


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、防犯相談・診断、講演会、「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とも必要です。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丁目32番6号 河合ビル3階　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15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」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2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
を引き続き協力して参ります。又東京防犯優良賃貸住
宅認定制度も現在準備を進めて、近々にスタートする
予定です。
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１２万５，０００件と
１５年連続で減少し、前年比で約９，３００件減少させる
成果をあげることができました。
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、「空き巣」等の侵入窃盗の認知件数
は、僅かではありますが増加に転じております。
さらに、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の増
加、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、子供や女性に
対する犯罪への対応など、都民の安全安心の確保に
向けた課題は山積みしております。
こうした現状を踏まえ、警視庁では引き続き皆様方業
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、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２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　市村　諭
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平成29年6月28日（水）、東京都新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷にて、平成29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58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「瑠璃」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	田代	芳広様、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	爪坂	万様

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２9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 臼井 郁夫様（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

通常総会

公益財団法人 東京防犯協会連合会
専務理事 爪坂 万様

警視庁 生活安全部長 田代 芳広様（当時）
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平成30年2月2日（金）、16時30分より東京都新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷にて、平成29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30年度事業計画

（案）と平成30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。

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	田

代	芳広様、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	爪坂	万様の祝杯で華やか

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２9年度	第2回通常総会および平成30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 爪坂 万様

警視庁 生活安全部長 田代 芳広様（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（当時）

通常総会
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さゆぽんの防犯対策インタビュー。
5回目の今回は、杉並区長の
田中良氏をお訪ねし、
杉並区における「安全・安心を確保する」
まちづくりについてお話を伺いました。

●ゲスト
田中　良（杉並区 区長）

●インタビュアー
古屋　早百合（東セ協）

次世代に継承するまちづくり	
その責任を果たす行政を目指して

さゆぽん　本日はお忙しい中をお時間いただきありがと
うございます。私ごとですが、杉並区に長年在住し、区民

として今回お話を聞かせていただける機会をいただき、

嬉しく思っています。区長が、杉並区の行政のトップとし

て現在力を注いでいらっしゃることを端的に教えていた

だけますか。

田中区長　大きく3つに集約されます。まず一つは、「安
全・安心」。治安の維持と首都直下地震に備える防災・

減災。二つ目は「少子高齢化」。この流れにどう対応し乗

り越えていくか。そして三つ目は「次世代に継承するまち

づくり」。まちづくりは一朝一夕に出来るものではありま

せん。中長期的な視点を持って次の世代に引き継ぐ必要

があります。この三本柱で取り組んでいます。	

「防災・減災」については、すべきことが見やすい世界で

すよね。建物の耐震性や不燃化とか、避難路確保のため

の道路等の基盤整備。火災への備え。特に木造密集地

域に対して何をする必要があるかといった具合に。		

「治安維持」については犯罪も国際化する中でどのよう

に未然に抑止することが出来るのか、発生してしまった

場合いかに早く検挙するのか、防犯カメラはその代表例

ですがそうした治安の維持・向上に努める必要がある

と考えます。時代は変わったとはいえ、政治の原点はやは

り「治安維持」だと思います。例えば、治安の悪いところ

にお金持ちは住もうとしない。お金持ちが住もうとしな

い街は弱者を救う力が弱くなります。弱者を救済するの

は政治の大事なポイントですが、救済するためには弱者

ではない人たちが居てくれないと助けられません。弱者

救済をやるなら富裕層に対する政策も大切。バランスが

大事だと思うんですよね。ここまでは比較的「何をすれ

ばいいか」がわかりやすいものですが、「少子高齢化対

策」は非常に大変です。手間・暇（時間）・お金、そのす

さゆぽんの
防犯対策
インタビュー

第5回
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べてがかかる。現在、区内の高齢者の中で100歳以上の

方は370人くらいいらっしゃいます。

さゆぽん　そんなにいらっしゃるんですね！
田中区長　いかに長寿社会になっているかがわかると
思いますが、健康で長生きする人ばかりではありません

から、さまざまな問題が起きてくる。それに加えて核家

族化も進んでいますので、単身高齢者とか老々世帯も加

速度的に増えています。どういう行政サービスが必要に

なっているのか。現状必要なサービスが供給できている

のか。供給体制は作られているのか。	 	 	

少子化についても、47都道府県で一番出生率が低いの

が東京です。東京には地方から若者が流入していて、23

区の人口はどんどん膨張している。でも出生率が全国最

低というこの矛盾を改善することを本気でやらないと人

口減少、少子化これが加速化する訳ですよね。それが巡

り巡って何になるかというと、国力が衰退していくスピー

ドが速まるということです。だから国家的課題として、せ

めて保育園を整備して女性が仕事と出産、子育てが両

立出来るような社会的環境を早く作ろうという背景が

あって、保育園に注目が集まっている訳です。そこを理解

していかないといけない。近所に作られたらうるさいと、

子どものためになぜ公園を潰すのかとかね…いろんな

意見がありますが、譲り合っていかなければ、これは国

家的課題なのです。自分の子どもや孫の時代に日本に

どうあって欲しいですか。そこから考えて譲り合って欲

しい、というのが、私どもの言い分ですね。	 	

そして「まちづくり」。都心の中央区、千代田区、港区の

まちづくりは、大手資本と国、東京都がどんどん乗り

出して、経済合理性が成り立つ範囲で決断出来る「主

体」がテーブルについて事を進められます。	 	

杉並区はそうした進め方はできません。大小の権利者が

錯綜しているような土地においては、その調整が非常に

難しいですね。単なる経済合理性では話がつかず、まち

づくりはまとまらない。そういう難しさがあります。だから

と言って、何もやらなければ永遠に物事は動きませんか

ら、そこにチャレンジしていくことが必要で、自治体は責

任をもってやる決意を固めて、住民の共有する地域のま

ちづくり目標をみんなで作り上げることが必要だし、そ

昭和35年11月4日　杉並区に生まれる

〈学 歴〉	
杉並区立桃井第五小学校卒業	
私立獨協中学校卒業	
私立獨協高校卒業	
明治大学政治経済学部卒業	

〈職 歴〉	
昭和59年	 	 	 株式会社テレビ東京	
平成3年4月〜平成5年6月	 杉並区議会議員	
平成5年6月〜平成22年6月	 東京都議会議員（連続5期）	
平成21年8月〜平成22年6月　東京都議会議長	
平成22年7月	 	 	 杉並区長（2期目）

〈趣 味〉将棋

〈座右の銘〉	
澄心得妙観（ちょうしんみょうかんをえる）	
澄んだ心であれば、良い考えが得られる。

※杉並区HPより参照

杉並区�区長
田中　良

杉並区長プロフィール
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は詐欺をする方と警察とのイタチごっこの様相を呈して

います。

さゆぽん　知人も還付金詐欺のような事件で280万円
を騙しとられました。特殊詐欺については、国家的な対

策が必要ですね。

「安全と安心」の確保に		
人と人との関係性や経験を活かす

さゆぽん　杉並区では、『杉並区基本構想（10年ビジョ
ン）』が策定されています。その中の基本理念に「安全・

安心を確保する」とありますが、災害や犯罪対策の現状

についてお聞かせください。

田中区長　区長になって8年目ですが、お陰様で犯罪
認知件数は、全体としては減少傾向にあります。ただ中

身を見ると「空き巣」は減少していますが、「自転車の窃

盗」も多いですし、「振り込め詐欺」は急増しています。

杉並区民は、詐欺する側から見ると、性善説に立って生

活をされている富裕層が多いと分析されていて、とても

狙われているのではないかと思います。対策としては、基

本は啓発啓蒙です。ラッピングバスを走らせたこともそ

うですが、防犯協会などの協力のもとイベントを通じて

れをどのような事業手法で実現していけばいいのか追

求して一生懸命やる。日の目をみるのは恐らく死んだ後

だと思うのですが、それでも自分たちの世代としての責

任を果たしていこうっていう「気持ち」をもってやらない

といけない。そう思っています。

杉並区の「安全・安心	まちづくり」		
の状況

さゆぽん　杉並区のホームページにある『区長の部屋』
を拝見しました。平成30年２月９日の記事に「振り込め

詐欺根絶ラッピングタクシー出発式」とありましたが、杉

並区内での振込詐欺の件数は、平成29年では174件、額

にして２億7,600万円の被害があったとありました。

田中区長　実は私も詐欺に遭ったことあります。寸借詐
欺です。詐欺に遭ったことがある人ならわかると思いま

すが、誰しも自分が詐欺に遭うなんて思っていません。そ

れでも引っかかってしまうくらい、手口は実に巧妙です。

私の場合は、被害届を出し警察の現場検証や調書を取

られ、捜査が始まりました。暫くして逮捕されたとの連絡

があり、犯人からはお詫びの手紙が届きました。おそらく

他にも余罪があったのでしょう。５万円の被害でしたが

お金は戻ってきません。詐欺師が実に人間の心理をくみ

とって乗せてしまうということが、自分の実体験からよく

わかります。引っかからないと思っていても引っかかって

しまうのです。検挙率は上がっているようですが、現状
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「学校110番」		
システムの	 	
現状

さゆぽん　「学校110番」の
ことはご存知でしょうか。現

在、杉並区では小中学校・

幼稚園、保育園など215施

設に設置されています。こ

の他に、今日では老人施設

を含めた障害者施設にも

設置が許可されています。	

このシステムの設置や保守

を東セ協が担当しています。

田中区長　平成13年6月に
起きた大阪府池田小学校

で発生した児童殺傷事件がきっかけとなって導入された

非常通報システムですね。非常ボタンを押すと警視庁通

信司令室に自動的に通報され、警察官が駆けつけるとい

うシステム。こうしたシステムは、保守点検をきちんと行っ

て、いざという時に確実に作動する状態をキープし続け

ることが大切ですね。システムを供給する側もシステムの

恩恵を受ける側も、双方が「いざという時に確実に活か

せる」その努力が大事だと思います。誤作動が続くようで

は問題だし、学校でいうなら先生がせっかくのシステム

を使えない・活かせないというのでは意味がない。子ど

理解を広めてもらう。また、区役所には「安全パトロール

隊」という警察OBに働いてもらっている組織があるの

ですが、所属している皆さんの経験をもっと活かして、平

成30年度から電話による相談ができる「ホットライン」

を区として開設しようと考えています。「110番」は、実際

に何かが起こった時に掛けますね。「ホットライン」は、何

かが起きる前に気軽に相談してもらえる、敷居の高くな

いものとして普及すればいいと思っています。対応する

のは区の職員。相談の内容によっては、安全パトロール

隊にパトロール中に現地に行ってもらったり、警察官とし

ての磨いてこられた直感などの能力を

発揮してもらい、経験に基づくアドバイ

スによって、事件を未然に防ぐことに繋

がることを目指しています。	 	

他にも、家族内でも平均的に良好だと

言われる「孫とおじいちゃんおばあちゃ

ん」という関係性を活かして、お孫さん

の方に「振り込め詐欺」のことを覚え

てもらって、孫からおじいちゃんおばあ

ちゃんに「気をつけようね」と声掛けし

てもらう。人と人との関係性や経験を

活かした啓蒙活動を展開したいと考え

ています。
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弱というところでしょうか。他

には、コンビニや事業所、区の

施設などにもありますが、これ

らは「自分の財産は自分で守

る」という考えで設置されてい

ます。設置者が違い、設置目的

が違い、設置されている機材

も違うそれらが、有事の際に

はちゃんと連携できるような

体制づくりが必要ではないか

と思います。そのためには、カ

メラの精度もきちんと検挙に

つながる画質の確保が必要。

予算などを提示すると「もっ

と安いものがあるだろう」との

意見が必ず出ますが、機能的に十分なものを設置しなけ

れば意味がありません。機材のメンテナンスも重要です。	

あとは費用負担。区では維持管理費の補助はかなり行っ

ていますが、設置者と行政の費用負担のルールをきちん

と策定して、着実に定着させていかなければならないと

考えます。治安を維持する。そのための防犯機材はより

良いものが次々に出てきます。それらも使えば当然劣化

していきます。機械ってそういうもの。だからしっかり維

持管理していく。これが一番の課題じゃないでしょうか。

さゆぽん　現状の設置台数は、区長が理想とする数な
のですか？

田中区長　杉並区は、防犯カメラの設置については、比
較的進んでいると警察の方々からも聞いていますが、東

京都内全体の設置状況はどうなのでしょう。維持管理費

については、相当負担していると思います。設置費用は、

都の補助金も区の補助金もあります。

もたちをまず守るのは自分たちであり、そのためのシステ

ムだという意識を、訓練などを通じて定着させる。東セ協

の皆さんには、保守点検とともに積極的に訓練なども提

案していただけたらと思います。

防犯カメラの設置における	 	
現状と課題

さゆぽん　防犯カメラについても伺いたいのですが、杉
並区では街頭・町会カメラと通学路カメラ、見守りカメラ

と防犯協会のカメラと4種類くらい設置されているとのこ

とですが、その現状及び将来の展望をお聞かせいただ

けますか。

田中区長　小学校の通学路には、1校１通学路当たり
約5台の設置目標で広めています。街頭の防犯カメラに

ついては、通学路カメラを含めて現在の設置数は500台
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さゆぽん　最後に、東京都セキュリティ促進協力会に期
待することをお聞かせください。

田中区長　そうですね、今後とも自治体の治安活動、安
全・安心のまちづくりにこれまでの経験やさまざまなご

提案を含めてご協力をいただければ大変有り難いこと

です。いろんな経験をお持ちだと思いますのでどんどん

教えていただきたいですね。よろしくお願いします。

さゆぽん　本日はお忙しい中を有難うございました。

さゆぽん　おそらくそれらは町会や商店街といった公
の場に対してではないかと思うのですが、マンションや

アパートで、公道に向けて設置するカメラに対しての補

助金は出ないのでしょうか。

田中区長　民間の場合は、設置費用等の補助金は出
ないと思います。荻窪署の中に「自分の財産を自分で守

る」という理念で防犯カメラを設置する「防犯協会」が

できました。	 	 	 	 	 	

その協会は、そもそもの理念が「自分で守る」なので、行

政の補助ということは念頭にないのですが、現実的に会

員が増えて防犯カメラが普及してくると、やはり維持管

理やメンテナンスは大きな課題になってきます。

さゆぽん　公共の建物のない地域はどのようにフォロー
されているのか気になっていました。民間の建物の外に

向けて設置するのなら、そうした地域も網羅出来るよう

に思います。現行制度はあるにせよ、中長期的に予算規

模も含めて検討の余地があるように思います。杉並区で

は、犯罪マップと防犯カメラの設置事例は連携していま

すか？

田中区長　今現在は、警察署から犯罪情報をもらい色
分けしたりしてそのポイントを見ながら、区が全額負担し

ているカメラ、区が管理しているカメラをメインに落とし

込んでいます。

左から、

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）

谷口　喜一 
（NPO法人 東京都 
セキュリティ促進協力会 
理事）

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）

田中　良様 
（杉並区長）

照井　康平 
（NPO法人 東京都 
セキュリティ促進協力会 
副理事長）

三宅　勇雄 
（NPO法人 東京都 
セキュリティ促進協力会 
広報・渉外委員長）
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　東京防犯優良賃貸住宅認定制度（以下、防優賃）につ

いて説明いたします。

東セ協が防犯に関する基準に適合した賃貸住宅を防犯

性の高い賃貸住宅として認定・登録する事業です。

東京都青少年・治安対策本部と警視庁生活安全部はこ

の制度を応援しています。

目的：東京の賃貸住宅に住む、一人暮らしの女性が性

犯罪被害に遭われたり、女性に限らず生命・財

産を奪われたりする犯罪を未然に防止する。

内容：犯罪に対する賃貸住宅の脆弱性を補う防犯機器

や、日々の定期的運用により、防犯基準をクリア

した建物を認定登録して広く社会に知らしめるこ

とにより、犯罪防止に貢献する。

制度開始予定：H30年秋予定

鋭意策定中。よろしくお願いいたします。

新規事業調査研究特別委員会　委員長　櫻井　兼二

東京防犯優良賃貸住宅認定制度
TOPICS
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東セ協には、東京都の安全安心に貢献する防犯設備
士が参加していただく登録会員制度があり、多くの方が
登録しています。その登録会員が関心を持つスキルなど
は非常に多いと想定できます。
そのため、防犯設備士委員会では色々な希望に対応
できる様に、平日夕方の仕事帰りでも手軽に受講できる、
少人数のミニセミナーを、関心が高かった防犯カメラに
ついて 3回実施しました。
防犯カメラは犯罪の抑止や事件解決に貢献している
防犯設備です。また大部分の防犯カメラは改正個人情
報保護法により、その枠内で取り扱う対象になりました。
そのため防犯設備士資格を得た時には勉強しなかった
スキルが必要になります。

今回のミニセミナーでは、防犯カメラを設置する前に
防犯カメラが撮影している状況を確認できる実技演習を
行いました。具体的には、登録会員が持参したノート
PCに 3 次元で画像が分かるソフトを登録、講師が作っ
た台紙を登録、コンビニエンスストアやマンションなど
6 種類のアプリケーションの駐車場に建物と被写体（人
物や車）を配置します。そこで防犯カメラを配置すると3
次元の画像が見えるようになり、設置高さ、画角や向き
などを動かして最適な配置が検討できます。
公益社団法人	日本防犯設備協会の駐車場セキュリ
ティガイドは、同様な方法で防犯カメラの設計を行った
実例ですので比較して検討できます。
同様なミニセミナーを行います。防犯カメラを理解し
たい初心者の登録会員はご参加ください。

三澤　賢洋
NPO法人 東京都セキュリティ促進協力会
防犯設備士委員会 副委員長、警視庁建物防犯協力員
公益社団法人 日本防犯設備協会 顧問

登録会員セミナー実施状況
TOPICS

店舗3Dシミュレーション

・カメラ１はコンビニ右軒下に設置して
緑の範囲を撮影。赤の人物が画角A25
になる。
・コンビニ裏（倉庫入口）への動線と店舗
前駐車場右半分をカバーしている。

・カメラ3はコンビニ屋外看板柱（10m）の
3.5m位置に設置して赤の範囲を撮影。青
の車の後ろの人物が画角A25になる。
・コンビニ奥の大型車両と道路脇駐車場。・
コンビニ前の広い範囲をカバーする。

・カメラ２はコンビニ左軒下に設置して青の範囲を撮影。歩道にいる黒の
人物が画角A25になる。
・主にコンビニ正面入り口を出入りする人物と荷物及び店舗前駐車場左
半分をカバーする。

1.8mのフェンス

1.8mのフェンス

1.8mのフェンス

1.8mのフェンス
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〈はじめに〉
　過日、当協会の防犯設備士委員会の防犯アドバイザー活
動の集計があり、平成28年度と29年度の2ヵ年で、港区なら
びに中央区のマンションにおける防犯診断件数で私が丁度
90棟のマンションの診断を実施したことがわかりました。
　他の方を優先するようにお願いしていたにもかかわらず、
これほどの棟数を診断していたことに私自身驚きを禁じ得
ませんでした。
　防犯アドバイザーの方で、マンションの防犯診断を躊躇され
ておられる方に、防犯診断は思っているよりも簡単であり、基
本的な錠前、防犯機器の基本を知っている方であれば、誰で
も管理会社や居住者の方に有益なアドバイスをすることが可
能であることをお伝えいたしたく、本文を寄稿するものです。
　当協会の会員は錠前や防犯設備の販売・施工を行っ
ている方々の集まりでありますし、防犯アドバイザーは公益
社団法人	日本防犯設備協会の認める防犯設備士や、ロッ
クセキュリティ協同組合の錠前業者の方、防犯のことがわ
かる一級建築士で構成されていますので素地は十分以上
と申せましょう。
　これらの知識をベースに、後述するほんの少しの要点を
加味すればだれでも優秀なアドバイザーになれますので是
非港区、中央区のマンション診断に手を挙げて参画いただ
きたいと存じます。	 	 	 	 	
〈マンションにおけるゾーニングとセキュリティライン〉
ゾーニングということばは聞きなれないかもしれませんが、日
本語で言えば「区分け」となりますので、なじみ深く感じて
いただけるかと思います。
我が国における一般的なマンションおよびその周辺は以下の
４つにゾーニングできるものがほとんどのように感じます。
①公共領域	 	
マンションに隣接する公道や公開空地がこれにあたります。	
誰でも（犯罪企図者であっても）自由に往来ができる領
域といえます。
②半公共領域� 	
マンション敷地内ではあるが、宅配業者や郵便配達員が
往来できることを想定した領域。
③半私的領域� 	
オートロック扉内側の共有部（エレベータホール、エントラ

ンスホール）など、居住者や管理人等許可された人だけ
が往来できる領域。
④私的領域� 	
居室内や管理人室内などの領域
この様に診断対象のマンションを適切にゾーニングすること
が、第一に実施する事です。
次いでこれら４つの領域の、領域と領域の間にセキュリティラ
インが構築できているか、その強度はどうかを確認します。
〈セキュリティラインの有無および強度確認〉
①と②の間に門扉などがある事例は少なく、多くは自由に人
が入って来られる場合が多いのですが、敷地内に入る経
路の数が制限されているかを確認します。また物理的なセ
キュリティラインは構築し難いものの、防犯カメラで監視性を
確保しているか、これら設備の状態を確認する事がポイント
となります。
②と③の間にはオートロック扉が代表的な物理的セキュリ
ティラインとして設置されている場合が多いのですが、残念
なことに紙１枚で空けられる脆弱な仕様のものが多く、実際
には「オートロック扉は無いに等しい」物件が多いのが現
実です。
これら扉の性能を確認するのも防犯アドバイザーに求めら
れる基本的なスキルです。
また見落としがちなのは、サブエントランス、地下駐車場エン
トランス、屋内駐輪場出入口、ごみ搬出口などの扉性能の
確認を見落としがちですので注意ください。
③と④の間は、居室の扉や窓がセキュリティラインとして考え
られます。
これらの代表的な強化策として「防犯性能の高い建物部
品（CP部品）」や開口部用のセンサーなどが挙げられま
す。これに関しては会員各社が生業としているそのものであ
りますから附言はいたしません。
上述の視点でマンションを判断する目を持てば、皆さんが考
えているよりマンションの防犯診断は簡単だと気付いていた
だけるものと思います。
「世界一安全なまち東京」実現のため防犯アドバイザーの
有資格者は積極的に防犯診断に参画ください。折角身に
着けたスキル・技術も現場で使わなければ錆びつきますか
ら勿体ないですよ。

防犯優良マンション等特別委員会　委員長     瀬澤　外茂幸

マンションにおける防犯対策の基礎知識
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　最近、企業主導型保育園と言う名前をお聞きになったこ
とがあるでしょうか。これは平成28年度から内閣府の、子ど
も・子育て支援新制度として設置されるようになった認可
外保育園の1つです。認可外保育園と聞くと、何か心配、と
思われるところがあるかもしれません、しかしこの企業主導
型保育園は、他の認可保育園と同様に、国からの助成を
受けるしっかりとした保育施設となっています。
では実際にどんな特徴があるのでしょうか。
①働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供でき
ます。（延長・夜間、土日の保育、短時間・週２日のみの
利用も可能）

②複数の企業が共同で設置することができます。
③他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れが
できます。

④運営費・整備費について認可施設並みの助成が受け
られます。

というものです。
　働き方改革や社会の必要性という観点から、こうした施
設がこれからは多くなるのではないかと思われます。
東京都セキュリティ促進協力会にも、この企業主導型保育
園に学校110番非常通報装置を設置したいという問い合
わせをいただくようになっております。
従来の認可保育園とは行政の流れが異なるために、全く同
じように物事を進められるわけではありませんが、学校110番
委員会では、こうした変化に対応するために新しい情報を
取り入れ、設置・運用を進めてまいりたいと考えております。

　また最近の動向といたしまして、小規模保育園にも非常
通報装置の設置が進められております。緊急事態が発生
したとき、まずは子供の命を守ることが優先されます。そし
て直ちに110番通報を行わなければなりません。
小規模保育園では、その両方を同時に行うことが、とても
大変であるといわなければなりません。その多くが名前の通
り小規模、数人から十数人という小さな規模で運営されて
いるからです。
　こうした小規模保育園に対しても設置費用が助成され
るようにより、設置が進められているようです。もちろん運用
にあたっては保守費用などのランニングコストもかかってま
いります。負担が大きくなることもあり、設置に躊躇されてい
る施設もあるようです。
なくてはならない設備として、すべての保育施設に非常通
報装置が設置されるように努力していきたいと思います。
　これからも子供たちの安全安心を守るための活動を
行ってまいります。

学校110番委員会　委員長     青木　一

すべての保育園に非常通報装置を
設置しよう！！
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サクラ満開の3月29日（木）正午、東セ協事務所前に到
着した中型バスに18名が乗り込み、いざ出発と相成りま
した。首都高を抜け京葉道へ、小学生も含む一行が向
かった先は千葉港にある巨大施設ＪＦＥスチール千葉
製鉄所であった。	 	 	 	 	
見学の受け入れで概要を聞いたのち、ヘルメット、軍手、
トランシーバーを装着し再びバスへ。兎にも角にも広大な
敷地は東京ディズニーランドが10個入るとか。車中から
高炉をながめつつ見学メインの圧延工場へ、早速中へ入
るとすでに熱気が伝わってきます。スラブと言われる鉄
の塊を巨大なローラーで伸ばして行く工程です。パスタ
の生地を伸ばす機械の様だが…スケールが、熱さが、轟
音が、匂いが、凄い迫力、この臨場感は映画やＶＲでは
経験できないもの。伸びに伸びた鉄の塊は何時しか薄く

長ーい板となり、最後はクルクルまかれてコイル状の製品
となった。やがて自動車やドア、製缶など、多くのメーカー
工場に納入されるのであろう。私事ですが製鉄所見学は
5回目です。何度見ても飽きない光景です。皆様も一度行
かれては如何でしょうか。（無料ですし）	 	 	
さてその後は千葉港を横目に一路、華の街銀座に向か
います。時刻は18時、あたりはすっかり夜の気配。司会よ
り予算の関係で豚しゃぶ鍋に成りましたと豚さんに大変
失礼なことを申しつつ懇親会は照井副理事長の乾杯発
声でスタート、お肉とネギが食べ放題だけにたらふく食
べて、飲んだ一行の珍道中、いつもの様に多いに盛り上
がったところで、五感に響いた半日も鳥井総務委員長の
中締めで終了、無事の散会となりました。

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29年度	東セ協の活動内容①（平成29年4月1日～平成30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29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（22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（15物件）
4月20日	 世田谷警察署「住宅の防犯対策について」防犯講話　於：東京育成園
4月25日	 警視庁生活安全総務課「駐輪場の防犯対策」　於：葛飾区亀有駐輪場
4月25日	 石神井警察署「支部長会議」防犯講話　於：署講堂
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
5月16日	 個人宅へ防犯アドバイザー派遣・防犯診断　於：小金井市
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13日	 町田警察署「侵入盗対策」防犯講話　於：町田市役所
6月19日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：町田警察署
6月20日	 荻窪警察署「防犯パトロール隊」防犯講話　於：勤労福祉会館
7月3日～7日	 警視庁「第17期防犯実務研修」講師派遣　於：目黒合同庁舎
7月7日	 東京都農住都市支援センター「通常総会」防犯講話　於：中野サンプラザ
7月10日	 築地警察署「ビル防犯協力会」防犯講話　於：銀座東急ホテル
7月12日	 池上警察署「大田区防犯のつどい」防犯講話　於：池上会館
7月20日	 久松警察署「宅建防犯協力会」防犯講話　於：署講堂
7月26日	 亀有警察署「強盗対策等防犯診断」　於：東部地域病院
8月29日	 府中警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：府中グリーンプラザ
9月1日	 福生警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：羽村コミュニティセンター
9月14日	 滝野川防犯協会「滝野川防犯協会創立70周年記念式典」記念講演　於：北とぴあ
9月19日	 東京むさし農業協同組合「共同住宅における防犯対策について」　於：JA東京むさし本店
9月22日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：上野警察署
9月26日	 大森警察署「支部長会議」防犯講話　於：署講堂
9月28日	 世田谷警察署「防犯協会役員会議」防犯講話　於：署講堂
10月3日	 目白警察署「住まいのフェアー」カギの展示・防犯相談　於：豊島区役所
10月4日	 池上警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：池上会館
10月5日	 原宿警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：署講堂
10月7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10日	 蒲田警察署「古物商会議」防犯講話　於：大田区産業プラザPiO
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	 高尾警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：署講堂
10月12日・13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13日	 野方警察署「地域安全のつどい」防犯講話　於：野方区民ホール
10月14日	 南大沢警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：署講堂
10月16日	 富坂警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：文京区民センター
10月18日	 葛西警察署「防犯活動推進員・防犯パトロール隊等」防犯講話　於：葛西区民館ホール
10月19日	 町田警察署「侵入盗対策防犯講話・防犯診断」　於：中町中央町内会館
10月20日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：赤羽警察署
10月21日	 多摩中央警察署「カギの展示・防犯診断」　於：稲城市総合体育館
10月27日	 麹町警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：千代田区麹町出張所
10月27日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：世田谷警察署
10月28日・29日	 多摩中央警察署「カギの展示・防犯診断」　於：パルテノン大通り
11月10日	 石神井警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：勤労福祉会館
11月14日	 石神井警察署「古物商会議」防犯講話　於：大泉学園ゆめりあホール
11月15日	 南千住警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：サンパール荒川
11月17日	 ㈱日本防犯システム「防犯カンファレンス2017」講師派遣　於：世界貿易センタービル
11月21日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：城東警察署
11月29日	 世田谷警察署「アパートの防犯診断」　於：世田谷区太子堂共同住宅
12月4日	 駒込警察署「防犯診断」　於：文京区千駄木住宅
12月13日	 向島警察署「金融機関会議」防犯講話　於：署道場
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平成29年度	東セ協の活動内容②（平成29年4月1日～平成30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30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（4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）
2月28日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：町田警察署
3月6日～9日	 ＳＥＣＵＲＩＴＹ	ＳＨＯＷ	2018	防犯相談員派遣　於：東京ビッグサイト

◆東セ協の行事、関係団体の行事への出席など
[平成29年]
5月25日	 日本ロック工業会	定時総会	懇親会　於：法曹会館
5月30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
6月8日	 日本万引防止システム協会	通常総会・意見交換会　於：主婦会館
6月13日	 （公社）日本防犯設備協会	総会・懇親会　於：ホテルアジュール竹芝
6月15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21日	 第15回「東京都安全・安心まちづくり協議会」総会　於：都庁
6月28日	 東セ協	平成29年度第一回通常総会・懇親会　於：グランドヒル市ヶ谷
7月21日	 日本映像ソフト制作・販売倫理機構	第12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24日	 （公社）日本防犯設備協会	第1回「地域協会連絡会」　於：赤坂区民センター
8月2日	 警視庁	第8回「万引き追放　SUMMERキャンペーン」　於：文京シビックホール
8月20日	 としま国際アート・カルチャーフォーラム　於：自由学園明日館
9月8日	 「ふくろ祭り50周年記念式典」　於：ホテルメトロポリタン
9月9日	 東セ協	第七回「登録会員スキルアップセミナー」　於：東セ協
9月19日	 警視庁	第4回「万引き防止シンポジウム」　於：グランドアーク半蔵門
10月6日	 「子供・女性の安全対策に関するシンポジウム」　於：都庁
11月2日	 豊島区国際アート・カルチャー都市懇話会　於：豊島区役所
11月11日	 東セ協	平成29年度「防犯アドバイザースキルアップ研修会」　於：としま産業振興プラザ
11月11日	 東セ協	第八回「登録会員スキルアップセミナー」　於：東セ協
11月17日	 （公社）日本防犯設備協会	第12回「都道府県防犯設備士（業）協会	全国大会」　於：ホテルセンチュリー21広島
11月29日	 警視庁第13回「東京万引き防止官民合同会議」　於：グランドアーク半蔵
[平成30年]
1月5日	 豊島区新年名刺交換会　於：ホテルメトロポリタン
1月9日	 東セ協	新年祈祷参拝　於：池袋氷川神社
1月19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22日	 警視庁	生活安全部武道始式　於：警視庁本部
1月23日	 （公財）東京防犯協会連合会　新年懇親会　於：グランドアーク半蔵門
2月2日	 東セ協	平成29年度第二回通常総会・新年交歓会　於：グランドヒル市ヶ谷
3月5日	 豊島区国際アート・カルチャー特命大使総会　於：帝京平成大学　沖永記念ホール
3月6日	 （公社）日本防犯設備協会	記念式典・祝賀会　於：ホテルサンルート有明
3月27日	 （公社）日本防犯設備協会	第二回「地域協会連絡会」　於：港区立神明いきいきプラザ
3月29日	 東セ協	会員研修・交流イベント　於：JFE千葉工場

◆平成29年度　東セ協理事会
[平成29年]
第57回：平成29年6月14日
第58回：平成29年6月28日
第59回：平成29年12月4日
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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、また理事会、総会等の資料の準備等があります。
月一回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。
先の通常総会でご承認頂きました事務局の移転は昨年

１１月無事完了しました。引越しの条件としての①電話番号
は変更しない、②広さ７５㎡位、③駅から徒歩１０分以内、
④新耐震建物、⑥坪単価１１千円位で探し、ほぼ希望通り
のオフィスビルに引っ越すことができました。こぢんまりとした

事務室で会議室も明るく、委員会の会議などには最適と思
います。		 	 	 	 	 	
東セ協ホームページから会議室を予約し、奮ってのご利用
をお待ちしております。
事務局員の体制も今年１月から女性１名、３月からは男性

１名（研修中）増員し、激しく変化するセキュリティ業界に
対応するため事務局をより強化しました。
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Vol.14作成に当たり、杉並区の田中
区長はじめ杉並区役所の皆様、照井・櫻井

両副理事長並びに広報渉外委員会関係各位に多大なご協
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。
「次世代に継承するまちづくりその責任を果たす行政を目
指す杉並区」のこれからの取組について、とても有意義な
お話を頂きました。	 	 	 	

「安全・安心」の取組は、少子高齢化という問題に取り組
む行政だけではなく、我々東セ協会員や主管である警視庁
様と連携し、進めるべきとても重要な活動であることを改め
て認識致しました。
結びに、各種取材や原稿の提出に当たってご協力いた

だいた皆様に改めて感謝すると共に、今後もご協力の程お
願い申し上げます。

本年度、防犯設備士委員会は例年通り防
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4回実施予定しております。
スキルアップセミナーの内容は防犯カメラに関する講座、
カギに関する講座を考えており、また、本年度は会員、賛

助会員の皆様にご協力をいただき展示会も実施したいと考
えておりますので皆様のご参加をお待ちしております。
また、日頃より防犯アドバイザーの皆様には中央区、港区
の防犯診断にご協力いただきありがとうございます。本年度
も引き続きご協力の程よろしくお願い申し上げます。

昨年度は新築、更新の審査が共になく、委
員会活動開始から初めて審査会開催が無

かった年度となりました。
しかしながら平成３０年度は大東建託様より葛西駅前
の新築マンションでの審査申請が既にあり、安藤ハザマ様
からは更新審査の連絡を頂いておりますことから、本年度
はまずますの立ち上がりが予測されます。	 	 	
大変うれしく感じましたのは、上述の大東建託様の申請
は、既に東京防犯優良マンションの認定を受けております

同じ葛西の物件を施主様が確認し、認定を受けたいとの
強い要望を大東建託様に伝えたことが発端と聞き及んだ
からです。	 	 	 	 	 	
過去に認定した建物が、地域で安心のランドマークとして
根ざしている現状を知りますとやっていて良かったとの思
いがこみ上げてまいります。	 	 	 	
調査員、審査員の皆様、ならびに会員の皆様におかれまし
ては当委員会の活動へのご支援、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　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２９日（木）に
会員研修交流イベント「東セ協2018’鉄は国家

なり、製鉄所見学＆豚しゃぶ懇親会」を開催いたしました。
詳細を本誌面にて掲載しております。

当委員会では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。今後ともどうか
ご協力を宜しくお願い申し上げます。

当委員会は新しい事業を構築すべく、情報
を収集をする為業界及び異業種に出ています。	

今回、東京防犯優良賃貸住宅認定制度（防優賃）を事業
開始するべく準備をしています。	 	 	 	
この制度も、学校110番に匹敵するような事業に発展する
要素を持っており、慎重かつ大胆に進めています。ご期
待下さい。	 	 	 	 	 	

そして、次にくる新規事業はどのようなものになるのか、
引き続き情報収集を続けて行きたいと思っています。皆さ
ん、いい情報がありましたら、ご提供お願いいたします。

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、東京都では都内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。
その後さらに学童クラブ、小規模保育園など、子どもたちの安全を守る重要なシステムとして多くの施設に導入されてお
ります。
当初より、東京都セキュリティ促進協力会
として、この事業に参画し、機器の設置・
保守に携わらせていただき、現在では2400
を超える東京都内の施設を保守管理してお
ります。
学校110番委員会は年に6回の委員会を開
催し、学校110番中央監視センターでの24時
間365日の監視、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。
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２９年４月１日～平成３０年５月３１日）

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

（入　会）
正会員
有限会社東京防犯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成３０年１月１６日付

（退　会）
正会員
一般財団法人　新日本検定協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成２９年９月１２日付
埼京防犯センター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成３０年２月１日付
株式会社イーガルド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成３０年３月３１日付
岩崎通信機株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成３０年３月３１日付

以上の結果､ 平成30年5月31日現在の会員数は下記になります｡
正会員・ ・・・・・・・・・・・77会員
賛助会員・・・・・・・・・・・ 2会員
特別会員・・・・・・・・・・・ 8会員
登録会員・・・・・・・・・ １92会員
　　　計・・・・・・・・・ 279会員

　昨年2月より、本格的に東セ協事務所の移転先を探すために、広さ、賃料、交通の便などを考慮して、
3社の不動産業者に委託してきましたが、遅くなりましたがやっと昨年の11月に、引越しに至りました。
　前事務所のマンションの一室から今回は、テナントビルの一室、79.76㎡（24.12坪）となりました。前事
務所から直線距離で100ｍ程のところで、電話、FAX、郵便番号は同じです。築30年と少々古いですが、
共用部の手入れがきちんとされていて、部屋は原状復帰されていますので、きれいに仕上がっています。
少々賃料は目標より高額になりましたが、会議もゆとりのある状態でスムーズに行えています。
近くに来られた際はぜひ立ち寄ってください。
　今年は事務所が新しくなると同時に、人事の面でも、1月から1人と3月末から1人の2名が新しく事務
局のメンバーとなりました。
フレッシュなメンバーで、東セ協の会務が内外ともに円滑に回るよう、頑張っていきます。
平成30年度もよろしくお願いします。

事務局員 佐藤 事務局員 吉田

事務局長 河尻 事務局員 高野

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.14			平成 30 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丁目32番6号	河合ビル3階　TEL.03-3985-8676　FAX.03-3985-8678
	 http://www.tosekyo.org
印 刷	 SPデザイン株式会社　〒101-0042	東京都千代田区神田東松下町28	エクセル神田4C　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

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 〒170-0013 豊島区東池袋3-23-14 TEL 03-5952-3090

（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 03-6452-8819

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）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

（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 03-6218-1423

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

（有）東京防犯 〒164-0001 中野区中野5-2-10 TEL 03-6908-8905

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

（株）ジャパン・イーグルス 〒170-0005 豊島区南大塚3-34-6 TEL 03-3971-5661

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

ＮＳＫ（株） 東京支店 〒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1-32-6 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）


