

ばいいのかなと考えています。

さゆぽん	 	

政本理事長、いかがでしょうか。

政本理事長	 	

防犯カメラは抑止力。ただし抑止力となるのは、カメラを見て

「やめとこう」と思った人のみ。「映ったってかまわない」と

いう人には抑止力にならないということ。防犯カメラが捉え

た画像によって犯人を確定できたりしますが、それで全て

解決するわけではないということ。そのことは認識しておか

ないといけないと思います。	 	 	 	

とはいえ、私たちの仕事において、防犯カメラは非常に役

に立ってくれています。最近の悩みは、先ほどもお話があっ

た「無電柱化」です。あちこちの区長さんにお願いしてい

ますが、区の街灯には防犯カメラが取り付けられない。許

可が下りない。警察、町会、業者の皆さんと必要台数を予

算を考慮しながら下見するわけですが、電柱に取り付けら

れないことが往 に々してある。そこを何とかしたいですね。

金子課長	 	

都道の街路灯に関しては、原則、基準を満たしていれば可

能とのことです。ただ、道路には構造物が何もないのが安

全上、望ましいので、カメラの設置が難しい場合もあると思

います。無電柱化を進めて行く際は、関係局とも調整してい

きたいと思っています。

政本理事長	 	

電柱が使えないということで、ビルにとりつけられないか警

察と一緒にお願いに行ったこともありますが、ほとんど断ら

れました。無電柱化が進むこれからの時代、地元の方の協

力が必要になります。商店街の会合で話が詰まればいい

ですが、町会とかでは計画はあっても話がまとまらなかった

りするので警察に協力を仰いだり。これもひとつ悩みの種

ですね。

政本　猛　東セ協理事長
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櫻井副理事長	 	
ここまでのお話で、防犯カメラの

ハードとソフト両方の問題点が出さ

れたと思います。ソフト面での最た

る課題は、防犯協会の高齢化では

ないでしょうか。私も武蔵野の防犯

協会で本部役員をしていますが、

この年齢の私が一番年下、ビックリ

です。	 	 	 	

ＰＴＡをフル動員し、地域の商店街

の方と一緒に、朝と夕方に外に出

て登下校する子供の見守りをして

もらう「８３（ハチサン）運動」とい

う取り組みがありますが、そうした「民活（民間活力）」が、

防犯の分野でも今後ますます重要視されるようになると思

います。

各団体のこれからの
取り組みについて

さゆぽん	 	

最後になりますが、これからの取り組みについて一言ずつ

いただきたいと思います。

片岡代表理事	 	
今、防犯カメラにおける個人情報の取り扱いについて、警

察庁と一緒に検討していきたいと考えております。折角、防

犯カメラの設置推進がいい動きになっているのに、水を差

すようなことにならないために、今のうちに取り組みたいと

思っております。

さゆぽん	 	

続いて金子課長、お願いします。

金子課長	 	

東京都においては、防犯カメラなどのハード面と併せてソ

フト面での見守り活動が重要と考えています。ボランティ

ア団体だけでなく、都民や民間企業など様 な々関係者の

協力を増やしていくことが重要だと思います。	 	

６月には「安全・安心まちづくり協議会」を開催します。警

視庁による官民を挙げたテロを許さない社会づくり「テロ

対策東京パートナーシップ」事業とも協力して、テロをテー

マにしたワークショップを企画しています。協議会では、計

画を作って発表して終わるだけでなく、横の繋がりを強化し

ていきたいと考えています。地域で暮らし、地域で働くいろ

んな主体が、それぞれの立場で防犯対策を行っていくこと

が重要だと考え、そのためにできることをしっかりやっていき

たいと思っています。

さゆぽん	 	

宮入管理官、お願いします。

宮入管理官	 	

防犯カメラについては、皆さんのご意見の通りだと思いま

す。パトロール活動としては、いわゆる「ボランティア活動」

として取り組むというより、犬を飼っている方が、散歩がてら

見守りをする「ワンワンパトロール」なんていうのだったら、

自分の日常生活の中でやってみようと思っていただけるの

ではないかと思うんですね。「お買い物パトロール」とか。日

常生活に絡んだ誰でも出来るところでの見守り活動を少し

ずつ増やしていけば、パトロールも盛り上がっていくのかな

という気がしています。

座談会風景
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さゆぽん	 	

最後に、政本理事長お願いします。

政本理事長	 	

イザヤ・ベンダサンこと山本七平氏が、『日本人とユダヤ人』

の中で「日本人は水と安全はタダだと思っている」と書い

ておられます。先進国の中で非常に珍しい国民だと皮肉ら

れたのですが、すでに時代は安全と安心もタダではなくな

りました。お金をかけるだけじゃなくて、「身に付けて実行し

て」もらわないといけない。パトロールや声掛け、見守りなど

含めてね。そういう時代になったのです。最後につくづく思

うのが、やっぱり若い人につないでもらいたい。これが必要

だとつくづく思います。

櫻井副理事長	 	
お話を伺いながら、防犯用語に「自助・共助・公助」とい

う言葉が思い浮かびました。	 	 	 	

そういう部分を私たちで盛り上げていき、日頃の活動を通じ

て、オリンピック・パラリンピックの成功に向け努力していき

たいと思います。本日はありがとうございました。

前列左から、宮入　忠文様（警視庁 生活安全部 生活安全総務課 管理官）
片岡　義篤様（公益社団法人日本防犯設備協会 代表理事）

金子しのぶ様（東京都青少年・治安対策本部 総合対策部 安全・安心まちづくり課長：当時）
後列左から、古屋早百合（NPO法人東京都セキュリティ促進協力会 広報・渉外委員）

政本　猛（NPO法人東京都セキュリティ促進協力会 理事長）
櫻井　兼二（NPO法人東京都セキュリティ促進協力会 副理事長）
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鍵は、他人には見せない、
貸さない、放置しない、預けない！

　2016年9月、複製した鍵で女性宅に侵入した男が逮捕

されるという事件が発生しました。

報道によりますと男は事前に管理会社の担当者を装って

女性宅を訪問し、その際に鍵に刻印されている番号を

メモしたのちインターネットで鍵番号による鍵の複製を

したものとみられています。

　従来は、店舗へ現物の鍵を持ち込んで鍵の複製をす

ることが一般的でしたが近年はインターネットにおいて

鍵番号のみで注文をすることも可能になってきました。

　時代や社会が変わっていく中で防犯、安心・安全へ

の対策も対応していくことが必要となってまいりました。

鍵のお取り扱いにはこれまで以上に注意して頂き、右記

の点にご留意いただき大切に管理していただきたいと思

います。

■鍵を紛失した場合はシリンダーを交換しましょう。	

特に住所が特定できるものと一緒に紛失した場合は

早急にシリンダーを交換することをおすすめします。

■第三者に鍵を貸さないようにしましょう。

■鍵は他人の目に触れないように管理しましょう。

・不用意に机の上等に放置しないようにしましょう。

・鍵はキーケース等に入れ、外から見えないように持ち

歩きましょう。

広報・渉外委員
木原　進一

鍵のお取り扱いについて
（第3者による複製キーを用いた事件を受けて）

TOPICS

鍵番号をメモしてネットで作製

キーケースを使用して
外から鍵番号が見えない
ようにしましょう。

◀おすすめはディンプル
キーです。
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防犯優良マンション等特別委員会は、平成16年9月に始
まった東京防犯優良マンション認定制度ならびに同駐車場
認定制度の調査・審査を、事業主体である（公財）東京防
犯協会連合会からの委託を受け活動する委員会です。
所属する調査員は、当協力会に所属する防犯設備士、
総合防犯設備士、一級建築士の中から同制度をご理解、
ご賛同いただいた中で一定以上の経験と技能を有すると
認められる方を委員会が推薦し、（公財）東京防犯協会
連合会が審査のうえ調査員として適格と認めた者だけに
委嘱する手順を取って頂いております。
当然のことながら調査員として基本的に求められること

は防犯診断ができ、かつ適切なアドバイスもできる技能を
有することが必須の条件となります。
これができるということは不正開扉、不正開錠やその他
不正侵入に関する手口を理解していると同時にその対抗
措置も理解している必要があるということでもあります。
カメラや映像記録層装置等の防犯設備の知識に加え防
犯建物部品（ＣＰ部品）が誕生した背景とこれ自体の性能
（騒音を許容しない様 な々侵入手口に対して5分以上の抵
抗時間を有する）も熟知していなければならないわけです。
次の段階として、これらの知識を座学で学んだだけでは
十分ではなく、どれほどの場数を踏んで防犯診断の実績を
積み上げてきたかが最も重要視されます。
例えば、どの開口部にＣＰ部品を使用すべきかは、建物

の構造（足がかりや手がかりとなり得る部位の発見）やこれ
らの配置（高さや離隔距離）、防犯環境設計に則した周辺
環境の評価、犯罪企図者が用いると思われる用具や車両
までも総合的に想定し、イマジネーションの中で侵入の可能
性を瞬時に判断できる能力が不可欠であるからです。
これらの能力は座学だけで醸成されることは決して無く、
実際に現場に立ち「住人の目」で不安を感じる箇所、「犯
罪者の目」で簡単に侵入でき、その行為が気づかれにくい
箇所を注意深く探り見つけ出す行為を何度も何度も繰り返
し経験することでしか身につけることができないからです。
実際にこれらの箇所を見つけ、ＣＰ部品を実際に使用す
べきか否かの最終判断は定量的な寸法等（右図：判断の
一助となる事例）が定められており、俗人的な判断のブレが
極力発生しえないように体系整備はしておりますが、まず肝

心カナメの『侵入の可能性が高い箇所』を見つけ出せない
ようでは全く務まりませんし適格者とも認められない訳です。
当協会においては防犯設備士委員会が実施する防犯

アドバイザー登録制度があり、上述の防犯診断に関わる知
識習得や実際の建物の防犯診断を行っております。
（公財）東京防犯協会連合会が認める調査員の多くは
この防犯アドバイザーの有資格者の中で特に豊富な実務
経験を有する方が推薦される場合が多いのも経験値の高
さ故のことです。
また当協力会と港区ならびに中央区は防犯設備に関す
る助成事業に際し、助成対象として申請されたマンションに
対しては事前に防犯診断を行う契約を締結しており、両区
を合わせ年間約70棟以上の防犯診断を実施しております。	
これに積極的に参加することは自らの防犯診断能力の研
鑽の良い機会でもあります。
防犯アドバイザーの有資格者におかれては是非これら

を有効活用され更に経験を積んでいただき、誰もが認める
知識と技能を得れば、（公社）東京防犯協会連合会が認
める調査員へ推薦する道も開かれているわけですから是
非チャレンジ頂きたいと思っております。

防犯優良マンション等特別委員会　委員長     瀬澤　外茂幸

東京防犯優良マンションについて

下図はサッシ等の開口部締り金物（クレセント等）の位置と、犯罪企図者の足
場との離隔距離に着目した実験結果です。侵入行為はガラス面全面を破砕す
るよりも一部を破壊し手首を差し入れてクレセント等を開錠する場合が多く、下
表はこの行為の難易度を計るデータです。
○は被験者の過半数が開扉できた事を表します。

出典：「防犯人間工学に基づく守りやすい戸建て住宅設計指針の基礎的研究（21560656）」
科学研究費助成事業（文部科学省）2009年～ 2011年�喜多裕美・樋野公宏・�田中賢・吉
田健「平坦な足場及び勾配屋根から侵入可能なサッシ位置の検証�侵入盗対策のための人
間工学実験�その5」　日本建築学会学術講演梗概集、2011年

〈防犯診断のポイント〉
・実験は日本人成人男子の標準的身長を有する者で実施されたことから、 

より長身の犯罪企図者の存在も考慮しなければなりません。
・エアコン室外機や車両など足場として用いることができる物がないか 
（車両などは防犯診断時に駐車されていない場合も考慮）

・上階バルコニーへの経路となる縦樋、配水管および駐車場の屋根の配置等
にも留意することが重要です。
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2016年（平成28年）7月26日に神奈川県相模原市にあ
る神奈川県立の知的障害者福祉施設で大量殺人事件
が発生いたしました。19人の死亡を確認し、重傷の20人
を含む負傷者26人が病院へ搬送されるという大きな事
件となりました。		 	 	 	 	
抵抗することのできない弱い立場の人々に対する暴力事
件は許されるものではありません。

この事件を契機に再び障害者施設や老人ホーム、福
祉施設や病院での防犯体制が見直されるようになって
おります。	 	 	 	 	 	
不審者の侵入そのものを防ぐこと、いち早く侵入を検知
すること、さらにいち早い警察機関への通報が求められ
るようになっています。

事実この事件直後から警察機関への110番非常通報
装置に関するお問い合わせが増えており、こうした施設
への設置が徐々に進んでいくものと思われます。

振り返りますと、2001年（平成13年）6月、大阪府池田
市の大阪教育大学附属池田小学校で小学生無差別殺
傷事件が発生いたしました。	 	 	 	
この池田小学校の惨事を受けて、東京都では警視庁と
協議の上、都内約6,000施設の公立私立小中学校・保育
園・幼稚園・教育施設に学校110番非常通報システムを
導入することを決定いたしました。

このシステムは非常ボタンを押すと、警察の通信司令
室に自動通報され、いち早く警察官が現場施設に駆けつ
ける事が出来るシステムです。	 	 	 	
このシステムの重要性から、東京都ではその後、学童ク
ラブ、児童館、小規模保育施設にも非常通報装置を設
置するようになっています。	 	 	 	
また東京都だけでなく、日本全国の小中学校・保育園・
幼稚園で110番非常通報システムが導入されることとなり
ました。

この学校110番非常通
報システムはどのような機
器で構成されているので
しょうか。	 	 	
まずは非常ボタンがありま
す。一施設に2個から3個設
置されます。（施設によっ
て異なることもあります）	
緊急時にはそのボタンを
強く押します。	 	 	
それから受理用電話機が設置されます。	 	
この電話機は、警察機関への通報メッセージ終了後、指令
台からの逆信に応答するための専用の電話機となります。	
また通報状態表示機が設置されます。これは通報状態を
表すもので、通報ボタンが押されたこと、警察指令台から
逆信があったことを示すようになっています。

現在2,300を超え
る東京都内の施設
を保守管理しており
ます。	 	
監視センターでの	
24時間365日の監視、
年4回の点検員によ

る保守作業が行なわれております。		 	 	
今後、必要とされる障害者施設や福祉施設への設置に
向けてこれからも万全な体制を整え、ご要望にこたえて
まいりたいと思います。	 	 	 	 	
いち早い110番通報を目指して活動してまいります。

学校110番委員会　委員長     青木　　一

いち早い110番通報体制を！！
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春の事です。3月弥生25日（土）16名分のチケット代（席
料）を確保しなければと当日の売り場にそそくさと並ぶ怪
しげな男、手には木戸銭を握りしめている。日陰ではまだ
肌寒さの残る陽気である。もじもじと足を揺らしながら
立っているのだが中々窓口は開かない。	 	 	
イライラが上り調子の頃、開演35分前の13時25分やっと
その時が来た、ふと見ると男の後にはざっと40人くらい
の行列ができていたのである。こんなに人気があるのだ
と男は少しびっくりしていた。	 	 	 	
「大人16人」「はい、では団体割引になりますね」それは
ラッキー池田である。一人200円引きで1800円になった。
想定外であった。「領収書もください、あて名は東セ協
で」	 	 	 	 	 	 	
寄席の流儀も知らない男が幹事なのである。すでにそ
ろっているメンバーにチケットを手渡し、いざ、池袋演芸
場へ潜入したのであった。

前座から始まり、二つ目、真打ちと落語の話術にお腹
が痛くなるくらい笑いに笑い！実に楽しい。今回は新作お
披露目特集の日であったので古典落語は聞けなかった
のですが落語家が７人、合間の色物芸人が2人、次から
次にネタを披露で3時間。サクッと時がたつのでした。補
助席まで埋まる満席状況に芸人さんも気合が張っていた
ようです。
お腹がよじれたせいか胃袋に何か入れてくれとせがま
れるままに、次はふぐ鍋や玄品ふぐへ徒歩2分で移動。こ
れより4名が合流し大人20人での懇親会とあいなったの
です。	 	 	 	 	 	 	
いつもながらの酒席ですが笑いの後のビールは格別だ。
兎にも角にも美味しく盛り上がったのでした。「締めの
雑炊の為に鍋を食う」との格言？通り今回のイベントも
無事に締まったのであります。	 	 	 	
養殖なのに和食の一幕。

会員研修・交流委員会　委員長     二上　直弘

会員研修・交流委員会 活動報告
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平成28年度	東セ協の活動内容①（平成28年4月1日～平成29年3月31日）
◆講師・建物防犯協力員・派遣アドバイザーの一部
[平成28年]
4月～12月	 中央区	生活安全・防犯アドバイザー派遣業務委託（23物件）
4月～12月	 港区	生活安全・防犯アドバイザー派遣業務委託（17物件）
4月13日	 マンション管理組合へ防犯アドバイザー派遣・防犯診断　於：港区
4月16日	 町田警察署「防犯診断・防犯講話」　於：成瀬台自治会
4月30日	 志村警察署「侵入盗対策・防犯カメラについて」　於：志村コミュニティホール
5月3日～ 5日	 多摩中央警察署「防犯キャンペーン」　於：パルテノン大通り
6月5日	 防犯機器の展示・防犯相談コーナー　於：豊島区中池袋公園
6月9日	 巣鴨警察署「カギと錠の展示・防犯相談」　於：高岩寺（とげぬき地蔵）
6月30日	 荻窪警察署「防犯パトロール隊への防犯講話」　於：勤労福祉会館
7月5日	 マンション管理組合へ防犯アドバイザー派遣・防犯診断　於：目黒区
7月27日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：町田警察署
8月5日	 町田警察署「施設関係者会議」防犯講話　於：署講堂
9月6日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：ダイエー赤羽店
9月20日	 万世橋警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：秋葉原UDX南ウィング
9月20日	 三田警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：署講堂
9月20日	 浅草警察署「防犯支部長会議」防犯講話　於：署講堂
9月21日	 小金井警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：小金井宮地楽器ホール
9月28日	 城東警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：カメリアプラザ
9月29日	 本富士警察署「ビル防犯部会研修会」防犯講話　於：署講堂
10月1日	 調布警察署「住宅の防犯対策について」防犯講話　於：グリーンホール
10月3日	 大森警察署「防犯支部長会議」防犯講話　於：署講堂
10月3日	 中野警察署「建物防犯・防犯カメラについて」防犯講話　於：南中野区民活動センター
10月7日	 野方警察署「防犯システムについて」防犯講話　於：野方区民ホール
10月8日	 南千住警察署「地域安全のつどい」防犯講話　於：南千住第二中学校
10月11日	 田園調布警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：区立嶺町文化センター
10月11日	 巣鴨警察署「全国地域安全運動	防犯キャンペーン」　於：JR大塚駅前広場
10月12日～14日	 中央警察署「八重洲フェア」防犯機器の展示・防犯相談　於：八重洲地下街
10月12日	 蒲田警察署「地域安全のつどい」防犯講話　於：署講堂
10月12日	 南大沢警察署「地域安全のつどい」錠前の展示・防犯相談　於：南大沢文化会館
10月14日	 蒲田警察署「古物商会議」防犯講話　於：大田区民プラザ
10月17日～ 21日	 警視庁「第16期	防犯専科」講師派遣　於：目黒合同庁舎
10月17日	 町田警察署「防犯診断・防犯講話」　於：成瀬中央自治会
10月18日	 中野警察署「建物防犯・防犯カメラについて」　防犯講話　於：勤労福祉会館
10月28日	 荻窪警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯カメラ講話　於：勤労福祉会館
10月29日～30日	多摩中央警察署「防犯機器の展示・防犯相談」　於：パルテノン大通り
11月9日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：セブンイレブン杉並井荻店
11月15日	 万世橋警察署「ビル防犯協力会」防犯講話　於：署講堂
11月16日	 板橋警察署「防犯協会役員会議」防犯カメラ講話　於：区立グリーンホール
11月30日	 東村山警察署「老人ホーム」の防犯診断　於：東村山市の特別養護老人ホーム
12月2日	 三田警察署「防犯協会会議」防犯講話　於：署講堂
12月2日	 城東警察署「町会・支部会議」防犯講話　於：砂町文化センター
12月12日	 渋谷警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：リフレッシュ氷川
12月19日	 高島平警察署「店舗の防犯対策」「郵便局の防犯対策」防犯講話　於：署講堂
[平成29年]
1月～3月	 中央区　生活安全・防犯アドバイザー派遣業務委託（3物件）
1月～3月	 港区　生活安全・防犯アドバイザー派遣業務委託（3物件）
1月15日	 志村警察署「マンション」の防犯診断・防犯講話　於：板橋区マンション
2月7日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：万世橋警察署
2月26日	 高島平警察署「マンションの防犯対策」防犯講話　於：赤塚高台集会所
3月7日～10日	 ＳＥＣＵＲＩＴＹ	ＳＨＯＷ	2017	防犯相談員派遣　於：東京ビッグサイト
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平成28年度	東セ協の活動内容②（平成28年4月1日～平成29年3月31日）
◆東セ協の行事、関係団体の行事への出席など
[平成28年]
5月25日	 「東京都安全・安心まちづくり協議会」第一回	幹事会　於：都庁
5月26日	 日本ロック工業会	定時総会	懇親会　於：法曹会館
6月2日	 日本万引防止システム協会	通常総会　於：主婦会館
6月3日	 （一社）ベターリビング	合同懇親会　於：グランドアーク半蔵門
6月14日	 （公社）日本防犯設備協会	創立30周年記念祝賀会　於：ホテルアジュール竹芝
6月16日	 NPO法人	全国万引犯罪防止機構	通常総会・意見交換会　於：主婦会館
6月28日	 東セ協　平成28年度	第一回	通常総会・懇親会　於：スクワール麹町
6月28日	 警視庁「建物防犯協力員」	委嘱状交付式　於：スクワール麹町
6月29日	 第14回「東京都安全・安心まちづくり協議会」総会　於：都庁
7月15日	 日本映像ソフト制作・販売倫理機構　第11回「青少年の健全育成・非行防止を考える講演・研修会」
	 於：ホテルメトロポリタン
7月20日	 第7回「万引き追放	SUMMERキャンペーン」　於：新宿文化センター
9月23日	 東京都と豊島区の「未来を語る会」　於：ホテルメトロポリタン
9月27日	 東京防犯優良マンション等審査員・調査員　委嘱状交付式　於：東セ協
10月1日	 平成28年「地域安全都民大会」　於：明治神宮会館
10月6日	 第25回「地域安全運動豊島区民大会」　於：帝京平成大学沖永ホール
10月26日	 第25回「暴力団追放都民大会」　於：文京シビックホール
11月18日	 （公社）日本防犯設備協会	第11回「都道府県防犯設備士（業）協会	全国大会」　於：ラフレさいたま
11月19日	 東セ協第六回「登録会員スキルアップセミナー」　於：東セ協
11月30日	 第12回「東京万引き防止官民合同会議」　於：グランドアーク半蔵門
[平成29年]
1月10日	 東セ協	新年祈祷参拝　於：池袋氷川神社
1月19日	 （公財）東京防犯協会連合会　創立70周年記念祝賀会　於：グランドアーク半蔵門
1月20日	 警視庁	生活安全部	武道始式　於：警視庁本部
1月20日	 （公社）日本防犯設備協会　新年賀詞交歓会　於：ホテルモントレ半蔵門
1月27日	 （一社）日本サッシ協会と「防犯性能の高い建物部品（CP部品）」について会議
	 於：（公社）日本防犯設備協会
2月2日	 東セ協	平成28年度	第二回	通常総会・新年交歓会　於：グランドヒル市ヶ谷

◆平成28年度　東セ協理事会
[平成28年]
第55回：平成28年6月8日
第56回：平成28年12月16日

◆東京防犯優良マンション等審査員会他
[平成28年]
9月27日	 ベルフォート西新井	防犯優良マンション更新審査委員会
12月14日	 （公社）道路整備保全公社	駐車場（東銀座、八重洲、日本橋、宝町、新京橋、錦糸町）
	 防犯優良駐車場新規審査委員会
[平成29年]
3月29日	 （公社）道路整備保全公社	四ツ又駐車場	防犯優良駐車場新規審査委員会
3月29日	 ライオンズ鶯谷マークスフォート	防犯優良マンション更新審査委員会

◆報道への協力、インタビュー対応
[平成28年]
7月6日	 日本経済新聞	暮らし面（8月2日付）「一人暮らし女性の防犯術」　取材対応
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委員会だより　①

総務委員会の活動は主に効率的な事務局
運営、会員の動静、会員名簿の整備、入会

予備審査等があります。	 	 	 	 	
月一回の定例の総務委員会には委員のほか、理事長、副
理事長、各委員会委員長にも出席して頂き、東セ協の活
動についての情報交換をしております。	 	 	
また隔月に開催予定される理事会、年２回の通常総会等
の資料の準備等があります。
今年から総会の会場が会場側の都合で従来とは別の会
場となり、会員皆様にはご不便おかけしました。	 	
先の通常総会でご承認頂きました事務局の移転は８～９

月頃を目途に計画しております。移転先の条件として①事
務局の電話番号は変更しない、②事務室、会議室、備品
庫ができる広さ７５㎡位、③最寄りの駅から１０分以内の
ところで会員様が気楽に立ち寄れる事務局を目標に探して
おります。事務所の空き物件情報は短期的に変わる市場
なので情報に基づいて現地の内覧調査に出向くわけです
がなかなか難しいところがあります。決まりましたら皆様
にご案内いたします。
会員皆様に対しては公平に、活発な会活動ができるよ
うに皆様のお力を借りながら、正確で迅速な事務処理を
目指しますのでご協力よろしくお願い致します。

広報誌Vo13作成に当たり、日防設の片岡
代表理事・東京都治安対策本部の金子課長・

警視庁生活安全部の宮入管理官はじめ、多数の皆様にご
協力頂けましたことをこの場を借りて、厚く御礼申し上げ
ます。３年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックに
向けた安全と安心についての現在、これからの取組につ
いて各方面からとても有意義なお話を頂きました。今後本

格的に工事などが始まる中、東京の治安に対する東セ協
の役割は益々高まっていくことと思われます。今後も主管
である警視庁様と連携し、会員の皆様並びに東京都民に
喜んで頂ける広報活動を続けていく所存です。
結びに、各種取材や原稿の提出に当たってご協力いた
だいた皆様に感謝すると共に、今後もご協力の程お願い
申し上げます。

防犯設備士委員会は、防犯アドバイザーの
スキルアップセミナー及び登録会員のスキル

アップセミナーを実施いたしますので、皆様の参加をお待
ちしています。

また、防犯アドバイザーの方々には中央区、港区の防犯
診断にご協力ありがとうございます。本年度もご協力よろ
しくお願い申し上げます。登録会員につきましては、会員
各社社員の方々の登録を宜しくお願いいたします。

昨年度は（公財）東京都道路整備保全公社
が運営する6場の東京防犯優良駐車場の4度

目の更新を調査員・審査員の皆様のご協力を賜り無事完
了する事が出来ました。
更新の際に最も重点的に確認しなければならないのが
カメラ、映像記録装置、照明設備など通電機器の経年劣化
の確認であります。
特に映像記録装置のＨＤＤ、ファンは30,000時間（約3
年）で回転部の軸摩耗等による障害発生確率が上昇するた
め多くのメーカーは交換すべき消耗品としています。
この点に関して調査員の皆様の報告書記載内容はどれ

も改善点としてご指摘いただいており皆様のスキルの高さ
を感じた次第です。
またこの指摘に対し真摯にご対応いただいた東京都道
路整備保全公社の皆様にも頭が下がる思いでありました。
ご協力いただきました関係者の皆様には本紙面をお借
りして厚く御礼申し上げます。
新たに東京都道路整備保全公社7番目の本制度認定駐
車場として板橋四ツ又駐車場が合格・登録されましたこと
をご報告させていただきますとともに次回更新時において
もご協力のほどをお願い申し上げます。

　総務委員会　委員長　鳥井　公一

　広報・渉外委員会　委員長　三宅　勇雄

　防犯優良マンション等特別委員会　委員長　瀬澤　外茂幸

　防犯設備士委員会　委員長　小高　浩
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委員会だより　②

昨年度も年度末ぎりぎり３月２５日（土）に
会員交流イベント「寄席して鍋して」お膝元

の池袋にて開催いたしました。詳細を本誌面にて掲載して
おります。
今年度も東セ協らしく仲良き語らいの場の出来るような
イベントを企画して参ります。

会員各社が個々に持つ特徴、特技、個性を融合して東
セ協の価値アップを目指してまいります。東セ協各社の団
結が一歩一歩実を結び、地道な活動を通じで都民生活の
一助（都民ファースト）となるよう当委員会も努力をして行
きます。
今後ともどうかご協力を宜しくお願い申し上げます。

東セ協にはマンション・駐車場の防犯基準
はありますが、低層住宅を対象にした防犯

基準・認定制度が存在しません。従いまして、そのカテ
ゴリー住宅には、東セ協としての防犯施策がないというこ
とです。東京都には、防犯的に手付かずのストック住宅
が相当数あり、犯罪企図者から守らなければなりません。
そこで、暗中模索のなか（一社）ベターリビング様が、同
様の基準を作成するとのことで、協力をさせていただきま

した。しかしながら、全国規模のベターリビング様と運
用面での整合性が取れず、東セ協独自的な方法論で、展
開させるべく方針転換を図りました。
その手始めとし又、新規事業の意味合いを含め、防犯
有識者会議を開催したいと考えております。そこで、東京
都独自の防犯性向上制度等ヒントを見出したいと考えてい
ます。

学校110番非常通報システムは、非常ボタンを押すだけで
警視庁通信司令室に自動的に通報され、警察官が駆けつ

けるシステムです。	 	 	 	 	 	 	
現在東京都内2,300を超える施設を保守させていただいております。

学校110番委員会は年に6回の委員会を開催しております。2時間か
ら3時間熱い会議を行なっています。	 	 	 	 	
また学校110番中央監視センターでは設備状態を24時間365日監視してい
ます。そして点検員による年4回の保守点検作業を実施しております。

最近の動向といたしましては、待機児童解消のための保育園開園が多
く見られ、それに伴って学校110番非常通報装置の設置が行なわれており
ます。また福祉施設、老人ホーム、障害者施設への設置も今後行なわれ
ていくものと思われます。

学校110番委員会ではこの非常通報システムがとても重要な安全対策で
あることを施設の皆様にご理解いただけるよう引き続きお知らせし、子ど
もたちの安全・安心を守るために万全な体制で保守管理に努めてまいり
ます。

　会員研修・交流委員会　委員長　二上　直弘

　新規事業・調査・研究特別委員会　委員長　櫻井　兼二

　学校110番委員会　委員長　青木　一
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会　員　動　静　（平成２8年４月１日～平成２9年５月３１日）

事務局だより	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事務局長 河尻邦夫

（入　会）
正会員
株式会社ケルク電子システム　東京支店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成２８年５月１７日付

以上の結果､ 平成29年5月31日現在の会員数は下記になります｡
正会員・ ・・・・・・・・・・・81会員
賛助会員・・・・・・・・・・・ 2会員
特別会員・・・・・・・・・・・ 8会員
登録会員・・・・・・・・・ １86会員
　　　計・・・・・・・・・ 277会員

　４月末から急に気温が上がり、初夏の陽気になり一気にクール
ビズになってきました。
　昨年の第一回通常総会と今年の第二回通常総会で発表されま
した事務局の移転に取り組んでいます。
　現況としては
東セ協が希望する広さ、賃料、交通の便などを考慮して、現在３社
の不動産業者と交渉していますが、なかなかこれという物件が出
てきません。それなりの物件が紹介されると他社に決められ、検討
の猶予もない状態です。
それに加え、池袋周辺では希望の物件が少ないそうです。あまり

焦らずに探そうと考えています。
やはり駅に近くて、会員の皆様が気軽に立ち寄れる場所を目標に
しています。
６月の第一回通常総会時に移転先を発表できればと思っていま
す。会員の皆様からも情報をいただければ幸いです。参考にさせて
いただきます。
　よろしくお願いします。

事務局員 佐藤河尻事務局長

本誌掲載記事の複写・転載の際は事務局までご連絡ください。

「東セ協」Vol.13			平成 29 年 6月28日発行
編集・発行	 NPO 法人　東京都セキュリティ促進協力会　広報・渉外委員会
	 〒170-0013	東京都豊島区東池袋 1-36-7-413　TEL.03-3985-8676　FAX.03-3985-8678
	 http://www.tosekyo.org
印 刷	 SPデザイン株式会社　〒101-0032	東京都千代田区岩本町 3-11-8	イワモトチョービル228　TEL.03-6240-9535
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カギと錠のご相談は
中央ロックサービス 〒101-0044 千代田区鍛冶町1-6-17 TEL 03-3252-7069

カギのネットワーク中央 〒104-0052 中央区月島4-21-6 TEL 03-3536-9965

（株）ツーロックホーム 〒104-0032 中央区八丁堀3-11-11 TEL 03-5541-4169

（株）カナイ（ファインセキュア） 〒107-0052 港区赤坂3-14-11 TEL 03-3583-7454

（株）スパックエキスプレス（カギの特急便） 〒105-0004 港区新橋5-19-2 TEL 03-5777-0109

（資）谷工作所 〒169-0075 新宿区高田馬場4-41-6 TEL 03-3368-7131

埼京防犯センター 〒160-0023 新宿区西新宿7-14-12 TEL 03-6908-7595

アイ・ロックサービス 〒112-0011 文京区千石2-3-12-101 TEL 03-3942-1275

（有）鍵のオオサワ 〒112-0011 文京区千石4-22-17 TEL 03-5976-4646

（株）カギヤ 〒111-0031 台東区千束1-1-1 TEL 03-3893-9551

キャピタルセキュリティ（株） 〒135-0034 江東区永代2-13-5 TEL 03-3643-7775

アサヒ工業 〒136-0072 江東区大島8-5-10 TEL 03-3682-2583

（株）システムロック 〒144-0051 大田区西蒲田8-9-9 TEL 03-3732-9493

（有）ロックサービス城南 〒145-0063 大田区南千束1-23-15 TEL 03-3729-2986

（株）ロックスタッフ 〒164-0011 中野区中央5-38-16 TEL 03-3383-3169

リペアサービス スズキ興産 〒164-0012 中野区本町5-32-4-103 TEL 03-3382-7587

（株）やぐち 〒166-0003 杉並区高円寺南4-42-6 TEL 03-3312-3111

（株）セーフティクリエイション 〒171-0014 豊島区池袋2-14-2 TEL 03-5953-7150

（株）日本ロックサービス 〒170-0005 豊島区南大塚2-26-15 TEL 03-5395-7460

（有）十條金物ロックサービス 〒114-0031 北区十条仲原1-8-26 TEL 03-3908-0952

イーストロックサービス 〒173-0024 板橋区大山金井町30-5 TEL 03-5964-1022

（株）利研ジャパン 〒175-0082 板橋区高島平2-28-1 TEL 03-3934-6600

（株）長城 〒175-0082 板橋区高島平5-51-14 TEL 03-5997-3551

（有）吉田金物店 〒174-0071 板橋区常盤台2-28-10 TEL 03-3960-4309

池袋 鍵浩 〒173-0027 板橋区南町1-8 TEL 03-3988-1644

（株）ワールドロックセキュリティ 〒177-0045 練馬区石神井台6-17-22 TEL 03-5933-1769

（有）エルロックサービス 〒179-0085 練馬区早宮1-29-1 TEL 03-3557-1960

（有）メイワシノミヤ 〒120-0043 足立区千住宮元町12-12 TEL 03-3881-1169

金町ロックサービス 〒125-0042 葛飾区金町1-10-8 TEL 03-3609-3550

（有）ロック・セキュリティ 〒124-0021 葛飾区細田1-8-4 TEL 03-3672-4993

（有）西野総金 〒134-0081 江戸川区北葛西4-22-12 TEL 03-3688-1139

（有）日野屋カギセンター 〒190-0023 立川市柴崎町3-4-4 TEL 0120-216-240

（株）ジャロック 〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 TEL 0422-41-6911

（株）武蔵野ロックセンター 〒180-0013 武蔵野市西久保2-18-4 TEL 0422-59-1769

（株）八洲 〒183-0005 府中市若松町3-3-1 TEL 042-367-1234

（有）トキワロック 〒182-0024 調布市布田2-30-7 TEL 042-482-6676

（有）鍵の青木 〒194-0212 町田市小山町959-9 TEL 042-797-8666

（株）リンク・アップ 〒194-0022 町田市森野2-25-9 TEL 042-710-3721

東京キーロック 〒184-0013 小金井市前原町5-14-25 TEL 042-385-6934

（有）ホシ・キーロック 〒187-0043 小平市学園東町3-1-5 TEL 042-347-5850

（有）国立サービス 〒186-0003 国立市富士見台2-19-8 TEL 042-577-1169

（株）オリハルコン 〒206-0031 多摩市豊ヶ丘1-60-17 TEL 042-311-2451

（有）長谷川金物店 〒202-0001 西東京市ひばりが丘1-4-1 TEL 042-421-3208

【賛助会員】

（株）日本防犯システム 〒105-6109 港区浜松町2-4-1 TEL 03-6809-1217

美和ロック（株） 〒105-8510 港区芝3-1-12 TEL 03-3452-5556

センサ・防犯カメラ等のご相談は
（株）ケルク電子システム 東京支店 〒101-0047 千代田区内神田1-15-16 TEL 03-5577-6844

（株）三実通商 〒101-0033 千代田区神田岩本町4 TEL 03-5298-3351

（株）ワイズ 〒101-0041 千代田区神田須田町1-9 TEL 03-5294-1981

ＮＥＣプラットフォームズ（株） 〒101-8532 千代田区神田司町2-3 TEL 03-5282-5842

アツミ電氣（株）東京支店 〒101-0054 千代田区神田錦町1-21-1 TEL 03-5217-1171

ＮＳＫ（株） 〒102-0074 千代田区九段南2-3-1 TEL 03-5213-1533

（株）日誠電機 〒101-0031 千代田区東神田3-1-13 TEL 03-3861-6810

（株）アクセスセキュリティ 〒103-0001 中央区日本橋小伝馬町15-18 TEL 03-3661-6213

（株）イーガルド 〒103-0006 中央区日本橋富沢町13-8 TEL 03-3249-4556

（株）セキュリティハウス・センター 〒104-0032 中央区八丁堀1-2-9 TEL 03-6865-1060

（株）ＴＯＫＡＩ　東京本社 〒105-0022 港区海岸1-9-1 TEL 03-5404-7307

（財）新日本検定協会 〒108-0074 港区高輪3-25-23 TEL 03-3449-2611

（株）プロテック　東京営業所 〒105-0013 港区浜松町2-2-15-1106 TEL 03-6435-7905

パナソニック（株）エコソリューションズ社 〒105-8301 港区東新橋1-5-1 TEL 03-6218-1491

高千穂交易（株） 〒160-0004 新宿区四谷1-2-8 TEL 03-3355-1108

東洋エンジニヤリング（株） 〒160-0011 新宿区若葉2-3-10 TEL 03-3353-1511

アイホン（株） 東京支店 〒112-0004 文京区後楽1-4-14 TEL 03-5684-3417

（株）計電産業 〒113-0021 文京区本駒込2-29-24 TEL 03-3945-0069

ＴＯＡ（株） 〒135-0042 江東区木場5-5-2 TEL 03-5621-5801

サクサビジネスシステム（株） 〒141-0022 品川区東五反田1-7-6 TEL 03-3445-0392

ホーチキ（株） 〒153-0063 目黒区目黒3-9-1 TEL 03-6863-5471

大和電気商工（株） 渋谷支店 〒150-0044 渋谷区円山町28-4 TEL 03-5728-5375

岩崎通信機（株） 〒168-8502 杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5530

（株）セキュリティハウス 〒171-0014 豊島区池袋2-52-8 TEL 03-3590-0110

（株）佳来興産 〒171-0014 豊島区池袋4-16-3 TEL 03-3986-0881

関東警報機（株） 〒171-0021 豊島区西池袋4-20-2 TEL 03-3974-0110

（株）ジャパン・イーグルス 〒170-0013 豊島区東池袋1-20-2 TEL 03-3971-5661

（株）新生電気商会 〒170-0013 豊島区東池袋1-47-12 TEL 03-3986-1501

テレネットジャパン（株） 〒114-0013 北区東田端2-9-6 TEL 03-3810-7229

（株）みうら 〒177-0035 練馬区南田中3-28-21 TEL 03-5923-9995

エバグリーンシステムズ（株） 〒124-0001 葛飾区小菅4-14-13-403 TEL 03-5629-5131

（株）ＮＳＫ東京支店　※7月より 〒132-0035 江戸川区平井4-5-8 TEL 03-3638-9051

ヒビキセキュリティ（株） 〒192-0353 八王子市鹿島7-2-D-411 TEL 042-670-5262

（株）セキュリティハウス西東京 〒192-0033 八王子市高倉町7-10 TEL 042-646-0171

（株）ライフネット 〒198-0043 青梅市千ヶ瀬町4-299-1 TEL 0428-22-5921

三和通信機（株） 〒183-0045 府中市美好町3-46-26 TEL 042-368-2222

三澤総合防犯設備士事務所 〒170-0013 豊島区東池袋1-36-7 東セ協内 TEL 03-3985-8676

【特別会員】

（公財）東京防犯協会連合会 〒100-8929 千代田区霞が関2-1-1 警視庁内 TEL 03-3581-0079

（公社）日本防犯設備協会 〒105-0013 港区浜松町1-12-4 TEL 03-3431-7301

（株）青山設計 〒103-0016 中央区日本橋小網町18-16 TEL 03-3664-5866

（株）アイディ建築事務所 〒168-0063 杉並区和泉3-62-3 TEL 03-3325-8481

（有）アン環境設計 〒173-0033 板橋区大山西町56-7-1101 TEL 03-3958-8330

浜津康次一級建築設計事務所 〒134-0087 江戸川区清新町1-1-36-1003 TEL 03-5674-6292

富田　俊彦 〒105-0013 港区浜松町1-12-4 日防設内 TEL 03-3431-7301

板倉　昭雄 〒301-0033 茨城県竜ヶ崎市佐貫町1135 TEL 090-4926-0644

NPO 法人　東京都セキュリティ促進協力会
私たちは、錠前と防犯設備のプロ集団です。豊富なノウハウを活かし、

東京の安全・安心なまちづくりに貢献いたします。お気軽にご相談ください。

 東京都セキュリティ促進協力会　会員名簿 （地区順）
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