


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13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。
先月開催されました伊勢志摩サミットも関係機関をはじ

め多くの人々のご協力で無事終了しました。しかしながら
国際的にも大きな問題となっております「テロ対策」は常に
充分な施策が必要です。東京オリンピック・パラリンピック
開催もあと4年後となりました。世界の人々が東京に、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。
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」・「東京都万引き防止官
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
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。「10年以下の懲役又は50万円
以下の罰金」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」活動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2,415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、スキルアッ
プセミナー・更新講習会等の開催をして、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、先般行われました伊勢志摩サミットに伴う警備への
御協力に対し、改めて感謝を申し上げます。
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14万8,000件で、犯罪抑止総合
対策を開始しました平成15年から13年連続で減少し、前年
比で約１万2,000件減少するとともに、戦後最悪を記録した平
成14年の約30万件に比べますと半減するまでに至りました。
なかでも、身近な犯罪でもあります空き巣等の侵入窃盗
の認知件数は、約6,300件と前年に比べ約600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、刑法犯認知件数は減少しているものの、
暴行、傷害等の粗暴犯、ストーカー・ＤＶに起因する事件
は増加しており、また高度化、巧妙化の一途をたどるサイ
バー犯罪の脅威や殺人や強盗等の凶悪事件などマスコミ
を騒がす犯罪が後を絶たず、都民の体感治安が改善され
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、
前年と比較して減少したものの被害額は約67億3,000万円
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、防犯ボランティア等との連携を強
化し、社会における規範意識の向上と絆の再生に加え、治
安上の脅威に強い地域社会を構築するため、街頭防犯カ
メラの設置促進をはじめとする防犯環境の整備促進等、
犯罪の起きにくい社会づくりを推進し、都民の体感治安の
向上に努めてまいりたいと考えております。
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。
4年後には、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会が開催されます。
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　茂垣　之雄
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平成27年6月26日（金）、東京千代田区のスクワール麹町にて、平成27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、役員改選にともない新理事および監事を決定し、第53回理事会において理事長および副

理事長2名を決定、再開した通常総会にて発表されました。

また当日は、通常総会に引き続き18時より3階「華の間」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、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	事務局長	土生	俊悦様より、ご挨拶をいただき、公益社団法人	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２7年度　第1回通常総会	開催

理事会

東京都 青少年・治安対策本部
治安対策担当部長 村山 隆様

通常総会

公益社団法人 日本防犯設備協会 事務局長
土生 俊悦様（当時）

通常総会

公益社団法人 東京防犯協会連合会 専務理事
西 講二様

警視庁 生活安全部長 藤本 隆史様（当時）
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平成28年2月3日（水）、17時より東京千代田区のスクワール麹町にて、平成27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28年度事業計画（案）と平成28

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18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	参事官	前田	守彦様、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、特定非営利活動法人	大阪府防犯設備士協会	理事長	平野	富義

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２7年度	第2回通常総会および平成２8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 参事官 前田 守彦様

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（当時）

政本理事長
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大都市だからこそ	
セーフコミュニティ認証を取得するという	
至難の技に挑戦する意義がある
さゆぽん　豊島区は、世界保健機構（WHO）が推奨
する国際認証制度「セーフコミュニティ」を2012年に

取得し、「科学の目」と「人のつながり」を生かした安

全・安心のまちづくりを実践されています。	

豊島区のセーフコミュニティの活動は、「対策委員会」と

「地域区民ひろば」とで成り立ち、「対策委員会」は、10

項目の重点課題に対応して現状を整理し、分かりやす

い情報提供、予防における改善策や学習プログラムを

策定。小学校単位で設置される「地域区民ひろば」が、

区民にセーフコミュニティ活動を広げる役割を果たして

いるとのことですが。

高野区長　豊島区には、22の小学校区域があり、その
区域ごとに「地域区民広場」を作りました。児童館と高

齢者の施設を一体にするなどして、世代間交流を含め

たさまざまな活動の拠点となっています。認証を受けた

当時、豊島区のようなスタイルは世界初と大変称賛され

ました。ここに至るまでに10年かかりましたが、現在、22

拠点がすべて出来上がり活発に活動しています。	

「街づくり」の基本は、やはり「安全・安心」、これが全て

なんですよね。豊島区は、「文化芸術創造都市」「教育都

市」「健康福祉都市」といった、さまざまな都市の将来像

を創造していますが、いずれも「安全・安心」がなけれ

ば絶対に出来ない。「安全・安心」な街を目指そうとした

時に、「セーフコミュニティ」というWHOの認証制度を知

り、取得に向けて活動を始めました。	 	

日本では５番目、東京では初めての認証という、認知度

のそれほど高くない認証制度でしたので、区民の皆さ

んに浸透するには全くゼロからのスタート。地域区民広

場などを通して浸透するのに数年かかりました。認知度

は、全区民では50パーセントは超えたでしょうか。地域

区民広場の利用者に関しては、80～ 90パーセントの方

に認知していただいています。

さゆぽん　認証の取得前後では、どのような「違い」を
感じますか。

高野区長　人が集まり、物が集まり、お金も集まり、情報
も集まる豊島区の中心・池袋は、一日の乗降客が256万

人。肩がぶつかっただけでケンカになる。当然事件や事

故が発生します。そんな大都会で、セーフコミュニティに

取り組むのは至難の業ですが、それだけに私は挑戦し

てみたい、していかなきゃいけないと思いました。	

まずは、区民に理解していただけるよう、区民の代表者

さゆぽんの防犯対策インタビュー。
３回目の今回は、日本全国で５番目、
東京都では初めて「セーフコミュニティ
国際認証」を取得した豊島区の
「安全・安心まちづくり」について、
豊島区の高野之夫区長にお話を伺いました。

防犯対策
インタビュー 第3回

●ゲスト：高野 之夫（豊島区 区長）

●インタビュアー：古屋 早百合　東セ協

さゆぽんの
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や民間からも参加いただいて「豊島区セーフコミュニ

ティ推進協議会」を立ち上げました。そこでは「繁華街

の安全」「子どものけが・事故予防」「障害者の安全」な

どの委員会を作り、それぞれに安全・安心な街を目指し

て活動していただいています。	 	 	 	

これは本当に長い挑戦です。セーフコミュニティ認証は、

5年に一度、再認証を受ける必要があります。取り組みの

結果を数字に落とし込み、「安全で安心な街ですよ」と

大いにアピールする。そうやって街の価値を上げていく

ことが、私は非常に大事なことだと思っています。	 	

豊島区最大の繁華街エリアである池袋は、戦後ヤミ市と

して爆発的なパワーを内包していました。そのイメージ

は70年の歳月が経っても未だ続いています。戦後の復

興にはそうしたパワーが必要でしたが、今の日本、今の

豊島区としては、それは過去のことであり、安全・安心な

街へとイメージを変えていかなければなりません。	 	

そういう意味で、私は「セーフコミュニティとしま」に積

極的に取り組み、他の模範になるように努めています。

行政が常に他を先んじ	 	
積極的に取り組むことで	 	
市民の「安全・安心」への意識を高める
さゆぽん　平成12年11月１日「豊島区生活安全条例」
を施行した豊島区は、官民一体となって「暴力団追放宣

言」「有害環境撲滅宣言」など、街の浄化を進めてこられ

ました。そして、平成24年４月１日には「豊島区暴力団排

除条例」を制定。客引き等の撲滅に向けた改正「豊島区

生活安全条例」も施行されました。	 	 	

これらの普及啓発を目指し、関係機関の方を含む約

1000人の区民と共に「地域安全運動豊島区大会」を開

催されましたが、成果はどのように現れたでしょうか。

高野区長　「豊島区生活安全条例」は、平成12年に施
行した区民の生活の安全を守るための条例です。区民

の皆さんに理解して守っていただくために、節目節目に

「地域安全運動豊島区大会」を開催し、その普及に努め

ています。平成24年4月1日には「豊島区暴力団排除条

例」と、客引き等の撲滅に向けた改正「豊島区生活安全

条例」という、豊島区独自の2条例が施行され、その普及

啓発と「安全で安心して暮らせる街」を推進するために

昭和12年12月25日生　豊島区に生まれる	 	
豊島区立池袋第五小学校卒業	 	
昭和35年3月　立教大学経済学部経済学科卒業	 	
昭和58年5月～平成元年6月　豊島区議会議員	 	
平成元年7月～平成11年3月　東京都都議会議員	 	
平成11年4月　豊島区長に就任

〈趣 味〉絵画（クレヨン水彩）、読書、スポーツ観戦	
〈愛 読 書〉歴史物	 	
〈好きな食べ物〉豆腐（1日1回は食べます）	 	
〈血 液 型〉AB型	 	
〈座 右 の 銘〉頭は低く	目は高く	心は広く	身は軽く		
〈信 条〉元気	やる気	勇気	笑顔	 	
	 夢を持とう！それが未来を切り拓く	 	
〈健 康 法〉歩くこと	 	
〈私はこんな人物です〉	 	
商人の家庭に育ち、街を愛し、人を愛し、いつも区民の目線
で考え、行動する。

※豊島区HPより参照

豊島区�区長
高野　之夫
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立ち上がり、街の組織を作っ

てくださいました。	 	

そういうことからも、豊島区

民の安全・安心な街づくり

に対する意識には、非常に高

いものがあるという自負が

あります。そして、その根底

には、区民の皆さんの街に

対する愛情があるからだと

感じます。愛情があるからこ

そ勇気を持って立ち向える

のだと。	 	 	

昨年10月の「地域安全運動

豊島区民大会」では、池袋組

織犯罪根絶協会会長の菅澤

省吾氏が、「豊島区祭礼等の

行事における暴力団等の反社会的勢力排除に係る基本

原則」及び「豊島区祭り見物五則」を発表し、反社会的

勢力と「交際しない」「おそれない」「資金を提供しない」

「利用しない」ことを基本とした、同勢力を追放する取組

みへの更なる協力を呼び掛けました。

さゆぽん　お祭りでの規則まで作られたのですね。
高野区長　そうですね。そのほか、警備会社と協力して
「豊島区繁華街警備隊」という、若い屈強な警備員12名

の隊も作りました。経費はかかりますが、それ以上に安

全・安心な街になることで、各地から人が来るようにな

り、結果、商売繁盛に繋がって、経済が活性化します。全

国各地の自治体から、この画期的な取り組みへの問い

合わせが後を絶たないんですよ。

開催しました。この改正「豊島区生活安全条例」は、日

本で初めて客引き・路上スカウト行為を規制する条項

を加えたもので、全国的にも画期的な条例となりました。

さゆぽん　俗にいう「黒服」のことですか？
高野区長　そうです。客引きや路上スカウトは、街のイ
メージを悪くします。「だから豊島区に行かない」「豊島

区は怖い」ということに繋がってしまうのです。	 	

豊島区は、セーフコミュニティ認証は、全国で5番目、

東京では１番に取り入れましたが、安全・安心な街づ

くりにおいて、常にどこよりも先んじて挑戦していく区

でありたいと思っています。客引き条例については、豊

島区が先陣を切り、今ではあちこちの自治体で条例を

策定していますが、豊島区は更に一歩進めて、2020年

の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、よ

り安全で安心して過ごせる街づくりを目指して、昨年

4月1日に、新たに「豊島区客引き行為等の防止に関す

る条例」を施行して、警告しても客引きを繰り返した場

合は氏名を公表するなどの条項を整備したほか、新

宿や港区など繁華街を抱える７つの区に呼びかけて、

客引きを使用しない飲食店をグルメサイトと連携して

紹介する仕組みづくりにも取り組んでいるところです。	

「豊島区暴力団排除条例」においては、暴力団と正面か

ら対決する条例ですが、区民の皆さんが勇気を持って
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「見える治安」に
官民一体となって取り組む
さゆぽん　豊島区内の犯罪概況は、非侵入窃盗が犯罪
全体の約半分、池袋駅周辺での発生は70%となってい

ます。非侵入窃盗はひったくり、自転車窃盗、万引き、置

き引き、自販機荒らし、車上狙い等が挙げられます。		

近年池袋駅周辺では、外国人も多く見受けられ、それが

治安の悪化というイメージも払拭出来ないと思いますが、

犯罪の発生・内容又防犯等の対策はいかがでしょうか。

高野区長　正面から立ち向かっていくというのが、豊島
区の姿勢であり、犯罪は間違いなく減っています。	 	

東セ協さんの取り組みにもありますが、「防犯カメラ」は

非常に効果的ですね。以前は、人目につきにくいところ

に防犯カメラを設置して後で分析する、という利用の仕

方でした。しかし、今は「ここに防犯カメラがあります。

悪い事出来ませんよ」という、「見える治安」を積極的に

行い、それが犯罪抑制に繋がっています。		 	

防犯カメラ以外にもパトロールなど「区民の目がある」と

いうことで、犯罪は確実に減ってきていると思います。た

だお話にもあったように、池袋は非常に多様性のある街

で、外国の方 も々来やすい街。ルールを乗り越えてやって

来る外国人も多く、それゆえに犯罪が起きたりもします。

しかし、それでもやはり常に区民の目があり、みんなで

犯罪を抑制していくという意識がある。それによって非

常に大きな効果が出ていると感じます。	 	 	

今日（2016年3月26日）も、豊島区しんきん協会と豊島

郵便局において「豊島区ながら見守り活動」の協定書を

締結しました。

さゆぽん　それはどのような活動なのでしょう。
高野区長　仕事をしながら行なう防犯活動です。高齢
化や核家族の増加などで地域による見守り活動の低下

が懸念される中、地域に密着した事業者の職員に、住

民が防犯上不安を感じている場所を走行してもらった

り、「ちょっと変だな」と異常を感じた時に無理のない

範囲で声を掛けたり、時には関係機関への連絡など、

業務の中で見守り活動を行なってもらう、そういう協

定を結びました。	 	 	 	 	

そういう知恵も民間からどんどん湧き出てきています。

みんなで犯罪を抑制して、いい街を創り上げていこうと

いう意識は、豊島区民をはじめ、豊島区内の企業にも非

常に高いものがあり、安心して来られる街に間違いなく

なってきています。昔のイメージとは全然違います。挑戦

できることにはどんどん挑戦し、力を合わせて自慢でき

る街にしていきたいと思っています。

自治体の発展の基盤は「安全・安心」
最新のセキュリティを取り入れ
魅力ある都市を創造する
さゆぽん　2020年には、東京オリンピック・パラリンピッ
クが開催されます。池袋にも海外の観光客の方がたくさ

ん訪れると思いますが、豊島区としてはどのような取り

組みをされるのでしょうか。

高野区長　豊島区は常に「安全・安心な街づくり」を目指
し、その中で、魅力ある都市を創っていこうとしています。	

昨今、日本をはじめ世界中で「アニメ」ファンが増えてい

ますが、豊島区にはトキワ荘跡地や「アニメイト」の本

社があるなど、マンガとアニメの聖地と言われて、全国

各地、また海外からもたくさんの若者がやってきます。	

そうした背景もある中で、豊島区では、これまでの「文

化創造都市づくり」と「安全・安心創造都市づくり」を

統合して、さらに発展させていくための新たなまちづくり

「豊島区国際アート・カルチャー都市構想」を、現在推進

しています。	 	 	 	 	 	
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この都市づくりのコンセプトは、	

	 ①多様性を活かしたまちづくり	

	 ②出会いが生まれる劇場空間	

	 ③世界とつながり人々が集まるまち	

になります。

さゆぽん　高野区長は、毎年イベントでアニメのキャラ
クターのコスプレもなさるそうですね。「豊島区繁華街

警備隊」では、屈曲な警備隊と一緒にパトロールをされ

たりと、高野区長自ら積極的に行動する姿を見せてい

らっしゃいます。ご自身の仕事へのお気持ちをお聞かせ

いただけますか。

高野区長　豊島区で生まれ育ち、区議会議員から都議
会議員、そして区長になって長くなりますが、なぜ私がこ

こまで頑張るかというと、それはやはり「豊島区を良くし

たい」その思いが強くあるからです。行政から決められた

ことをするのではなく、主役は区民。区民と一緒に一体と

なっていい街を創っていきたいのです。情熱を持ってこ

の街を良くしたい。それが、今まで歩んできた道です。

さゆぽん　今後、東セ協に期待することがありましたら
ぜひお聞かせください。

高野区長　犯罪の少ない安全・安心な街になる。それ
にはやはり我々の力だけで出来ません。事件や事故が

起きた後ではどうしようもない。それをいかに防ぐか、

抑止するかが全ての基本だと思っています。そのために

は、防犯カメラなどセキュリティがきちんとしていること、

それしかありません。セキュリティ関連分野も日進月歩と

思いますから、東セ協さんのお仕事を通して、より安全・

安心につながる情報をいただきながら、安全・安心な

まちづくりを進めていきたいと考えています。	

東セ協さんとの緊密な連携をとりながら、また警備会

社や警察OBといった方々にもご協力いただくなど、必

要とあれば積極的に新しい協力のあり方を取り入れ

て、犯罪になる前に防いでいけるように努めていきたい

と思っています。起きてしまってからでは、被害者も加

害者も不幸でしかないのですから。	 	

自治体の基本は、安全・安心。それなくして発展はあり

ません。これは一番強く申し上げたいところです。	

東セ協さんをはじめセキュリティ関連分野への期待は非

常に大きいです。今後ともよろしくお願い致します。

さゆぽん　こちらこそ、貴重なお時間を頂戴しありがと
うございました。期待にそえるよう努力してまいります。

本日は本当にありがとうございました。
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平成27年7月3日東京都庁大会議室において第13回東

京都安全・安心まちづくり協議会総会が、報道陣多数参

加の中開催された。	 	 	 	 	

会長である舛添都知事の挨拶に始まり、続いて警視総監

に挨拶を頂、議事にはいった。	 	 	 	

まず初めに、協議会57構成団体それぞれの平成26年

度活動概要が発表された。	 	 	 	

続いて東京都・警視庁の平成26年度活動が以下6項目

報告された。	 	 	 	 	 	

　１、	安全・安心まちづくりに関する広報・普及	 	

　２、	子供の安全	 	

　３、	自主的な犯罪防止活動の促進	 	

　４、	犯罪の防止に配慮した環境整備の促進	 	

　５、	構成団体等相互の情報交換及び連携の強化		

　６、	その他目的を達成するために必要な活動

引き続き、東京都安全・安心まちづくり協議会27年度

活動方針・計画が上提された。	 	 	 	

　１、	自助・共助の精神による安全安心まちづくりの推進	

　２、	協議会の総力を発揮した安全安心まちづくりの推進	

　３、	総合的な安全安心まちづくりの推進		 	

以上活動方針が採択された。

協議会構成団体の平成27年度活動計画が上提された。	

引き続き東京都・警視庁の平成27年度活動計画上提さ

れ採択された。	 	 	 	 	 	

引き続き都内自治体の平成27年度取組状況上提され採

択された。	 	 	 	 	 	

条例の整備状況・街頭防犯カメラ設置台数・防犯パトロー

ル等々活動計画が採択された。

議事が終了し報告事項へ移った	 	

（１）「安全安心TOKYO戦略」の策定「東京都安全・	

　　	安心まちづくり条例」改正	 	

（２）構成団体の取組内容報告	 	

　　・東京都中学校長会	 	

　　・東京都セキュリティ促進協力会	 	

　　・（一社）日本ボランタリーチェーン協会	 	

発表内容	 	

設立目的・設立経緯・組織概要そして防犯講師派遣・防

優マ・学校110番・建物防犯協力員・防犯アドバイザー・

登録会員等々事業内容を紹介し東セ協の事業をPRした。

東セ協 副理事長
東京都安全・安心まちづくり協議会幹事会委員     櫻井　兼二

第１３回東京都安全・安心まちづくり協議会 総会
東セ協取組発表
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反社会的集団からの不当な要求を拒絶し、被害を未

然に防止するための対処方法として不当要求防止責任

者講習「選任時講習」を平成25年に開催、御好評いただ

き初回を終了致しました。

その講習会受講後3年が経過した今年2月に警視庁及

び（公財）暴力団追放運動推進都民センター（以下：暴

追センター）に依頼し、前回同様、東セ協	防犯設備士委

員会と日本ロックセキュリティ協同組合の合同企画で不

当要求防止責任者講習『定期講習』を開催しました。

反社会的集団は、民事問題や経済取引に介入して、一

般都民や企業から不当な利益を獲得する活動を活発に

行い、その活動範囲と対象を拡大しています。そのような

不当な要求による被害を防止するためには、暴力団の活

動実態や不当要求の手口等を知り、その対応方法を習得

しておくことが重要となります。

今回の『定期講習』は暴追センターと警視庁の方々の

最近の暴力団情勢、事案紹介、映像による不当要求の手

口を視聴し、第二東京弁護士会の内藤勇樹先生による

『暴力団排除対策と不当要求に対する具体的な対応』と

いうテーマで、前回の講習を更に具体化し、実際の事例

を交えて講義していただきました。

企業が反社会勢力を排除するための体制整備、取引

先が暴力団関係企業等であることが判明した場合の措

置フロー、それらに対応していく段階のポイントを御説

明いただき、担当営業等の場当たり的な対応ではなく、

企業側も体制を作って組織的に準備し対応することが

重要であることを学びました。

実際に不当要求が発生した場合についても、対応手順

を明確にして処理することが重要であり、法的に正当で

あるのか、合理的な根拠があるか等を確認し、企業内で

の対応部門を決め、組織として回答、法的措置を検討す

べきであるとのことでした。更に具体的な問答の事例を

多く用いて、適切な回答、相手の思惑に陥る回答等、その

理由も含めてわかりやすく解説していただきました。

最後に暴追センターの方々が、不当要求が発生した場

合の電話対応要領の良い例、悪い例を実演していただ

き、実際の雰囲気を体感し理解しました。

会員の皆様が、暴力団関係者等からの不当な要求の被

害に遭わないために、不当要求から企業を守るためには、

暴力団の情勢や対処方法等を踏まえた上で（社員個人の

場当たり的な対応ではなく）組織的に準備し対応するこ

とが重要であることを理解し実感できた講習となったと

思います。今後も会員の皆様に役に立つよう企画して参り

ますのでご協力いただき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

不当要求防止責任者講習『定期講習』
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創立15周年記念のピンバッジは会員の皆様のお手元

に行き届いておりますでしょうか？

東京都セキュリティ促進協力会（略して東セ協という）

は誕生して15年経ちました。

記念ピンバッジは東セ協の存在目的、意義の再確認、

そして目的を一にした会員の団結を意味しております。

昨年5月（平成27年度）の第２回総務委員会の時、委員

の方の発案で検討に入ったもので、その後6月の理事会

の了解を頂き本格的にデザイン等の検討に入り、そして

業者の提案等もありましたが結局東セ協ロゴマークのピ

ンバッジに決めました。

このロゴマークは東京都セキュリティ促進協力会の名

称と共に平成26年4月特許庁に商標として登録受理され

たものです。ロゴマークを正しく、広く皆様の会社、名刺等

にご使用していただきたくロゴマークの使用規定を設け

ました。

思い起こせば東セ協創立15年、警視庁生活安全総務

課の要請で平成11年12月（1999年）設立の準備に始まり、

そして翌年の平成12年3月設立総会で正式に設立したわ

けです。

また其の2年後（平成14年3月）東京都から正式に

NPO法人「特定非営利活動法人東京都セキュリティ促

進協力会」として認可されました。

法人格を取得できたために学校110番設備、防犯カメ

ラ設備等々の入札に参加することができ、東セ協定款に

掲げる「都民が安心して暮らせる安全なまちづくりに貢

献する」活動の基盤ができたように思いました。

東セ協は総務委員会、広報・渉外委員会、防犯優良マ

ンション等特別委員会、防犯設備士委員会、会員研修・

交流委員会、調査・研究特別委員会、学校110番委員会

の７委員会に分かれて活動しております。

平成24年からは総合防犯設備士、防犯設備士の資格

を取得した東京在住、在勤の個人を対象に「登録会員」

として募集し、スキルアップセミナー等のセミナーを受講

して頂き安全で安心な社会に向けた活動に寄与できる

個人の「登録会員」をＨ.Ｐで募集しております。

以上のような安全で安心な社会を創造すべく会員の

会活動の意味を含め「東セ協創立15周年記念バッジを

制作いたしました。

ピンバッジの在庫も残り少なくなりましたが事務局に

お問い合わせ、御申し込みください。

総務委員会　委員長     鳥井　公一

東セ協創立１５周年記念
ピンバッジの想い
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防犯アドバイザーは、平成20年に第一回資格者養成研
修会を実施、その後養成研修会を重ね、延べ93名の資格
者が誕生しました。
主な活動としては、都内中央区、港区を中心に自治体、
管理組合、管理会社等から防犯診断の依頼が入った際
に対象物件に訪問して診断することです。
現地では、依頼主や管理会社の方から、依頼理由の主旨
を聞き、更に心配・不安な事情・事例等を伺いながら、各
区の診断フォーマットに基づき診断します。防犯についての
様 な々アドバイスを行い、後日報告書を作成、提出します。
その防犯診断を積み重ね平成21年から約400件余り
の診断を実施し、都民の安全安心まちづくりに着実に貢
献しております。
現在資格取得している防犯アドバイザーは、平成28年
5月31日が有効期限となります。今回の更新については、
全員対象の更新講習会を開催することとしました。理由
は2つあります。都内の防犯診断・アドバイスが主たる活
動となりますが、実際に防犯診断に参加いただいている
防犯アドバイザーは少数であり、診断の派遣調整に苦慮
することが多く、その状況を改善するために更新講習会
を開催しました。また、資格取得から時間が経過してい
て防犯診断への参加に不安がある方に対しても再度講
習会を行うことで参加しやすい環境にすることが必要と
考え開催いたしました。全員参加の講習会を開催するこ
とで資格者全員の診断レベルを底上げし、防犯アドバイ
ザーの本来の活動目的を認識し、今後は防犯診断に積

極的に参加いただき、その活動を活発化させたいと考え
ております。
講習会は、瀬澤理事、金井理事に講師を依頼し、防犯
優良マンション等制度に準じて項目毎に丁寧に説明して
いただきました。計67名の防犯アドバイザーが参加し、資
格を更新しました。
講習会募集時には、何名更新するのか不安もありまし
たが、多くの方が防犯アドバイザーの資格を更新したい
という意思があり、また、防犯診断にも参加する意思表
示もしていただき、改めてこの制度が必要であり維持して
いくべきであると認識しました。
この制度を維持、活発化させていくための課題はあり
ますが、多くのアドバイザー資格者に支えられて、更に活
動範囲を広げられるよう防犯設備士委員会で議論してい
きたいと思いますので、ご協力のほど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

防犯アドバイザー更新 講習会
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都内在住・在勤の防犯設備士、総合防犯設備士を対象
とする登録会員は、毎年徐々に会員数を増やし現在178名
となっております。東セ協会員以外の申し込みも少しずつ
ですが増加しており、また、登録会員セミナー等を通じて
も更に会員数を増やすよう取り組んでいる状況です。
登録会員セミナーは、登録会員のスキルアップを目的
として毎年2回実施され、過去には、『防犯カメラを有効
に活用するためには』、『防犯設備士が提案する侵入警
報システム』など、防犯設備士の活動において役立つスキ
ル、実践的なテーマを掲げて開催してきました。
今回も同様に実務に役立つテーマとして、8月29日に金
井理事による『鍵の構造・電気錠の基礎知識及び交換
実務』というセミナーを開催しました。『カメラ』『センサ』
に続き『カギ』をテーマとして選定し、更に今回は株式
会社日本ロックサービス様の御協力により同社テクニカ
ルセンターをお借りし、錠前の実機を用いた体験型セミ
ナーを実施しました。先ず錠前に関する基本的な知識を
身に付けるために座学講習を行い、その後、実際に受講
生自身がシリンダーを分解し、再組立することによって、
言葉だけなく実機に触れて理解できるような講義内容と
しました。参加した受講生にも好評となった体験型セミ
ナーだったので、今後もわかりやすい内容となるよう工夫
すべきと考えております。
後期は2月20日にテーマの志向を変えて実施しました。
危機管理という点で共通しておりますが、『テロ対策と安
全・安心まちづくり』『変化する企業リスクと物理セキュリ
ティの対応力』という２つのテーマを同日開催しました。

経済政策の一環として外国人観光客の積極的誘致、
2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピック
等のビッグイベントの開催もあり、訪日外国人が急増する
と言われる一方で、不安定な国際情勢の中、テロが日本
にも及ぶ可能性があると報道され、決して対岸の火事で
はないという事態になっております。
そこで三澤講師が、テロの現状、テロに対して現在国
際社会（米国）がどのように対策しているのか、日本の警
察庁や警視庁などがどのようなテロ対策を行っているか
を解説していただきました。その内容の中で、テロ対策は
官民連携（パートナーシップ）が重要であることを御説
明いただき、テロにおける防犯カメラが果たす役割、映
像セキュリティ技術についても御紹介いただきました。
また、今回初めて外部講師として株式会社クマヒラ	セ
キュリティ企画室	木下室長に依頼し、昨今の企業に潜む
リスクと企業内部のセキュリティの重要性について解説し
ていただきました。また、外部からの侵入者だけでなく、
企業内にもある脅威を認識し対策すること、情報セキュ
リティと共に物理セキュリティの対応力がキーポイントと
なることを御説明していただきました。
このように登録会員セミナーは、実践的なテーマ、今が
旬なテーマを採用し、防犯設備士、総合防犯設備士の能
力を更に高めるセミナーとなっております。東セ協会員で
防犯設備士・総合防犯設備士の方は是非、登録会員とな
りセミナーに御参加いただき、ご自身のスキルアップに御
利用いただければと思います。

防犯設備士委員会　委員長     石川　拓伸

平成２７年度 登録会員セミナー
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おかげ様で16年！今年もこうして紙面で委員会活動の

お便りをお掲載させて頂けます事に感謝申し上げます。

何より東セ協を支えてくださっている皆様のお陰により無

事に会員交流のイベントを行うことが出来ました。「誠に

ありがとうございます」

時は3月26日（土）サクラの季節に船を仕立てて名所

目黒川へ、ワインと純米吟醸酒を片手に夜桜クルーズに

行って参りました。

集合場所は天王洲アイルの運河沿いの船着き場、当日

はこの時期によくある花冷えで北風が吹く残念な状況で

したが会員各社より大人30名と子供3名が早速船に乗り

込みイザ！出航、狭い船内のお陰？？で体を寄せ合い寒

さ対策？の中での酒盛りがスタートです。

花より団子の言葉通り、チーズやカツサンドを食べ食

べ葡萄の酒をぐびぐびと都会のビル群、マンション群を

すり抜けるように船はゆらゆらと進行してゆくのです。時

間にしてわずか往復1時間強のショートトリップでした

が、東セ協らしくお喋りの尽きない楽しいひとときと相成

りました。

ところでサクラの感想ですか？…んーん、チラホラの２

分咲きでは何ともコメントに困るって感じでございます。

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27年度	東セ協の活動内容①（平成27年4月1日～平成28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27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（4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（29物件）
4月23日	 亀有警察署	侵入盗防止対策	防犯講話　於：署講堂
4月27日	 北沢警察署	侵入盗防止対策	防犯講話　於：署講堂
5月1日	 石神井警察署	侵入盗防止対策	防犯講話　於：署講堂
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14日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：四谷警察署
5月27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
5月28日	 西新井警察署	侵入盗防止対策	防犯講話　於：署講堂
6月9日	 巣鴨警察署	侵入盗防止対策	防犯講話　於：高岩寺（とげぬき地蔵）
6月9日	 池上警察署	防犯診断・防犯講話　於：マンション
6月14日	 日野警察署	侵入盗防止対策	防犯講話　於：南丘地区センター
6月15日	 石神井警察署	侵入盗防止対策	防犯講話　於：区立東大泉デイサービス
6月24日	 池上警察署	侵入盗防止対策	防犯講話　於：ヒルズ久が原自治会
6月25日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：本富士警察署
7月2日	 日野警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：七生公会堂
7月2日	 石神井警察署	侵入盗防止対策	防犯講話　於：区立東大泉デイサービス
10月1日	 大森警察署「カギと錠について」講話　於：署講堂
10月7日	 葛飾警察署「地域安全防犯のつどい」防犯講話　於：テクノプラザ葛飾
10月10日〜11日	 千住警察署	防犯機器の展示・防犯相談　於：足立区民まつり会場
10月11日	 高島平警察署「防犯カメラについて」防犯講話　於：署講堂
10月12日	 赤坂警察署「地域安全のつどい」防犯講話　於：区民センター
10月13日	 西新井警察署	防犯教室	防犯講話　於：梅田地区学習センター
10月13日・15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16日	 石神井警察署「石神井地域安全のつどい」防犯講話　於：大泉学園ゆめりあホール
10月19日	 万世橋警察署「ビル防犯協力会」防犯診断　於：各ビル
10月20日	 昭島警察署	防犯講話・防犯診断　於：マンション
10月24日〜 25日	多摩中央警察署	防犯キャンペーン　於：パルテノン多摩
10月26日	 本富士警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：文京シビックセンター
10月29日・30日	 警視庁「第15期	防犯専科」講師派遣　於：目黒合同庁舎
10月30日	 品川警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：きゅりあんイベントホール
10月30日	 本富士警察署「ビル防犯部会研修会」防犯カメラ講話　於：署講堂
11月6日	 尾久警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：アクト21
11月10日	 中央警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：鉄鋼会館
11月16日	 小松川警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：グリーンパレス
11月25日	 王子警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：北とぴああすかホール
12月5日	 立川警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：立川女性総合センター
12月11日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：東村山警察署
[平成28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）
3月8日〜11日	 SECURITY	SHOW2016	相談員派遣　於：東京ビックサイト

◆報道への協力、インタビュー対応
[平成27年]
4月2日	 月刊「MONOQLO	6月号」スマホでの簡単な防犯対策について取材対応
9月15日	 中日新聞	生活面（9月26日付）センサーライトでの防犯対策について取材対応
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平成27年度	東セ協の活動内容②（平成27年4月1日～平成28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27年]
5月18日	 「東京万引き防止官民合同会議」　於：警視庁本部
5月26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27日	 日本ロック工業会	定時総会懇親会　於：都庁
6月2日	 日本万引防止システム協会	通常総会・記念講演会・意見交換会　於：主婦会館
6月16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17日	 NPO法人	全国万引犯罪防止機構	通常総会・記念講演会・意見交換会　於：主婦会館
6月26日	 東セ協	平成27年度	第一回	通常総会・懇親会　於：スクワール麹町
7月3日	 第13回「東京都安全・安心まちづくり協議会」総会・「東セ協	活動発表」　於：都庁
7月25日	 東セ協「防犯アドバイザー資格者養成講座」　於：東セ協	事務局
7月29日	 第6回「万引き追放	SUMMERキャンペーン」　於：日比谷公会堂
8月29日	 東セ協	第四回「登録会員スキルアップセミナー」　於：㈱日本ロックサービス会議室
10月4日	 「平成27年	地域安全都民大会」　於：明治神宮会館
10月8日	 第24回「地域安全運動豊島区民大会」　於：豊島公会堂
10月10日	 「多摩・稲城市民	防犯のつどい」　於：パルテノン多摩
11月6日	 （公社）日本防犯設備協会	第10回「都道府県防犯設備士（業）協会	全国大会」　於：KKRホテル大阪
11月14日	 東セ協「防犯アドバイザー更新講習会」　於：豊島区民センター
11月25日	 第11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28年]
1月7日	 東セ協	新年祈祷参拝　於：池袋氷川神社
1月20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
1月22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23日	 東セ協「防犯アドバイザー更新講習会」　於：豊島区民センター
1月29日	 警視庁	生活安全部	武道始式　於：警視庁本部
2月3日	 東セ協	平成27年度	第二回	通常総会・新年交歓会　於：スクワール麹町
2月3日	 東セ協	不当要求防止責任者講習『定期講習』　於：スクワール麹町
2月20日	 東セ協	第五回「登録会員スキルアップセミナー」　於：豊島区民センター

◆平成27年度　東セ協理事会
第52回：平成27年6月3日
第53回：平成27年6月26日
第54回：平成27年12月18日

◆東京防犯優良マンション等審査員会他
[平成27年]
9月10日	 グランハイツ白金	防犯優良マンション更新審査委員会
12月18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
[平成28年]
2月16日	 グリーンホームズステーシア	防犯優良マンション更新審査委員会
2月16日	 グランハイツ高田馬場	防犯優良マンション更新審査委員会

東京都安全・安心まちづくり協議会 総会

不当要求防止責任者講習『定期講習』
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委員会だより　①

復興途上の東日本大震災、またしても追い
討ちを駆けるように熊本県での大震災、一日

も早い復興を願わずにはいられません。
事務局も災害対策として十分ではありませんが防災グッ
ズ、防災ヘルメットを揃えたところです。
総務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
活動について議論をしております。
また隔月に開催予定される理事会の準備、また年２回の
通常総会の総会資料の準備等があります。
会員皆様に対しては公平に、活発な会活動ができるよう
に会員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Vol.12作成に当たり、豊島区長であ
る高野之夫様はじめ、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。
東セ協の新しいロゴマークが正式にリリースされました。
すでに会社案内などに掲載されている会員さんもいらっ
しゃいます。
ホームページの▶東セ協ロゴマークの下部に使用規定の
リンクを載せておりますので、ご確認頂き名刺等にも掲載
頂ければ幸いです。

4年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックのロゴや
メイン会場デザインも正式に決まりました。これから本格
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。

昨年度の委員会は更新調査4物件、審査
会２回開催、委員会を１回開催いたしました。

更新の４物件に関しましては経年劣化が懸念される照明
設備、映像記録装置の保守状況のチェックが重要ですが、
すべての物件において適切に性能維持に関する措置が実
施されており不合格はありませんでした。
委員会におきましては、２回目以降の更新に関しては調
査費の減額を検討、またベイエリアに増えてきた高層マン
ションに関しては従来の基準がそぐわない部分もありこ
れらの基準はどうあるべきか意見交換をおこないました。	

また３階建て以下の低層物件（アパート等）に関してはマン
ションと比較し侵入抵抗の性能が劣る傾向にあり、居住者
も女性や単身者である場合が多く犯罪企図者に狙われや
すいことから東京防犯優良低層共同住宅登録制度を実施
する場合、そののあり方に関して意見交換を行いました。
今年度は警視庁、東京防犯協会連合会のご指導を頂き
ながらこれらの懸案事項に筋道を見出していきたいと存じ
ます。会員の皆様におかれましては引き続きのご協力をお
願い申し上げます。

本年度より防犯設備士委員会の委員長を石
川前委員長の後を引き継ぎました。

会員の皆様、委員の方々のご指導ご協力を頂きながら、役
割を果たし充実した委員会活動を行って行きたいと思います。
本年度の委員会活動として、登録会員を増やすことに特
化し、そのために登録会員に対するスキルアップセミナー
を充実させて行きたと考えています。

また、「防犯アドバイザー」の資格を取得されています会
員の皆様に防犯診断等での活躍をしていただけるよう委員
会にて活動をして行こうと思っておりますので、皆様のご協
力をお願い致します。
委員長と言う大役を仰せつかり、至らぬ点が多数あると
思いますが、精進して参りますので皆様のお力添えを宜し
く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

昨年度の年度末ぎりぎり3月26日に会員交流
イベント「目黒川夜桜クルーズ」を行いました。

詳細を本誌面にて掲載させていただきました。
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。

BL（ベターリビング）・建設コンソーシアム
とコラボレートし低層住宅防犯基準の調査研

究を行った。
全国の低層住宅防犯認定事業を調査し、東京低層住宅
防犯認定事業の模索を行った。

今後同事業の周辺環境調査・研究を行う。
又、防犯有識者の交流会を開催に向け活動していく。

認可保育所に入れない待機児童の数を国が発表してから2015年で20年が経過したそうですが、現在でも
待機児童の問題は首都圏を中心に大きな問題となっております。そのため保育施設の新設やこども園の設置

など様 な々対策がとられております。	 	 	 	 	 	 	 	
また学童クラブなど就学中のこどもたちのための施設の拡充も行なわれているようです。
東京都セキュリティ促進協力会ではそうした小中学校、幼稚園、保育園やこども園、また学童ク
ラブに安心安全に不可欠な110番非常通報装置の設置をおこなっております。
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。この通報装置からの緊急通報は非常に優先度の高いもの
となっており、通常の110番通報より早い出動態勢がとられるものとなっております。
東京都セキュリティ促進協力会では現在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。今年度からは小規模
保育施設にも設置が可能となりました。	 	 	
多くのこどもたちが集まる施設の安全や安心を守る機器と
して重要性が増していると感じております。
学校110番委員会では年6回の委員会を開催しておりま
す。保守点検業務の実施状況の確認、新規設置施設の
運用状況、誤報対策、将来に向けての安定した運用のた
めの準備を行っております。	 	 	 	
中央監視センターでは通報装置を24時間常時監視してお
ります、また点検員による年4回の巡回保守点検を実施し、
いざという時に確実に動作するよう保守しております。
不審者が侵入したために緊急通報装置が使用された、
という事例も出てきておりますが、幸い大きな事件には
至っておりません、しかしながら、引き続きこのような不
審者対策が求められていることは間違いありません。学
校110番委員会としては引き続き信頼できる安全対策して
の学校110番非常通報システムの運用を行い、しっかりと
した保守点検を実施してまいりたいと思います。

　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

監視センター
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会　員　動　静　（平成２7年４月１日～平成２8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

（退　会）
正会員

パナソニックＥＳエンジニアリング株式会社　東京本部 ・・・・・・・・・・・・ 平成 28 年 3 月 7 日付

以上の結果､ 平成 28 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 ・・・・・・・・ １78 会員
　　　計 ・・・・・・・・ 269 会員

中池袋公園の晴れやかなサクラがすべて散り、代わりに緑の
瑞 し々い若葉が公園全体を覆う季節になりました。

公園に隣接する旧豊島区役所や豊島公会堂など周りの役所関
係の建物が、今年から来年にかけて解体工事に入って、各々工事
用養生のパネルが張り巡らされ始めました。東セ協が各委員会な
どで利用している豊島区民センターも平成32年には新しい公民館
になるとの案内板が掲げられています。一大プロジェクトが始まり
ました。

先日、昼食を終え事務局に帰ると、大きなスーツケースを転がし
ている3人のアジア系外国人とエレベーターで一緒になりました。
3人は4階で降りて、なんと事務局の向いの部屋に鍵を開けて入っ
ていきました。この部屋は確か１ヶ月くらい前にリニューアル工事
を行っていたはずです。どう見ても旅行者風で、常住人には見えま
せん。その1週間後に2人の白人がスーツケースを抱えて、その部屋

の前で何か話しているところに、事務局の玄関ドアを開けたら出く
わしました。前の部屋でなにが起こっているのだろう。これは今政
府が後押しをしている民泊ではなかろうかと推測されます。確証
がありませんので管理人に問い合わせました。現在このマンショ
ンで5部屋が民泊をやっていると、管理組合は把握しているようで
すが、現状は何もできず、何か起きない限り様子見しかないようで
す。大型スーツケースを持って狭い廊下を行き来されると気持ちの
良いものではありません。2020年に向けてこのような光景が、い
ろいろな地区のマンションで見られるようになるのでしょうか。

事務局の周りは再開発や民泊で騒ぞうしくなりそうですが、近く
にお越しの際はお立ち寄りください。

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.12			平成 28 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　〒101-0052	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5-19-2-5F 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2-4-1-9F 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）ケルク電子システム　東京支店 〒101-0047 千代田区内神田1-15-16-6F TEL 03-5577-6844

（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

東衛産業（株） 〒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

（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

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1-7-6-6F 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28-4-2F 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 〒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1-12-4-4F 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 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）


