


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12 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への意識調査や警視庁が
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５年後と
なりました。世界の人々が東京、日本に来て、やはり東
京は、日本の国は世界一安全な街、国であると実感し
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。私共が持つ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・世田谷区・目黒区・墨田区等の各自治
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・防犯相談員の派遣・防犯講話の
講師派遣等又共同住宅・商店街等から要請の防犯カメ
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・防犯診断・
防犯機器の展示・防犯相談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。万引きは「犯罪」です。子供の事犯のみならず、
今は成人、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「万引き防止対策」に
協力して参ります。
「学校 110 番」事業も当初 1,561校の受注でスタート
しましたが、現在は 2,306 校の保育園・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」の制度もより一層
充実して参ります。
「東セ協」の会員ならば「安心して防犯相談・防犯診
断が出来る」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、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キャンペー
ンや講習会等における防犯講話、共同住宅等の防犯診
断の実施、防犯機器の展示・相談等を通じた防犯設備
の普及促進に御尽力を頂いているほか、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、「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、万引き防止対策「モデル店舗」の審査等、多
大なる御助力いただいておりますことに対しまして、重ね
て御礼を申し上げます。
さて、都内の犯罪情勢でありますが、平成 14 年に刑
法犯認知件数が 30万件を超えて以降、組織の総力を
挙げて「犯罪抑止総合対策」に取り組んだ結果、刑法
犯認知件数は、12 年連続して減少し、昨年は、約16
万件にまで減らすことができました。
これはピーク時の平成 14 年の約半分、前年と比較し
ましても約 2,400 件（前年比－1.5％）減少し、世界一
安全な都市と謳われた昭和 40 年代の水準を下回るまで
に回復したことになります。
こうした成果は、皆様方をはじめ、自治体、各事業者、
地域防犯ボランティアの方々が相互に連携し、地域安
全活動などに真筆に取り組んでいただいた賜であり、重
ねて御礼申し上げる次第であります。
なかでも、皆様方に活動の御協力を頂いております「空
き巣」等の侵入窃盗の認知件数は、約 6,900 件と前年
と比べ約 830 件減少するなど、年 、々減少傾向にあり、
防犯対策の成果が顕著に表れております。
しかしながら、全体的に認知件数は減少しているも
のの、「殺人や強盗等の凶悪事件」、「暴行、傷害等の
粗暴犯」、あるいは「振り込め詐欺を始めとする特殊詐

欺」等の犯罪が依然として後を絶たないほか、「サイバー
犯罪」、「ストーカー・DVに起因する事件」、「危険ドラッ
グ関連事案」等の脅威はさらに増しており、「自転車盗」
は約 5千件（前年比＋10.3％）増加するなど、安全や
治安の回復を肌で実感できるまでには至っていない現
状にあります。
特に、都内の特殊詐欺の被害は、前年と比較して減
少したものの被害額は約 80 億円を越えており、予断を
許さない状況になっております。
こうした状況を踏まえ、警視庁では、「首都東京の安
全・安心」を守るため、今後も皆様方業界関係者はも
とより、自治体、事業者、防犯ボランティア等との連携
を強化し、都民の体感治安を向上させることに加え、「安
全・安心なまちづくり」に向け、組織の総力を挙げて犯
人の検挙や被害防止対策に邁進してまいりたいと考えて
おります。
是非、皆様方におかれましても、それぞれの地域に
おきまして、「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
いたします。
また、2020 年には、東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会が開催されます。
現在、警視庁では、所要の体制を整えているところで
ありますが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会
の安全な開催に向けましても、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。
最後になりますが、NPO法人東京都セキュリティ促
進協力会の益々の御繁栄、御発展と会員の皆様方の御
健勝、御多幸を祈念いたし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     藤本 隆史
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平成26年6月20日（金）、東京千代田区のスクワール麹町にて、第49回理事会を、引き続き平成26年度	第1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25年度事業

報告と収支決算報告が報告され、いずれも異議なく可決承認されました。

また当日は、通常総会に引き続き18時より5階「芙蓉の間」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	藤本	隆史様、公益社団法人	日本防犯設備協会	事務局長	土生	俊悦様より、ご挨拶をいただき、

警視庁	生活安全部	生活安全総務課長	櫻井	美香様の祝杯で華やかに開催されました。「東セ協」設立に当たり、大

変御尽力をいただきました、江﨑	徹治様（元	警視庁警視）に、記念品を添えて感謝状を贈呈しました。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２6年度　第1回通常総会開催

警視庁 生活安全部長 藤本 隆史様

警視庁 生活安全部 生活安全総務課長
櫻井 美香様

理事会

感謝状 贈呈式　江﨑 徹治様（右）

通常総会

懇親会

公益社団法人 日本防犯設備協会 事務局長
土生 俊悦様
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平成27年2月3日（火）、14時30分より東京千代田区のスクワール麹町にて、第51回理事会を、引き続き平成26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

27年度事業計画（案）と平成27年度活動予算書（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。

引き続き17時30分より3階「錦の間」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	藤本	隆史様、公益社団法人	日本防犯設備協会	代表理事	服部	範雄様、東京都	青少年・治安対策本部	治安対

策担当部長	村山	隆様より、ご挨拶をいただき、警視庁	生活安全部	生活安全総務課長	櫻井	美香様の祝杯で華やか

に開催されました。交歓会は、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２6年度	第2回通常総会および平成２7年新年交歓会	開催

通常総会

東京都 青少年・治安対策本部
治安対策担当部長 村山 隆様

警視庁 生活安全部長 藤本 隆史様

新年交歓会

公益社団法人 日本防犯設備協会
代表理事 服部 範雄様

政本理事長
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さゆぽん　警視庁では、地域住民の方 と々がっちりスク

ラムを組んで、安全・安心まちづくりに向けた取り組みを

行っていらっしゃいます。防犯対策に向けての情報の提

供、犯罪多発地域などの合同点検、パトロール他、各種の

取り組みを通じて、地域ボランティアの方 と々、安全・安心

まちづくりの連携協力を計り、効果的な防犯活動を推進

する上で、役に立つ情報の提供、防犯教室の開催、ボラ

ンティア活動の支援、防犯アドバイスの充実、街頭防犯カ

メラの設置、子ども向けの防犯活動など多岐に亘る内容

ですが、警視庁生活安全総務課長としての約一年を振り

返っていかがですか？

櫻井課長　生活安全総務課の仕事は、防犯関係の活動
はもちろんですが、ストーカー、ＤＶの対策など、仕事の幅

が本当に広く、最初は、次々に上がってくる仕事を理解す

ることに必死でした。今は慣れてきましたが、同時に、ど

の活動も警察だけで出来ることではない、ということを

日々実感しています。	 	 	 	 	

防犯活動は、ボランティアの皆さんや、セキュリティ業界

の皆さんとの連携無くしてはやっていけません。それだ

けでなく、例えば「刑法犯認知件数」は、現在減少傾向に

ありますが、被害者の気持ちを考えれば、「数が減ってい

るから良い」ということには決してなりません。これからも

警視庁として、都民の皆さんの期待する防犯、守って欲し

いところを的確に捉え、ニーズに対応する策を講じてい

けたらと思っています。	 	 	 	 	

警視庁では今、職員のワークライフバランスに目を向けて

います。警察官の仕事は24時間体制ではあるのですが、

私生活も充実することで仕事の質も高まるという考え方

を導入しています。とりわけ生活安全総務課の業務は、

生活に密接に関連するものが多く一私人としてバランス

がとれていることは大事なことだと思っています。この職

について二年目、私自身も公私共に生活の質を高めると

いうことに取り組んでいきたいと思っています。

さゆぽん　警視庁のホームページでは、過去10年の犯
罪発生状況を分かりやすく掲載されていますが、近年、

外国人による犯罪や事故、想定していなかった事件など

も多発しているようにも見られます。東京都内の犯罪概

況についてお聞かせください。

櫻井課長　都内の刑法犯認知件数が、平成14年に30
万件を超えたことを受け、翌年から、犯罪抑止総合対策

に取り組みました。その結果、皆さんのご協力の成果も

あって12年連続して減少し、昨年は160,120件と、ピー

さゆぽんが聴く防犯対策インタビュー。
２回目の今回は、警視庁生活安全部
生活安全総務課長の櫻井美香警視正を
お訪ねし、５年後に迫る東京オリンピック・
パラリンピックに向けた防犯対策面の
取り組みについてお話を伺いました。

「オリンピック開催に向けた東京の安全・安心まちづくりについて」

さゆぽんの防犯対策インタビュー 第2回

●ゲスト：櫻井 美香　警視正 
（警視庁生活安全部生活安全総務課長）

●インタビュアー：古屋 早百合　東セ協
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ク時の半数近くにまでになりました。この数字は、「世

界一安全」と言われていた昭和40年代よりもさらに低

い数値になりました。ひとえに自治体や事業者、ボラン

ティアの方々の連携、ご協力のお陰だと考えております。	

警視庁では、「警視庁安全・安心モニター制度」というも

のを設け、毎月初めに都民の皆さんから、安全・安心に

関する意見や提案を承っています。直近の調査によると、

「治安が良くなった」という方が27.1％、「治安が悪くなっ

た」と感じている方が36.2％と、都内の治安が悪化傾向に

あると感じている方が多く、「自分や家族が何らかの犯

罪に巻き込まれるという不安を感じるか」という問いに対

しては、なんと78.9％の都民が不安を感じています。刑法

犯の認知件数は減少していても、犯罪への恐怖、不安を

感じている方は多いということです。	 	 	

こうしたことからも、実質的な安全を確保しつつ、同時に

安全になってきている状況をしっかりお知らせし、安全・

安心を確かに感じてもらえる取り組みが必要だと思って

います。

さゆぽん　「オレオレ詐欺」がニュースに取り上げられる
ようになって10年近くなるかと思います。しかし、被害額

は、昨年過去最高だったと知り大変驚きました。ここ数年

は、薬物による事件、事故が多発しているようにも感じら

れます。罪種別の特徴はいかがでしょう。

櫻井課長　全体的に窃盗犯は減っていますが、殺人、強

盗などの凶悪犯、暴行、傷害などの粗暴犯、特殊詐欺を

含めた詐欺横領などの知能犯、強制わいせつなどの風

俗犯においては、ゆるやかではありますが増加している

ところがあります。	 	 	 	 	

窃盗犯については、「侵入窃盗」は、6925件で、昨年比の

約10.7％、800件減少していますが、「自転車盗」は56,000

件で、昨年に比べて10.3％も増加しています。	 	

自転車盗については、軽微な犯罪と思われる方もいらっ

しゃいますが、被害者にとっては通勤などの生活手段

だったりしますし、自転車を盗むだけでなく、その後で

ひったくりをしたり、事件を起こした後の逃走手段に使わ

れることもあり、軽微な犯罪で済まされないものもありま

す。自分の大事な財産ですし、凶悪な犯罪に使われない

ように、皆さんには、まず自転車を盗まれないようにして

いただきたいですね。	 	 	 	 	

自転車が盗まれるのは、「無施錠」が一番多いので、強度

のあるシリンダー錠への交換や防犯登録の徹底、自転車

を停める時は、僅かな時間でも必ず施錠するなど、盗難

の予防に努めていただきたいと思います。		 	

減少傾向にある「侵入窃盗」は、空き巣2,836件、在宅中

〈職 歴〉 平成7年　警察庁入庁
	 熊本県警察本部生活保安課長、
	 愛知県警察本部捜査第二課長、
	 警察庁刑事企画課情報分析支援室長等を
	 経て、平成26年4月より現職

〈趣 味〉 映画鑑賞
〈座右の銘〉 「あきらめたら、そこで試合終了だよ。」

警視庁生活安全部
生活安全総務課長
櫻井　美香
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の忍び込みが606件で、昨年と比較して減少しています

が、もし犯人と出くわせば、「強盗」にならないとも限りま

せん。犯罪件数は減少傾向にありますが、引き続き、施錠

の徹底やセキュリティ機器等による対策を、皆さんと共に

とっていきたいと思っています。	 	 	 	

オレオレ詐欺に代表される「特殊詐欺」は、昨年は都内

では減少したのですが、全国的には増加し、総被害額は

800億円近くになりました。都内でも1件で2000万円を超

える被害も出ています。特殊詐欺については、絶え間ない

努力を私どもも行っていきますので、関係機関の皆さん

にも、どうか継続的な情報発信をお願いします。

さゆぽん　地域住民の方 と々スクラムを組んで団結する

取り組みの中で、住宅の防犯性向上の取り組み、例えば、

犯罪防止に配慮した住宅に関する指針の策定や公表、

防犯性の高い建物部品の普及促進、住宅の防犯アドバイ

スや空き巣などの侵入犯罪に関する情報提供の充実な

どがあります。「侵入窃盗」の傾向と対策についてお聞か

せ下さい。

櫻井課長　「侵入窃盗」は、一戸建て住宅、マンション、ア
パートが多くを占めます。侵入手段で一番多いのが、無施

錠の玄関、サッシ窓などから侵入される「無締り」で、全

体の約半数を占めます。無締りの玄関から堂 と々入られ

る事例もありますので、気をつけていただきたいですね。	

次いで、ガラスを割ったり、こじ破って侵入する「ガラス

破り」が約4割を占めます。窓には補助錠を取り付けたり、

防犯ガラスや防犯フィルム等を用いることで防犯効果が

高まると思います。玄関ドアも同様に補助錠を取り付けて

「１ドア２ロック」にしたり、防犯精度の高いＣＰ部品にす

るなどして防犯効果を高めていただきたいですね。		

ただ、一番大事なことは「鍵を締めること」。ゴミ出しや買

い物など、たとえ短時間の外出でも、自転車と同じで、自

分が離れる時にはしっかり戸締りをしていただきたいと

思います。	 	 	 	 	 	

また、泥棒が一番嫌がるのは、声を掛けられることと見ら

れることです。ご近所付き合いが盛んな地域は、泥棒は

とても嫌がります。ご近所同士、普段から挨拶など声掛

けをし合って、自ら犯罪が起こりにくい地域にすることを

心掛けていただきたいと思います。

さゆぽん　2020年の東京オリンピック・パラリンピック
では、外国人が多数来日すると思われますが、昨今は「イ

スラム国」に代表される、世界を震撼させる事件も多発し

ています。そうした事件が起こると仮定した対策も必要

かと思いますが、開催に向けての取り組みをお聞かせ下

さい。

櫻井課長　オリンピックも、あっという間に開催まであと
５年。開催まで間もないというところに来ていると思いま

す。大会を見据え、昨年、世界一安全な都市東京実現の

ための「警視庁ビジョン」が策定されました。テロや災害な

どあらゆる脅威に対処できる世界水準の危機管理と、世

界一の安全・安心を実感できるまちづくり、この二つが

大きな柱となっています。		 	 	 	

平成14年以来取り組んできた、街頭犯罪、侵入犯罪等の

犯罪抑止の総合対策、子どもや女性、高齢者の安全を守

る対策など、これまで積み重ねてきたものを、今後、更に

強くしてまいります。冒頭でお話した通り、こうした対策

は、警察だけが頑張ればいいというものではありません。

隅 ま々で目を行き届かせるために、防犯活動セキュリティ

対策に取り組んでおられる皆さんや、地域で活動してい
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る方 と々、文字通り「官民一体」となって取り組んでまいり

ます。そして５年後、私たちの行ったソフト・ハード両面

のインフラ整備が、国内外から高く評価され、大会終了

後も、東京という都市の中で継続されていくことが、真に

都民の方々のためになると考えます。	 	 	

その一つの取り組みとして、2020年まで毎年30名の警察

官に、「防犯設備士」の資格を取得させる計画です。防犯

のエキスパートを我々の中にも育てていき、皆さんと連携

してまいります。

さゆぽん　警察官としての仕事に対する想いをお聞かせ
ください。

櫻井課長　警察官として約20年勤務してまいりました。
東京の他にも熊本県、愛知県と勤務し、分野も薬物対策

や国際関係にも携わりました。東京都と厚生労働省に出

向したことがありますが、出向して外の機関から警察を

見ていつも感じたことは、やはり警察は、力を持っていて

頼りになる、ということでした。	 	 	 	

最後は警察が出てきてしっかり守ってくれる。その自信、

安心があれば、行政機関も自信をもってそれぞれの職務

を果たしていけるのだと実感しました。	 	 	

防犯の面でも、やはり最後は警察が犯人を捕まえてくれ

ると、防犯に携わっておられる皆さんも思っていらっしゃ

ると思います。ストーカーやＤＶによる弱者被害について

も、他の行政機関も取り組んでおられますが、「警察が

犯人を捕まえる」ということがあるからこそ、関係機関も

ギリギリまで頑張れるのだと思います。故に、警察が腰を

引く、逃げることがあっては絶対にならないと思っていま

す。皆さんの信頼を得られる警察官、警察の取り組みであ

りたいと思っていますので、「もっとこうして欲しい」とい

うことがあったら教えてください。真摯に対応していきた

いと思っております。

さゆぽん　最後に、東京都セキュリティ促進協力会に期
待することがございましたらお聞かせ下さい。

櫻井課長　建物防犯協力員として、警察署と連携して防
犯診断、各種キャンペーンを実施していただいておりま

す。防犯機器の展示や防犯相談を通じて、防犯設備等の

普及促進のほか、110番通報、非常通報システムでの子ど

もたちの安全・安心の確保にもご協力いただいておりま

す。都民の身近な存在であり、地域安全活動の牽引役と

して警察との橋渡し役になっていただいていると思って

おります。	 	 	 	 	 	

最近は、住む街や住まい選びでも「防犯」ということが自

然になってきました。それらはやはり皆様方の取り組み

が功を奏して、防犯意識の底上げや広がりに繋がってい

るのだと思います。	 	 	 	 	

東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、さらに一

層、防犯設備の普及活動が重要になってくると思います。

今後も東京都の防犯力の向上、安全・安心まちづくり、そ

して都民の暮らしの安全支援のために、皆さんの活躍を

心から期待しております。今後も一緒に歩んでいただきた

いと思っております。

さゆぽん　これからも日本、そして東京の安全・安心の
ためにますますご尽力されることと思います。本日はお忙

しい中、貴重な時間を有り難うございました。



10

ＴＢＳラジオパープル「秀一ひとつまみ」のコーナーに
「年末年始の防犯対策」をテーマに出演依頼を受け、
東セ協理事�金井�務氏が出演されました。

ＴＢＳラジオ「年末年始の防犯対策」取材

アナウンサー　柴田 秀一氏〈写真左〉
東セ協 理事 金井　 務氏〈写真右〉

NPO法人�東京都セキュリティ促進協力会の理事の金井務
さんをお迎えして、年末年始の防犯対策をテーマにお送りし
ます。

	【第１週】近年増加している窃盗の種類や手口

カナイさんは、NPO法人�東京都セキュリティ促進協力会の
理事で、東京赤坂に店舗を構える”カナイファインセキュア”
の社長さんでいらっしゃいます。明治24年に建築金物販売と
して創業されて四代目。昭和40年頃から合鍵製作も開始さ
れ、現在はセキュリティ事業にも注力されています。セキュリ
ティ事業はどんな事業ですか？
金井　鍵の交換をしたり、新たな補助錠を取り付ける他に、
今は防犯ガラスを付けたり、防犯カメラを付けたり…。今は防
犯も鍵だけでなくトータルに守っていくようになって、特にカメラ
はどんどん伸びてきていますね。鍵のショーも、まるで電気屋
さんのショーみたいになって、カードをかざして開くとか、指紋
で開くとか。自宅にもそこまでされる方がいます。
カナイさんは、警視庁の建物防犯協力員とのことですが、こ
れはどういうものなのでしょう？�
金井　警視庁管内で40名程度、建物防犯の専門家という
認定を受けた者で、都内の警察署から依頼を受けて防犯講
話をしたり、市民の防犯相談にお応えしています。
各自治体や警察署などで、その防犯講演会とか防犯の機
器展の展示などを行っているのですね。その他、防犯設備
士委員会副委員長、建物防犯協力員と東京防犯優良マン
ション等調査員…ということは、調査もされるのですか？
金井　東京防犯協会連合会は「防犯優良マンション」とい
う認定を行っており、70ページ以上に渡る細かい項目にそっ
て新しく建設されるマンションを審査します。クリアした建物に
は認定書を与えています。
他に、街のセキュリティ対策みたいなものもあるのですか？

金井　街のセキュリティ対策は、東京都セキュリティ促進協
力会の活動として相談に乗ったりすることがあります。私の会
社は美和ロックという、大手錠前メーカーの工事を請け負って
いますので、そちらからの仕事として、六本木ヒルズやミッドタ
ウンなどの、電気錠システムの施工に行ったり、マンションエン
トランスシステム一式の設置をメーカーの代行店としてお手
伝いにいったりしています。
年末には、さまざまなところで防犯対策がされていますが、こ
れはどうしてなのでしょう？
金井　以前に比べるとあまり大差は無くなってきていますが、
やはり年末年始というと、どうしても窃盗被害が増える傾向が
若干あります。長期間外出される時など、空き巣に狙われや
すいですね。こちらへの依頼も他の月よりはっきりと増えます。
鍵の交換をはじめ、長期間お出掛けになる方はカメラを付け
たい等が多いですね。「ホームセキュリティ」といって、何か
異常があると携帯電話等に通報がくるようなシステムもありま
す。異常があったら自分で確認したい方もいらっしゃいます。
こうした機会が出てきたことで、防犯も選択肢が増えている
のかもしれませんね。景気が悪くなると、盗み窃盗が増加す
るということは有るのですか？
金井　リストラされたり、給料が下がってしまうと、自分の生活を
守るためにひったくりや万引きに手を染める方が出てしまう傾向
があります。また、年末年始は気忙しくなって、普段しっかりされて
いる方でも、ついうっかりされることが多くなる時期でもあります。
近年増加している窃盗の手口はありますか？
金井　最近は、特殊な形状の針金で、室内側のつまみを回し
てしまう「サムターン回し」という手口や、ドアをバールという大
きな鉄の棒でこじ開けてしまう手口ですね。以前の「ピッキン
グ騒動」の頃みたいに、音もなく開ける手口が使えなくなってき
たので、昔ながらの荒っぽい手口が増えている感じがします。
ちなみに、TBSのある赤坂のような繁華街の防犯対策は何
かされていたり、またはこういう風にやった方がいいということ
はありますか？
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金井　ここは、事務所や店舗が多いエリアで、「出店荒し」
が多いと聞いています。駅前での違法な客引きや、酔っ払い
の人の財布や鞄を狙う手口が増えているそうです。
忘年会中はご注意をということですね。

�
【第２週】一戸建ての防犯対策について

警視庁の調べでは、平成25年度都内の侵入窃盗の認知件数

が7756件。場所別では、住宅が59.3％、この内一戸建ての住
宅が25.4％、4分の1が一戸建てだそうです。一戸建てを防犯す
る方法を具体的にお聞きしますが、狙われやすい一戸建てと、
狙われにくい一戸建てがあるとすると、その差はなんでしょう？
金井　狙われやすい一戸建ては、家がパッと見て荒れてちゃん
としてない。逆に、狙われにくい家は、パッと見てちゃんとしてい
る家です。ちゃんとしている家とはドアもちゃんと閉めているし、庭
も整理整頓されていて脚立など足場になりそうな物が無く、泥
棒から見て「防犯対策もちゃんとやっているんじゃないか」とい
う風に見えるみたいです。最近の泥棒は、ほとんどが下見を必
ず事前にやっているようです。なるべく簡単に入って捕まりにくい
ようにしたい。だから、そういう家はどこかなと必ず下見している
のです。人通りの少ない住宅街、近くに公園があったりすると、
周辺の家を見ていても不審に見えない。公園からよく見える家
は、出掛ける時間、不在にする時間を泥棒に分かられてしまう。
ということは、泥棒の方も、2～ 3日、同じ時間に公園に来て見
ている場合もあるわけですか？時間帯なんかはどうなのですか？
金井　ピークは、夕方の16時から18時ぐらい。それと、朝6時
ぐらいから10時ぐらい。たぶんここはゴミ捨てピークだと思い
ます。意外にも人が動いている時間帯に、窃盗犯も動いてい
るということです。
一戸建てには玄関と裏口がありますが、どっちが入りやすい
のですか？
金井　防犯の相談を受けていると「玄関だけやればいいの
よ」っておっしゃる方がいます。自分が出入りしないから泥棒
も出入りしないと勝手に決めてしまう。そういう油断を泥棒は
狙っていますから、玄関と勝手口、そして窓の防犯対策をしっ
かりしていただきたいですね。
窓は具体的にどんなことがあるんですか？
金井　窓にも「1ドア2ロック」。窓用の補助錠などがホームセン
ターとかに行くと数千円で売っているので、一ヶ所だけ鍵を開
けても窓は開かない状況を作ってもらいたいと思います。もう少
し余力があれば、窓用の防犯フィルムや防犯ガラスなど、ガラ
スそのものが割れにくい対策をしてもらいたいです。戸建てに

限っていうと、窓からの侵入が約7割です。割るといっても全面
は割りません。中の鍵を開けるための小さな穴を開け、そこから
手首を入れて中の鍵を開けて入ります。そこが割られないよう
にすることと、一ヶ所割られても、そこから手が届かないところに
もう一個鍵があれば、泥棒に対して時間稼ぎになります。
窃盗犯が入りにくい一戸建てにするには何かポイントとして
はありますか？
金井　泥棒というのは、入りやすくて逃げやすい家を探して
いますから、「この家は入りにくい」と思わせる方法をいろい
ろやって欲しいですね。まずは、泥棒にパッと見えるところを強
化する。玄関が鍵を二つ付けた「ダブルロック」だったら、「防
犯に気を遣っているな」と映りますよね。
外出している時に電気を付けておくとか？
金井　それは非常に有効です。電気がついていて、何か声
が聞こえるというのは、本当に出掛けているか確証が取れな
くなりますから。

	
【第３週】アパートやマンションの防犯対策

マンションやアパートの対策ですが、戸建てより侵入されや
すいということはありますか？
金井　戸建ての住宅に比べてマンションの方が近所付き合
いをしている方がどうしても少ないので、自分が自動扉を開け
た時に誰か一緒に入って来ても、その人が住人なのかどうか
分からない人が多いようです。高層階でも、オートロックを誰
かにくっついて入ってしまえば、上の階まで行けます。しかし、
オートロックマンションの方が、自分の部屋の鍵を閉めないっ
ていう人が多いというデータもあります。そうした無閉まり専門
の泥棒もいると聞いています。
とにかく出る時は鍵を掛ける。その鍵も一つより二つの方が
いいですね。
金井　おっしゃる通りです。戸建てに比べて、マンションやア
パートは侵入経路が非常に特定しやすいので、警察庁の統計
でもマンションの侵入口は玄関と窓で9割となっています。出入
口からが47％、窓からが42％。その内の半数が無閉まりで、鍵
を閉めていなかったり閉め忘れの人の窓やドアから入っている
ということが警察庁のデータとして出ています。鍵を掛ける習慣
をつける、あと合鍵をポストや玄関脇の電気メーターなどに隠
すのをやめることですね。オートロックや監視カメラについては、
住民の方には「無いよりはまし」くらいに思っていただいていた
方がいいと思います。防犯カメラも、今やマンションには「有る
のが普通」になっていますから、泥棒も防犯カメラに映るのを想
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定済みでマスクや帽子などで顔を隠して行動しています。カメ
ラがあるから安心とは言い切れないところがありますね。
アパートやマンション向けの防犯対策グッズがあれば教えて
ください。
金井　玄関はピッキングに強い鍵に交換するのが大前提。そ
の上で「1ドア2ロック」という意味で、補助錠を取り付けます。ま
た、窓側の防犯対策ということで、窓用の補助錠を付けたり、防
犯フィルムを貼ったり、防犯ガラスに換えたりと強化していただく。
マンションやアパートは、基本的に窓と玄関を守っておけばいい
ので、戸建ての方よりは守りやすいと思います。エレベーターは、
窃盗被害ばかりではなく、痴漢などの性犯罪も起きやすい場所
となっていますので、出来れば防犯カメラを付け、防犯カメラの
映像が一階のエレベーターホールで見られるモニターを是非付
けていただきたいですね。モニターがあれば、誰かに見られてい
るかもしれないという「抑止力」になりますからね。

	【第４週】放火されにくい環境づくり

総務省の発表によると、平成25年度の総出火数は480,095
件と、50万件近くあるということなのですが、出火原因の第
一位が放火なのですね。どういう対策があるのでしょう。具体
的に火を付けやすいところはどういうところでしょうか。
金井　やはり人通りがなく、街灯が少ないところは一番多く付
けられるようです。また放火犯から見て、火を付けやすいと思
われる所…、例えば、郵便受けから新聞やチラシがはみ出し
ていると、それが放火犯には「火を付けやすい」と見えるよう
です。他にも、ゴミを収集前日の夜に出す人も多くいて、その
ゴミに火を付けられてしまうことも多いようです。ポストに入りき
らない郵便物は、局留めにして取りにいく。新聞は、予め出掛
けることが分かっているなら、その間新聞配達を止めてもらう
など、これらは放火だけでなくて、泥棒対策にもなります。
放火が起きやすい時間帯はありますか？
金井　東京消防庁の例では、圧倒的に夜間が多く、日没か
ら4時ぐらいまで、特に明け方の3時〜 4時ぐらいが多いそう
です。泥棒はバイクや電車を使って逃げるようですが、放火
犯は徒歩で動く人が多く、火を付ける範囲も狭くて、何軒も付
けられたりする傾向があるようです。対策としては、車やバイク
に放火される場合は、カバーに火を付けられることが多いの
で、難燃性の素材を使ったカバーを使うことで、なかなか火が
付かず未遂に終わることがあるようです。ほかに、ご近所同
士で町会の集まりや防災訓練に行って、消火器の使い方を
練習しておくことも積極的やっていただくといいと思います。
もし、放火現場に出くわしたら、どうしたらいいのでしょう？
金井　火は瞬く間に大きくなりますので、まずは119番通報。
もし消火器が近くにあったらそれで消していただく。それを是
非やっていただきたいです。

	【第５週】外出先での防犯対策

警察庁によると、窃盗犯の認知件数に占める女性の被害の
割合は、ひったくりに関しては9割が女性だそうです。年齢別で
は、20歳代が多く、次いで60歳以上の割合が高いようです。
金井　この二つの世代だけが、突出して狙われているという
ことです。ひったくり犯については、バイクや自転車で後ろか
ら近付いてきて、鞄を掴んで逃げていくパターンが全体の8割
になるそうです。ひったくり犯は、顔を見られることを極端に嫌
がるそうですので、バイク音が聞こえたら、ちょっと振り返って
バイクをチラッと見て欲しいと刑事さんが言っていました。
最近は、携帯用の音楽機械があるから、イヤホンをしていて
分からないときもありますよね？
金井　そうですね。残念ながらそれが20代の女性が狙われ
るパターンなのだと思います。対策としては、バッグを手に持っ
ていたり肩にかけていたりする時、車道と反対側の手で持つ
ようにすること。自分が自転車に乗っている場合は、前カゴ用
のカバーが販売されていますし、近くの警察の生活安全課で
配っていたりしますので、是非こういうものを徹底活用してい
ただけたらと思います。
万が一、ひったくりに遭ってしまった場合は、どうしたらいいで
すか？
金井　まず大声で叫んで助けを呼ぶ、急いで110番通報して
もらうことです。ほとんどの場合、犯人はフルフェイスのヘルメッ
トを被っていたりして顔は分からないかもしれませんが、服装
やバイクの色、どっち方向に逃げたかなどをなんとか覚えて
おいて、少しでも早く110番通報すれば、お巡りさんが周りの
警戒をしてくれるので、犯人を捕まえることが出来るのではな
いかと思います。
無理に防ごうとすると、自分が倒れちゃったりすることもありま
すよね？
金井　ひったくられたバックを掴んでバイクに引きずられ怪我
をされる事例も少なからずあるそうです。相手の方の力が強
いと思ったら、手を放して大怪我にならないようにしていただ
きたいですね。
それから、スリや置き引きはの対策はどのようにしたらよいで
しょう。
金井　やはり貴重品が入っている物はなるべく小さくして、体
から離さないようなバッグに分けて入れておくなどの対策が
必要ですね。また、キーホルダー同士が３メートル以上離れる
と音が鳴るという、もともとは置き忘れ防止グッズがあるので
すが、置き引き防止グッズとしても活用できると思います。防犯
グッズ売り場や、あとトラベルグッズのコーナーにも置いてあり
ますよ。
なるほど！　情報有り難うございました。
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ロゴマーク商標登録のご案内
ロゴマーク認定のお知らせ

東京都セキュリティー促進協力会では、このたび「東セ協」ロゴマークを商標登録いたしました。
「東セ協」ロゴマークは商標登録したことにより今後は無断での使用ができなくなりますが、許可を受けた使

用者にとってはロゴ使用により東京都セキュリティー促進協力会のメンバーであるという視覚的なアピールが可
能となります。

会員の皆様には是非このロゴマークを有効にご活用いただき、都民の安全・安心な街づくりへの貢献を目的
として設立され15年の歴史を刻む当協会メンバーであること、防犯機器、防犯設備のプロ集団であり、東京都の
業界団体に所属するリーディングカンパニーの一員であることなどを広く外部に知らせることにより事業の御発
展の一助になれば幸甚に存じます。

尚、「東セ協」ロゴマークの使用規定等につきましては、東京都セキュリティー促進協力会のホームページ上
にある「会員専用ページ」よりご確認いただくか、事務局までお問合せください。

使用例　東セ協の活動を広報する目的で自ら発行する印刷物やweb上の画面等

登録商標について
1.【商品登録の意義】
①商標登録を行うと、その商標を使用できるのは自社または自社が使用を認めた者のみ。
②商標登録を行うと同一の商標だけでなく類似する商標も他人は使用できなくなる。
2.【商標登録の必要性】
①商標登録していない場合、他人が自社の商標と紛らわしい商標を使用した場合に、その使用をやめさせる
ことは困難である。

②他人がその商標を商標登録してしまった場合は、自社は商標登録権侵害として今まで使用していた商標が
使えなくなる恐れがある。

3.【商標登録するための条件】
先に商標登録されている商標と同じ商標や類似している商標で、「同じような商品またはサービスに使用する」
商標は登録を受けることができない。
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NPO法人東京都セキュリティ促進協力会の方々には日頃
より大変お世話になっております。公益社団法人日本防犯設
備協会（以下日防設）が平成20年10月に基準を公開し認定
してきました優良防犯機器認定制度（以下RBSS）の状況や
活用方法をご紹介します。

なぜ、RBSSが必要だったか

防犯カメラと記録装置等（以下防犯カメラと言う）は、1979
（昭和54）年大阪の三菱銀行北畠支店で起きた猟銃立て
こもり事件後に全国の銀行で防犯を目的に設置されたことが
始まりと言われています。
その後、グリコ森永事件や地下鉄サリン事件など、凶悪な

犯罪が発生すると、防犯カメラのスーパーマーケットや鉄道
駅などへの設置が広まりました。
記録装置がテープ式からデジタルレコーダに主役が交代

したのが2002（平成14）年頃で、記録画像が格段にきれいに
なり活躍が期待されていました。
しかし、「防犯カメラは設置すれば無いより良い」と安易に
考える自治体関係者や企業関係者もおられて、機能性能が
非常に劣る機器を安いからということで採用する状況が続い
たのです。
防犯カメラが期待する目的を実現するためには、機能性能

を発揮する能力を持っている機種を選び、かつ適切な設置
場所の選定や調整を必要とします。
そこで、警察関係者も参加いただいた委員会を約1年半

行い、防犯に役立つ優良な防犯機器を認定する制度を作り
上げたのです。
防犯カメラのRBSSには必須の共通機能と、必要に応じて

使う高度機能があります。
東セ協の皆さんが使う防犯カメラは、RBSS共通機能を満

足すること、かつ皆さんがこの現場では必要だろうと思われ
るRBSS高度機能を持つ機器を採用することが大切なことだ

と思います。
つまり、RBSS認定機器だから良いというだけではなく、皆さ

んが現場で使われる機器が、RBSSというゲージと比較して、
どの機能とどの程度の性能が必要なのかを確認して使って
いただくように望みます。

国内のメーカーの大半は	 	
RBSS機器を持っている

平成27年2月現在、RBSS認定を受けた防犯カメラは238型
式、RBSS認定を受けたデジタルレコーダ（防犯用）は119型式
になりました。またRBSS認定を取得した会社は15社です。
対象方式は、NTSC対応（アナログ）防犯カメラ、IP-IF対応

（ネットワーク）防犯カメラ、HD-SDI対応（ハイビジョン）防犯
カメラの3方式です。
デジタルレコーダ（防犯用）も同じように3方式に対応できて

います。
また、最近普及が進んでいるスタンドアロン型（記録一体
型屋外用）も3方式で認定しています。
日防設ホームページ上で、皆さんが選定した数社の機器

を簡単に比較検討するしかけや、カタログには書いていない
詳細も見えますので、ぜひご利用ください。
すべてのメーカーがすべての現場に適合する機器を開発

し販売しているわけではありません。
防犯のプロの皆さんだからこそ、役に立たない機器を無理

に設置するのでなく、目的に合う役に立つ防犯カメラを選んで
ください。

公益社団法人 日本防犯設備協会　顧問　RBSS委員会　 三澤　賢洋

ＲＢＳＳ（優良防犯機器認定制度）の活用について

種類 認定型式 認定会社

防犯カメラ ２３８
１５デジタルレコーダ

（防犯用） １１９

LED防犯灯 ３２ ４
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防犯カメラは使いこなす時代

防犯カメラを取り付けるだけではダメで、想定される犯罪に
対応する、防犯カメラの機能や性能を適切に使いこなすこと
が大切です。	 	 	 	 	 	
特に、下記のポイントに注意してください。
•	メガピクセル防犯カメラだが、レンズ解像度が悪い能力不足
の組み合わせ機器に注意してください。
•	人間の目は逆光に殆どならないので、防犯カメラの逆光状
態の確認ができません。WDR（ワイドダイナミックレンジ）機
能を最初は必要と考えて、本当に不要の場所だけ無しのタ
イプにしてください。
•	「暗やみボケ」の調整を夜間に行う方がいます。機材と評価
チャートを使い昼間に調整してください。

なぜ、LED防犯灯に	RBSSが必要だったか

日防設は、平成26（2014）年5月にLED防犯灯をRBSSの
認定機種品目として追加して認定を開始しました。現在4社
32型式を認定しており、他の会社からも申請について多数の
相談が来ています。
日防設がLED防犯灯をRBSS認定対象にしたのは、当協
会の防犯照明委員会が自治体に直接アンケートを行い導入
や運用に対して不安であることを把握したことです。
LED防犯灯は平成22年頃から設置が始まりましたが、当

初の機器では、不点灯、内部に水がたまる、電波障害を起こ
す、風などで器具が落下するなどの問題が起き、相当数の交
換が行われたようです。

自治体や町内会の負担解決に、	 	
LED防犯灯のRBSS

自治体や町内会では、LED防犯灯を採用するための専
門知識をもった人材がいない等、大きな負担を感じている状
態でした。
日防設は、LED防犯灯の技術標準を検討していた（一社）

日本照明工業会と提携して「高品質LED防犯灯の性能要
求指針」に定める機能と安全性及び信頼性に係る13の性能
項目に準拠したRBSS基準を作成しました。

自治体アンケートの例

「防犯灯の認定制度が始まれば、認定品を採用されます
か」という問いに、特に都内23区と政令指定都市以外の地
方の小規模自治体は、「強くそう思う」と「そう思う」が76％の
結果でした。

SES	E	1901で定められた	 	
照度と測定方法

日防設は、LED防犯灯の照度を規定し、測定方法も解説
しています。LED防犯灯では、水平面の平均照度を3ルクス
以上、また道路中心線および道路端から0.5m内側の1.5m
の鉛直面照度の最小値を0.5ルクス以上、を定めた「クラスＢ＋
（プラス）」を使います。

認定品を採用されますか
（都内23区、政令指定都市以外）

強くそう思う

そう思う

どちらでもない

そう思わない

まったくそう�
思わない

RBSS（優良防犯機器認定制度）は、公益社団法人 日本防犯設
備協会が一般の方々の安全・安心に寄与することを目的に、防
犯機器に必要とされる機能と性能の基準を策定し、その基準に
適合した機器を「優良防犯機器」と認定することにより、優良な
防犯機器の開発及び普及促進を図る自主認定事業です。
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去る２月２１日（土）午後２時より、豊島区民センターに

おいて登録会員セミナーを開催いたしました。

昨年は「防犯カメラを有効に活用するためには」とい

うテーマで開催しましたが、今年はセンサ関係の防犯シ

ステムを構築する知識を習得していただくことを目的とし

て「防犯設備士が提案する侵入警報システム（実践編）」

というテーマで弊職が解説させていただきました。

今回、侵入警報システムに関するセミナーを実施した

理由として、御承知の通りセキュリティ分野は多岐に渡る

ため登録会員が携わっている業種も幅広く、主流となる

①映像　②侵入警報　③鍵（入退室管理）の各分野に

おいて知識・経験に個人差があります。そのため、各自の

専門分野以外についても知識を深めることで、防犯効果

の高いシステムをユーザへ提案できるよう企画いたしま

した。

また、登録会員の方々は防犯設備士の資格取得時に

は、主に機器の原理、機能について学びますが、実際に

防犯システムを設計・提案することになると資格取得時

の知識だけでは実用的な防犯システムを立案することは

難しいと思われます。その点を解消するために、防犯設備

士資格取得時の知識を復習しながら、防犯効果、日々の

運用、保守の観点から適切なシステムを構築できるよう

実務に合わせた内容で解説いたしました。

今後もセミナー活動を通じてスキルアップしていただ

き、登録会員への活動を活発化させるよう努めてまいり

ますので、都内在住・在勤の防犯設備士・総合防犯設備

士の登録会員加入に関して、東セ協会員の皆様のご協力

も頂戴したくよろしくお願いいたします。

防犯設備士委員会　委員長     石川　拓伸

平成２６年度　登録会員セミナー開催
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平成26年度	東セ協の活動内容①（平成26年4月1日～平成27年3月31日）
◆講師・建物防犯協力員・防犯アドバイザー派遣の一部
[平成26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（17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（23物件）
4月24日	 	 代々木警察署	侵入盗防止対策	防犯講話　於：笹塚区民会館
5月3日～ 5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
5月13日	 	 石神井警察署	春の地域安全運動	防犯講話　於：大泉学園ゆめりあホール
5月15日	 	 西新井警察署「防犯協会・支部長会議」防犯講話　於：署講堂
5月23日	 	 深川警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：深川江戸資料館
6月9日	 	 巣鴨警察署	錠前の展示・防犯相談　於：巣鴨とげ抜き地蔵
6月18日	 	 碑文谷警察署	ビル防犯協力会	防犯講話　於：目黒雅叙園
7月30日	 	 調布警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：調布グリーンホール
8月2日・3日	 	 町田警察署	錠前の展示・防犯相談　於：JR成瀬駅前広場
9月5日	 	 麻布警察署	集合住宅の防犯対策　於：港区内	マンション
9月10・12日	 	 警視庁「第14期	防犯専科」講師派遣　於：目黒合同庁舎
10月7日	 	 大森警察署	ビル防犯部会	防犯カメラの講演　於：署講堂
10月10日	 	 丸の内警察署「千代田区民のつどい」防犯講話　於：日比谷公会堂
10月10日	 	 亀有警察署「葛飾区民のつどい」防犯講話　於：亀有リリオホール
10月10日	 	 日野警察署	防犯講話　於：七生公会堂
10月11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	 	 葛西警察署「全国地域安全運動のつどい」防犯講話　於：葛西区民館
10月11日	 	 高島平警察署	防犯協会会議	防犯講話　於：署講堂
10月11日・12日		 千住警察署	足立区民まつり	展示・防犯相談　於：荒川河川敷
10月14日	 	 原宿警察署	ビル防犯協力会	防犯講話　於：署講堂
10月14日	 	 竹の塚警察署	防犯協会会議	防犯講話　於：署講堂
10月14日・16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17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18日	 	 東村山警察署	防犯パトロール　於：青葉町下堀地区
10月20日	 	 万世橋警察署	戸建ての防犯対策について	防犯講話　於：署講堂
10月20日	 	 昭島警察署	防犯講話・防犯診断　於：昭島市役所
10月22日	 	 小金井警察署	防犯診断　於：国分寺市内	保育園
10月28日	 	 大塚警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：文京スカイホール
11月6日	 	 綾瀬警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：足立区勤労福祉会館
11月19日	 	 中野警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：なかのゼロ小ホール
11月28日	 	 練馬警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：区民産業プラザCoconeriホール
12月8日	 	 神田警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：ワテラスコモンホール
12月12日	 	 三田警察署	防犯協会等会議	防犯講話　於：署講堂
12月19日	 	 大崎警察署	侵入盗防止対策等	防犯講話　於：大崎地域第1センター集会場
[平成27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（6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（5物件）
1月17日	 	 志村警察署	防犯講話・防犯診断　於：板橋区内	マンション
2月18日	 	 池上警察署	マンション防犯診断　於：大田区内	マンション
3月3日～ 6日	 	 SECURITY	SHOW2015	相談員として防犯アドバイザー派遣　於：東京ビックサイト
3月13日	 	 世田谷区役所	侵入盗防止対策等	防犯講話　於：区役所ブライトホール
3月14日	 	 玉川警察署	防犯講話　於：中町4丁目公園コミュニティー会館

◆報道への協力、インタビュー対応
[平成26年]
12月各週	 	 TBSラジオ「ラジオパープル」年末年始の防犯対策について取材・出演対応
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平成26年度	東セ協の活動内容②（平成26年4月1日～平成27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26年]
4月8日	 	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会
5月22日	 	「東京都安全・安心まちづくり協議会」第1回幹事会　於：都庁
5月22日	 	 日本ロック工業会	定時総会懇親会　於：法曹会館
6月3日	 	 日本万引防止システム協会	記念講演会・意見交換会　於：主婦会館プラザエフ
6月11日	 	（公社）日本防犯設備協会	通常総会・懇親会　於：国立オリンピック記念青少年総合センター
6月20日	 	 平成26年度	東セ協第一回通常総会・懇親会　於：スクワール麹町
6月26日	 	 第3回「万引き防止シンポジウム」　於：グランドアーク半蔵門
7月3日	 	 第12回「東京都安全・安心まちづくり協議会」総会　於：都庁
7月23日	 	 第5回「万引き追放ＳＵＭＭＥＲキャンペーン」　於：日比谷公会堂
10月4日	 	 警視庁創立140年記念	地域安全都民大会　於：明治神宮会館
11月7日	 	（公社）日本防犯設備協会	第9回「都道府県防犯設備士（業）協会	全国大会」於：もくせい会館（静岡）
11月26日	 	 第10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27年]
1月9日	 	 東セ協	新年祈祷参拝　於：池袋氷川神社
1月19日	 	 警視庁生活安全部	武道始式　於：警視庁本部
1月23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	 	 東京の安全安心に関するシンポジウム「地域の力で東京を変える」於：都庁
1月28日	 	（公財）東京防犯協会連合会	総会・懇親会　於：グランドアーク半蔵門
2月3日	 	 平成26年度	東セ協第二回通常総会・新年交歓会　於：スクワール麹町
2月21日	 	 東セ協	登録会員スキルアップセミナー　於：豊島区民センター　会議室
2月25日	 	 東京万引き防止官民合同会議「臨時合同委員会」　於：グランドアーク半蔵門

◆平成26年度　東セ協理事会
第48回：平成26年5月27日
第49回：平成26年6月20日
第50回：平成26年12月17日
第51回：平成27年2月3日

日比谷公会堂　防犯講話

登録会員スキルアップセミナー

防犯講話
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委員会だより　①

平成１２年３月「都民が安心して暮らせる安
全なまちづくりに貢献することを目的」に東セ

協が設立され、今年３月で１５年を経過しました。設立２
年後の平成１４年３月には特定非営利活動法人（ＮＰＯ法
人）とし、また都民からの防犯活動の要望が年々増え、こ
れに対応するため、又事業内容を充実させる目的で七委員
会制度が発足し、効率的に各委員会が分担して活発な活
動をしております。
総務委員会の活動目標に「東セ協会員が安全で安心なま

ちづくりに貢献する為の活動環境を整備する」とあります。
具体的には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。また隔月に開催さ
れる理事会の準備、また年２回の通常総会の資料の準備
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、各委員会委員長も出席して、東セ協
の活動について議論をしております。
会員皆様のお力をお借りし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Vol.11作成に当たり、警視庁生活安
全総務課長の櫻井美香様はじめ、皆様にご

協力頂けましたことこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
2015年2月18日には第一回のメルマガを会員の皆様にお
送りしました。主な内容は、東セ協からのお知らせと会員
の皆様のイベント情報です。年3回発信の予定です。新た
に認定されたロゴマークの使用と合わせ、是非ご活用願い
ます。

5年後に迫った2020年東京オリンピック・パラリンピック
に向け、東セ協の治安に対する役割は、益々大きくなって
いくと考えられます。今後も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頂い
た皆様に感謝する共に、今後もご協力の程お願い申し上
げます。

当委員会は（公財）東京防犯協会連合会の
事業である東京防犯優良マンション登録制度

において調査、審査業務の委託を頂いておりますことは皆
様ご承知のことと存じます。
東京オリンピック・パラリンピックを見据え湾岸エリアの
タワーマンションが林立し始めていますが、現在の基準に
超高層のタワーマンションを対象とした基準がないため、
申請数で低迷をしております。

本年度はタワーマンションに焦点を当てた基準の策定
と、都民の皆様によりこの制度を知っていただくための広
報活動に傾注したいと存じます。
また東防連におかれましては、更新事務手続き等、相
当の負荷がかかっているため、当協会がより一層の協力体
制を構築してまいりたいと存じます。

平成２６年度は、防犯アドバイザーの活用
について委員会内で議論を重ねてきました。

その理由は、現在７５名の防犯アドバイザーが資格取得し
ているにも関わらず、その主たる活動である都内（港区・
中央区等）の防犯診断への参加者が特定の資格者に偏っ
ており、派遣者の手配に苦慮することが多かったからです。
前年度の総会で報告しました通り、防犯診断への応募者・
診断者にはポイントを付与し、一般の方から当会へ見積

依頼が入った場合には優先的に紹介することとしました。	
また、登録会員制度においては、会員数が伸び悩む状況
が続いておりましたが、募集手段を増やすことにより、平
成２６年度当初１０９名だった会員数が、新たに５１名の
方に登録していただき１６０名となりました。今年度も防犯
アドバイザーの活性化、登録会員数の更なる増加を目指し
活動を進めてまいりますので、引き続き東セ協会員の皆様
のご協力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　石川　拓伸
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委員会だより　②

おかげ様で１5年！変わりゆく東京、今後は
東京オリンピック・パラリンピックへ向けてさ

らなる変化が加速するであろうと皆が予測していています。
お洒落で、効率的で、機能的で、国際色豊かに、経済の
拡大、等 、々成長発展のシナリオが描かれています。その
一方で治安を不安視する見方も多く話題に上っています。
正に東セ協の構成メンバーが大切にしている安全・安心の
まちづくりの考えが話題になっているのです。

当委員会はその想いを持ったメンバーの交流を主たる目
的にしています。しかしながら結果として昨年は事業を行
わずじまいで終わってしまいました。
会員の皆様、申し訳ございません。本年は気持ちを引き締

めて会員相互のお役に立つ内容の事業を企画して参ります。
会員並びに、関係者皆様に引き続きのご協力をお願い申
し上げます。

建築研究開発コンソーシアムに設けられた
「防犯性の高い低層賃貸住宅研究会」（主査	

樋野公宏：建築研究所（当時））の１年間の研究成果として
「低層賃貸住宅の防犯指針」（コンソーシアム版）が昨年公
表されました。同研究会発足当時より当委員会は積極的に
参画してまいりましたことは先の号でご報告したとおりです。

現在、コンソーシアム版を雛形とし、全国版の指針を策定
すべく、日防設、全防連、BLの三公益団体がハウスメーカー
数社のヒアリングを実施し、検討しているように伺っています。
当委員会もコンソーシアム版と同様に要請があれば、防
犯の専門組織として委員の派遣など積極的に協力してまい
りたいと考えております。

子どもたちの安全・安心を守ることは社会の大きな関心事です。街頭防犯カメラ、位置情報サービス、メー
ルによる登下校の配信サービスなど新たなシステムが導入され、子どもたちを安全に守る街づくりが進められ

ております。緊急事態発生時、最も重要なことの一つは、いち早く状況を知らせ、緊急事態に対処することです。警察機
関への通報はその中でも最も優先される事柄です。
しかし、緊急事態の時には、自分の氏名、住所を告げることさえとても困難です。まして保育園や幼稚園・小中学校な
どの施設において、子どもたちを守らなければならないという状況で、110番通報を確実に行うのは大変難しいことです。
それで東京都セキュリティ促進協力会では、平成13年6月に大阪府池田小学校で発生した児童殺傷事件をきっかけに、東
京都の学校110番非常通報装置の設置・保守を行なってまいりました。
この学校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2300を超える施設を保守させていただいております。また新たに開
設される保育園、幼稚園、学童クラブなどにも新規設置されており、安全対策の一環として重要な役割
を果たしております。24時間中央監視センターでは設備状態を常に監視し、点検員による年4回の保守
点検をとおして、安全で確実に運用できるよう保たれております。
新規設置も多数行われています。2012年１月から、新しい110番非常通報装置端末機（アツミ電氣製）
がリリースされました。この新しい通報装置はひかり電話回線にも対応し、施設の通信設備環境に柔軟
に対応できるようになっております。
この学校110番非常通報装置を用いて、防犯訓練を行うこともできます。（地元の警察署と相談の上実
施）実際、防犯訓練を行った施設では、通報動作後、パトカーの到着がとても早いことに驚いておられ
ました。学校110番非常通報システムは通報そのものが警視庁の通信指令室に直接入りますから、一
部の警備会社で見られるような状況確認後に110番通報という時間的ロスを生じることはありません。	
子どもたちの安全を確保する最も早いう方法ということができるのです。
現在当初設置から13年を経過し、新機種への交換の時期となってお
ります。学校110番委員会ではこの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き、交換をご検討いただけ
るようお願いをしております。引き続き子どもたちの安全・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２6年４月１日～平成２7年５月３１日）

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

（入　会）
正会員

株式会社プロテック　東京営業所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成 26 年 12 月 27 日付

（退　会）
正会員

山崎技術士事務所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成 26 年 11月14 日付

以上の結果､ 平成 27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 ・・・・・・・・ １63 会員
　　　計 ・・・・・・・・ 254 会員

全国では初めてのマンション一体型区役所として、新豊島区役
所が５月７日にオープンしました。地上４９階、地下３階の１階及び
３階から９階までに入居とのことです。

東セ協の事務局は明治通りを挟んで、旧庁舎の正面玄関の前の
通りを少し入ったところにありますので、道案内は旧庁舎を目印に
した案内で便利でしたが、今後は少し奥まっていますので、少々手
こずるかもしれません。

庁舎移転に伴って人の流れが変わったようです。夜はそれ程変
化はないようですが、昼食時には確かに変わったと、近くの飲食店
のご主人が言っています。区役所職員はもちろんですが、区役所に
用事で来られた人たちは、昼食時には区役所の周辺で食事を済ま
せていたのでしょう。庁舎移転前は行列ができたり満席だったりし
ていた飲食店も、最近はすんなり入れます。

旧庁舎の跡地は２０階建ての
高層複合ビルが建設される予定
だそうですが、５年間は現状の
ままとの情報もあります。事務局への道案内としての区役所はなく
なりましたが、東セ協御用達の蕎麦屋は健在です。事務局の近く
にお越しの際はぜひ事務局にもお立ち寄りください。

平成２７年度も河尻・佐藤の二人体制で頑張りますので、ご支
援の程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.11			平成 27年 6月26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　〒101-0052	東京都千代田区神田小川町 3-11	ダイワビル 5F　TEL.03-5283-6102
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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4-26-7 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2-14-2-2F 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30-5-1Ｆ 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 〒190-0001 立川市若葉町2-14-18 TEL 042-536-6911

（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）アクセスセキュリティ 〒101-0032 千代田区岩本町3-4-11-6F TEL 03-3851-6213

（株）三実通商 〒101-0033 千代田区神田岩本町4-2F 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2-3-1-3F TEL 03-5213-1514

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

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

（株）トーエイ 〒103-0023 中央区日本橋本町4-8-17-605 TEL 03-3278-8404

（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

サクサ（株） 〒108-8050 港区白金1-17-3 TEL 03-5791-5524

（財）新日本検定協会 〒108-0074 港区高輪3-25-23 TEL 03-3449-8533

（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

パナソニックＥＳエンジニアリング（株） 東京本部 〒135-0064 江東区青梅1-1-20 TEL 03-5564-6207

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

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28-4-2F TEL 03-5728-5375

岩通販売（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4-14-13-402 TEL 03-5629-5131

NSKタスク（株） 〒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 〒204-0003 清瀬市中里1-719-38 TEL 042-495-8204

【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

青山設計一級建築士事務所 〒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1-12-4-4F 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 0297-66-4024

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）


