


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：https://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（https://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16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
がら都民は「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1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
宅認定制度も昨年8月スタートしました。
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、また昨年８月
から「東京防犯優良賃貸住宅認定制度」の事業を開
始するなど、多大な御尽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、平成３０
年の都内の刑法犯認知件数は約１１万４，０００件と１６
年連続で減少し、前年比で約１万１，０００件減少する
成果をあげることができました。
このような成果は、警察の力によるものだけではなく、
都内の各地域における皆様方の自主・積極的な防犯
活動の高まりの証であり、心から感謝申し上げる次第
であります。
官民連携による取組の成果が着実に現れている一
方で、高齢者を標的とした振り込め詐欺をはじめとする
特殊詐欺は大幅に増加し、多くの方が被害に遭われま
した。また、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しております。

こうした現状を踏まえ、警視庁では、検挙・防犯対
策にしっかりと取り組むとともに、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、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、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。
本年は、天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位
に伴う皇室関連行事が行われる予定です。さらには、
９月に開催するラグビーワールドカップや、いよいよ来年
に迫った東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大
会に向けて、警視庁では、従前にも増して「世界一安
全な都市東京」の実現に向けた諸対策を推進して参り
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30年6月28日（木）、東京千代田区のKKRホテル東京にて、平成30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ました。

また当日は、通常総会に引き続き18時より11階「孔雀の間」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	市村	諭様、東京都	青少年・治安対策本部（当時）	治安対策担当部長	高野	豪様、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30年度　第1回通常総会 開催

政本理事長

東京都 青少年・治安対策本部（当時）
治安対策担当部長 高野 豪様

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 市村 諭様
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平成31年2月4日（月）、16時30分より東京新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷にて、平成30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31年度事業計画

（案）と平成31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2階「芙蓉」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	生活

安全総務課長	髙井	良浩様、東京都	青少年・治安対策本部（当時）	治安対策担当部長	高野	豪様、	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30年度 第2回通常総会および平成31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 生活安全総務課長 髙井 良浩様（当時）

通常総会

新年交歓会

東京都 青少年・治安対策本部（当時） 治安対策担当部長 高野 豪様
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さゆぽんの防犯対策インタビュー。６回目の今回は荒川区長・西川太一郎氏を訪ね
「安全安心都市あらかわ」の取り組みについて伺いました。

さゆぽん　荒川区は、平成16年3月に「防犯都市」を宣
言されました。宣誓文では、「犯罪のない、安全で安心して

暮らせる地域社会の実現は、荒川区民すべての願いであ

る。私たちは、温かい人情にあふれたこのまちを守るため、

区民一人ひとりが防犯意識を持ち、地域が一丸となって、

安心して暮らせるまちづくりを進めることを決意し、ここに

荒川区を「防犯都市」と宣言する」とあります。現在の治

安状況についてお聞かせいただけますか。

西川区長　治安状況は抜群に良いです。荒川区は、治
安ナンバーワンの「安全安心都市あらかわ」を目指し、荒

川・南千住・尾久の三つの警察署と覚書を交わし、緊密

な連携を図っています。三署長には、よくこの区庁舎にお

越しいただいて、警察事象の発生具合や区への要望など

を私どもにきめ細かくお話しいただいています。就任や離

任、異動の際にも必ず来庁してくださるなど警察署との良

好な関係が、防犯都市・荒川区を支えると大きな柱になっ

ていると思います。

さゆぽん　平成16年に3593件あった刑法犯認知件数
が、平成30年に半減し1517件になっているんですね。「特

殊詐欺」も23区で最少とのこと、素晴らしいですね。

西川区長　そうですね、区内の刑法犯認知件数は大幅
に減少し、強盗、侵入窃盗、ひったくり、女性や子どもへの

犯罪といった警視庁が「指定重点犯罪」と呼んでいるもの

も、123件と23区で最少となりました。このことを記載した名

刺サイズのカードを作りました。町会長の皆さんやオピニオ

ンリーダーの方 に々差し上げて、会合の時などにその場に

いる皆さんに伝えていただけたらとの思いからです。

指定重点犯罪
最少カード

インタビュアー：古屋　早百合（東セ協）

さゆぽんの
防犯対策

インタビュー

第6回

ゲスト：西川 太一郎
（荒川区長）

知恵を絞り工夫を凝らした
先進施策の実行で
刑法犯認知件数の大幅減
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さゆぽん　平成28年には、「街頭防犯カメラ設置方針」も
策定されました。町会や商店会などの地域団体との協働

で、必要な場所にバランス良く配置され、効率的な運用が

図られて、区民が安心して暮らすことが出来る街づくりを

推進されていらっしゃいます。

西川区長　街頭防犯カメラは積極的に推進しています。
現在区内に約900台設置されており、400台が町会や商

店街など地域団体に設置していただいたもの、500台が

通学路や公園などに区が設置したものです。

さゆぽん　防犯カメラの設置目的として、犯罪抑止はもち
ろん、犯罪に対する不安の軽減、捜査への活用、地域防犯

力の向上を挙げておられます。防犯機器の設置費や維持費

の補助制度もあるなど、非常に手厚い内容になっています。	

区内に4箇所あるという「安全安心ステーション」について

も、お聞かせいただけますか。

西川区長　「安全安心ステーション」は、地域防犯の拠点
のことで、廃止交番などを活用し、警察官OBの方 に々詰め

ていただいて、子どもたちの登下校やお年寄りの見守りを

お願いしています。何かの時には、そこに設置してあるテレ

ビ通話で荒川警察署などに繋がるようになっています。

さゆぽん　下校時から夜間に青色灯をつけた「安全安
心パトロールカー」を走らせてもいらっしゃるそうですね。

西川区長　「青パト」という愛称の区内専用のパトロール
カーです。基本的に午後1時から朝5時まで、365日5台体

制で巡回しています。軽自動車なので、狭い路地裏にも

入っていって細かく見ています。一見パトカーに似ていま

すが、赤色灯ではなく青色灯。サイレンは鳴りません。マイ

クで警備員が随時声を掛けたりしています。警視総監の

許可も得て運用しているんですよ。

さゆぽん　荒川区において、治安の向上、犯罪の減少に
は、具体的にどの対策が功を奏しているとお考えでしょう。

西川区長　防犯にはあらゆる手を打っています。それが
トータルで効いていると思います。お話しした以外にも、荒

川区では、民間事業者とも見守りに関する「協定」を締結し

ています。「ながら見守り協定」というもので、例えば、商品を

配送しながら小学生やお年寄りが困った目に遭ってないか

にも気を配ってもらい、何かあればすぐ最寄りの警察署に通

報したり、安全確保にご協力いただくというものです。

さゆぽん　そうした見守りや声掛けを通して、地域の人々
の間に安心感が生まれたら、事件や事故だけでなく、ひい

ては、今問題になっている高齢者の孤独死や子どもへの

虐待なども減少するように思います。とてもいい取り組みだ

と思います。

昭和17年　荒川区に生まれる
早稲田大学商学部卒業
昭和52年7月〜平成5年7月　東京都議会議員
平成5年7月〜平成15年10月　衆議院議員	
この間、防衛政務次官、教育改革国民会議国会議員代表、
経済産業大臣政務官、経済産業副大臣を歴任

平成16年11月14日　荒川区長に就任（現在4期目）
平成23年　特別区長会会長に就任（現在4期目）
平成25年　住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合	
	 （通称：幸せリーグ）会長に就任

※荒川区HPより参照

西川 太一郎
にしかわ たいいちろう

荒川区長プロフィール



8

防災行政無線を活用した
独自の「注意喚起」で
防犯への区民の意識が高まる

さゆぽん　特殊詐欺対策についても伺いたいのですが、
振り込め詐欺、オレオレ詐欺については、未だに連日のよう

に報道されています。荒川区では、その撲滅に向けて、ラッ

ピングバスを走らせ注意を喚起したり、だまし電話の話術

例やその対応対策を周知させたり、「電話自動通話録音

装置」の無料提供もされているんですよね。

西川区長　装置の無料提供は4000台を越えました。おそ
らく23区で今一番の設置率だと思います。今年に入って、

江東区で「アポ電」からの強盗殺人事件がありましたね。

それを契機に区民の方から、この装置への問い合わせや

申し込みが多数ありました。	 	 	 	

事件や事故、防犯や防災を考える時に、私は日頃のご近

所さんとのお付き合いがとても大切だということを思うんで

す。些細なことなので、今時はそうしたお付き合いをしない

人も多いですが、所轄の署長さんをはじめ警察の皆さん

は、地域、もっと小さく「ご近所」のコミュニケーションが、暮

らしにとって、特に防犯・防災という点においてとても大事

だということを、数々の現場での経験から、身を持って感じ

ていらっしゃいます。その実体験を話してくれる機会があっ

たら、ぜひ行って聞かれるといいと思います。非常に役に

立ちますから。

さゆぽん　先ほどの見守り協定もそうですが、ご近所さん
の大切さも同感です。特殊詐欺についても荒川区では減

少傾向とのことですが具体的にお聞かせください。

西川区長　昨年１年間で東京都全体では約84憶円、国
全体では約360憶円、つまり「１日１億円」の資金が、不正

な団体に流れました。荒川区では38件で前年比マイナス

17件、被害額は5800万円で前年比マイナス1億円と、格段

に減少しました。		 	 	 	 	

さまざまな対策を講じた結果ではありますが、中でも独自

の対策として、防災行政無線を活用した「受け子撃退作

戦」があります。区民から詐欺の電話がかかってきたと通

報があると、屋外スピーカーで「今この地域に詐欺の電

話が入っています」と、詐欺の電話が入った地域に限定し

て屋外スピーカーを使い、住民に注意喚起をします。放送

にはもう一つ、大切な目的があります。「受け子」という現

金を取りに来る役（少年少女が多い）が、付近に潜伏しな

がら待ってる状態なので、受け子役の少年少女に放送を

聞かせて犯行を躊躇させ、断念させるという効果も狙って

います。これは警察の皆さんからも「効いている」と、高い

評価をいただいています。	 	 	 	

こういった放送をほぼ毎日しています。昨年２月に開始した

当初は「うるさい」というお叱りも多かったのですが、今は

ほとんど無くなり、「放送があったお陰で助かりました」と感

謝の言葉をいただくようになりました。頻繁に放送されること

で、区民の特殊詐欺への意識が高まり、詐欺の電話があっ

た、ハガキが来たなど通報してくださるようになって、手口が

いろいろわかるようになってきたことは、とても有り難いです。

荒川区が発行する情報紙
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未来へ
「安全安心都市あらかわ」を支える
子どもたちの育成

さゆぽん　荒川区は、安全で安心出来る学校を目指して
チャレンジされています。まず「学校110番」について、区

内の小中学校における導入状況などを伺えますか。

西川区長　小・中学校、幼稚園に、平成13年度から導入
をしています。大阪・池田小学校での事件がきっかけにな

りました。現在までこのシステムの発動はしていません。理

由としては、「学校110番」と併せて平成20年度から、各小

学校の正門に「スクール安全ステーション」が設置され、正

門での安全確認が強化されたこと。これは他区には見ら

れないシステムで、子どもたちの安全の確保ということで大

きな効果を発揮しています。	 	 	 	

ステーションには、児童安全推進員、安全パトロール員、学

校安全ボランティアの方 に々詰めていただいています。ま

た、学校安全パトロール員としてシルバー人材センターの

会員の方 に々子どもたちの登下校時、低学年を中心に一

緒に歩いて安全なところまで送ってもらっていて、保護者

の方 に々大変喜ばれています。	 	 	 	

今はご高齢者と言われても大変お元気ですし、子どもたち

とも信頼関係が出来て登下校が楽しくなり、皆さん生き甲

斐を感じてやってくださっています。

さゆぽん　お話を伺っていると、区民の皆さん全員が荒
川区の「力」になっているように感じます。そこにつながる

かもしれませんが、区立の全中学校に「防災部」を創設さ

れたそうですね。

西川区長　これは私が、自分たちの街は自分たちで守る
「防災ジュニアリーダーの育成」の重要性を強く訴えて、

将来の地域の防災活動の中核となるリーダーを育成して

いくことを目的に警察消防のご理解ご指導もいただいて、

平成27年度から区内全中学校10校に「防災部」の創設

をしました。

▼ラッピングバスやイベントの開催等、区全体で
特殊詐欺対策や啓蒙に力を入れている。
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さゆぽん　「防災部」なので部活動なのですか？
西川区長　そうです。他の部活動と一緒に入っても構わな
いということで、平成29年度は区内全中学校で444名が防

災部に所属しています。

さゆぽん　活動内容にとても興味があるのですが、どのよ
うなことをしていらっしゃるのですか？

西川区長　防災部の活動は大きく3つあります。一つは、
D級ポンプの操作訓練と地域の防災訓練への参加。こ

れは学校ごとに特色があり、リヤカーに貸器材を載せ、

町を駆け回る突撃リヤカー訓練隊とか保育園の児童さ

んと一緒に避難訓練をするなどさまざまです。	 	

二つ目は、「ジュニア防災検定」を中学2〜 3年生の間に必

ず受験する。昨年度は152名が合格しました。	 	

三つ目は、友好交流都市・釜石市での交流行事に参加

することです。防災部は釜石市と4年間交流を続けていま

す。防災ジュニアリーダーのロゴが入ったヘルメットやベスト

も生徒に人気で、着て自覚をもって活動できるというものに

なっています。

さゆぽん　中学生の頃から活動していたら自覚が芽生え
ますね。消防団など地域の方との繋がりもこうした活動を

通して育まれますね。中には親子で参加という家族もいらっ

しゃるのでしょうね。

西川区長　そうですね。地域の方のことも知って自分のこ
とも知ってもらって。荒川区は地域との繋がりは強い方で

すが、防災部に入ると、一層地域の皆さんとの繋がりが強

くなっています。

さゆぽん　素晴らしい取り組みの数 を々聞かせいただい

たのですが、最後に、東京都セキュリティ促進協力会に期

待されることを聞かせていただきたいのですが、いかがで

しょう。

西川区長　区では、戸建て住宅向けに「住まいの防犯対
策補助金」という、防犯カメラの設置や防犯性の高い錠の

取り付けなどの補助をさせていただいております。区内の

業者さんと連携して行なっているので、協会の開発した新

商品などはどんどんご紹介いただきたいですね。区民の

方のお宅に広く浸透していけばいいなと思います。

さゆぽん　鋭意努力したいと思います。本日は大変お忙
しいところを有り難うございました。

前列 左から、

西川　太一郎様 
（荒川区長）

政本　猛 
（NPO法人 
東京都セキュリティ促進協力会 理事長）

後列 左から、

三宅　勇雄 
（NPO法人 
東京都セキュリティ促進協力会 理事）

木原　進一 
（NPO法人 
東京都セキュリティ促進協力会 
広報・渉外委員 副委員長）

矢代　由起子様 
（荒川区 区政広報部 広報課長（当時））

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）

高尾　祐之 
（NPO法人 
東京都セキュリティ促進協力会 
広報・渉外委員長）

櫻井　兼二 
（NPO法人 
東京都セキュリティ促進協力会 
副理事長）
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東京都セキュリティ促進協力会（以下「東セ協」）が平

成30年8月1日より開始した『東京防犯優良賃貸住宅認定

制度』（以下「制度」）について、制度立ち上げに関し、同

制度の要点について本稿を寄稿する次第です。

平成29年9月「警視庁子ども・女性の安全対策に関す

る有識者研究会」（座長：科学警察研究所犯罪行動科

学部犯罪予防研究室長　島田貴仁）において、賃貸集

合住宅の防犯性能を高めるための新たな取り組みが期待

されるとの提言が示されたことが制度誕生の大きな契機と

なりました。	 	 	 	 	 	

防犯設備の専門家集団である東セ協（理事長：政本	猛）

は、この提言の具現化のため、低層（概ね3階建て以下）

の賃貸住宅の防犯性能の基準を定め、これに基づき一定

の防犯性能を有すると認められる賃貸集合住宅を東京

防犯優良賃貸住宅として認定・登録する制度を立ち上

げることとしました。	 	 	 	 	

対象となる建物は「概ね３階建て以下の低中層賃貸住

宅」であり、中心的なモデルを２階建てのアパートを想定

し、既存物件（ストック）を中心に据えることといたしました。	

認定棟数を増やすためには新築はもとより、市場の大きな部

分を占める既存物件を取り込むことが重要課題となります。	

概ね３階建てとしましたのは、中高層（概ね4階建て以上）

のマンションを主な対象とした東京防犯優良マンション登

録制度との区分を考慮したものです。	 	 	

また東京防犯優良マンション登録制度の基準においては、

オートロックが必須であるため、同設備が無いマンションは

エントリーできませんでしたが、オートロックの無いマンション

防犯優良マンション等特別委員会　委員長　瀬澤　外茂幸

東京防犯優良賃貸住宅認定制度
TOPICS

東京防犯優良賃貸住宅認定制度ロゴマーク

東京防犯優良賃貸住宅認定制度案内パンフレット
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であっても中低層であれば東京防犯優良賃貸住宅認定

制度で救うことができるのではないかと思案した結果でもあ

ります。		 	 	 	 	 	

既存アパートを主要対象とした場合、認定基準は、廉価で

比較的容易に『防犯リフォーム』できる手法等を考慮し、こ

れらを許容する内容でなければなりません。		 	

幸い東セ協には錠前や施工の専門知識を持ったメンバー

も多く、基準作成において活発なご意見を頂き、特に東

セ協防犯設備士委員会（小高浩委員長）の委員各位に

は多大な貢献をしていただきました。	 	 	

具体的には侵入警報装置は電池式、窓に関しては後付

けの締り金物や内窓、ＳＤカードを記録媒体としたスタンドア

ローンカメラ、ワイヤレスインターホンを許容するなど、基準

に関しては防犯性能向上に有効でありながら施工や価格

面でハードルが高くなり過ぎないように配慮しました。	 	

防犯性能が非常に高い建物を数棟認定するよりも、現状の

水準の底上げを目指し認定物件を数百棟、数千棟誕生さ

せることが東京の安全に資すると考えたためであります。

予ねてより東セ協は低層共同住宅の防犯手法を研究す

るため平成２５年に建築研究開発コンソーシアム内の「防

犯性能の高い低層賃貸住宅研究会」に参加し、複数の大

手ハウスメーカーと共に研究を行っておりました。	 	

その成果の１つとして「賃貸集合住宅の防犯に対する女

性の意識調査報告書」がありますが、これは以下のURL

で現在も確認する事ができます。	 	 	 	

https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/

publications/data/156/all.pdf	 	 	 	

その報告書の中に［5-4住まいの防犯に対する支払意志

額］の結果があり、アンケート回答者の70%以上が専用部

分で3,250円、共用部分で2,388円、合計すると約5,600円

の家賃追加負担額（月額）を許容できるとの平均値が示さ

れました。	 	 	 	 	 	

「水と安全はタダではない」と言われて久しいのですが、こ

のアンケートを見る限り、安全のためには相応の対価を払

う意識が確実に醸成されていることを窺うことができます。	

認定プレート

防犯カメラ設置ステッカー

認定ステッカー

制度申請から認定までの流れ

交付されるプレート等



13

これは『防犯リフォーム』を実施する所有者（オーナー）に

とっても家賃収入の増加、投資の回収が見込め、また安全

面で近隣の同業者との競争にも優位に働くことが容易に

察せられます。	 	 	 	 	 	

防犯設備業界においては『防犯リフォーム』という潜在的

に大きな市場が胎動し始め、錠前業者ならびに防犯設備

業者にはビジネスチャンスになるとも考えております。

来年に迎えるオリンピック・パラリンピック東京大会に向

け、東京都も警視庁も『世界一安全なまち　東京』に注力

されておられることもあり、本制度は東京都	都民安全推進

本部ならびに警視庁生活安全部の推奨を頂くことができま

した。	 	 	 	 	 	 	

東セ協は東京防犯優良賃貸住宅認定制度の普及をとお

して『世界一安全なまち　東京』実現のため邁進してまい

ります。		 	 	 	 	 	

会員各位におかれましては本制度の普及促進が東京の

安全の更なる推進の原動力となり、各社ビジネス拡大の機

会ともなりますので、本制度の普及に格段のご協力を賜りた

くお願い申し上げます。

日頃より協会運営に多大なるご理解ご協力を頂き誠に有難うござい

ます。

総合防犯設備士資格認定事業は、全国での取得者は３８３名に上

り、この２年は二桁の合格者が誕生しております。協会では、総合防犯

設備士を増やすために、過去問５年分のホームページでの公開、受験

セミナーの充実、試験問題の設問の工夫など環境整備に取り組んで、

今年も大勢の受験受け入れを準備しております。

つきましては改めて、皆様のまわりにいらっしゃる防犯設備士資格取

得後３年以上経過された方、また、過去にチャレンジされ現在は見合わ

せておられる方などにお声掛けいただき、上記の諸施策により取得の

環境が整備され、今がチャンスであることをお知らせし、受験をお薦め

いただきたいと思います。防犯設備士の受験促進についても引き続きの

ご支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

2019年 5月 吉日
公益社団法人　日本防犯設備協会

総合防犯設備士委員会　委員長　永井　健三

2019年度受験日程 
【募集期間：7月1日（月）～9月20日（金）】

〈一次試験〉 
10月12日（土）：東京・大阪 

〈二次試験〉 
12月 7日（土）：大阪 
12月14日（土）：東京

受験セミナー 
【全4回、すべて土曜開催】

7月20日、8月24日：東京 
7月27日、9月14日：大阪

受験案内の詳細及び過去問は、日防設HPの『総合防
犯設備士＞試験のご案内』にございます。

総合防犯設備士 受験促進についてのお願い
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防犯設備士委員会　委員長     小高　浩

「東京防犯優良賃貸住宅認定制度」の
メリット

平成30年度、防犯設備士委員会活動の要点の1つで
あります「東京防犯優良賃貸住宅認定制度」（https://
bouhanyc.tosekyo.org/）についてご説明申し上げます。
本制度は東京都セキュリティ促進協力会が防犯に関する
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・登録する事業で平成30年8月1日より制度をスタートし
防犯設備士委員会が従事させていただくこととなりました。
平成30年度の認定・登録件数はまだ数件と少ないで

すが、不動産関連会社様からの引き合いや問い合わせも
徐 に々多くなり、今後期待できると感じています。
さて、この制度で認定されるメリットについてですが4つ
挙げさせていただきます。
1つ目は建物に防犯優良賃貸住宅のロゴマークのプレー

ト・ステッカーを表示でき、防犯優良賃貸住宅であること及
び防犯性の高い住宅だとPRできます。
2つ目は女性のニーズに応えた防犯性能と高いコストバ

ランスで特に女性の防犯意識が高まっていることから、女
性の借主とオーナー様の双方にメリットがある制度です。

3つ目ですが入居者様は防犯ホットライン（相談窓口）が
24時間利用できます。認定制度有効期間中のご利用に限
りますが入居者様が不安を感じられた時などに「防犯ホッ
トライン」にお電話いただくことで、お話を聞くこともできます
し、入居者様が希望されれば警備会社の警備員が出動し
て入居者様宅にお伺いすることもできます。
4つ目は認定・登録された物件は本制度のホームペー

ジに無料で公開され、認定された物件をお探しの方やオー
ナー様の双方にメリットがあります。
また、認定1号物件の西新井の民間賃貸住宅に対し9月
12日に交付式を行いましたが、推奨機関である東京都青少
年・治安対策本部（当時）	様、警視庁生活安全部	様、協
力機関である公益財団法人	東京防犯協会連合会	様、公
益財団法人	日本賃貸住宅管理協会	東京都支部	様にも
ご臨席賜り誠に有難うございました。本制度の認知度もま
だまだ低いことから、より一層周知し、数多くの防犯優良賃
貸住宅を認定・登録できるよう活動を行ってまいりますので、
活動へのご支援、ご協力をお願い申し上げます。

認定プレート

認定された物件が掲載されます。

防犯カメラ
設置ステッカー

認定ステッカー

東京防犯優良賃貸住宅認定制度
ホームページ

交付されるプレート等 防犯ホットライン（相談窓口）
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先日、お茶の水女子大学附属中学校で、秋篠宮家の長
男、悠仁さまの机の上に刃物が置かれるという事件が起き
ました。何者かが、工事業者を装い侵入し、教室まで入り
込み、刃物を置く、信じがたい出来事でした。	 	
当然ながら、中学校には防犯カメラが設置されていました。
校門には守衛がいて、来訪者をチェックする体制がとら
れていたはずです。しかし実際には学校の内部、教室
にまで侵入を許してしまったのです。	 	 	
子供たちに被害が出なかったということは不幸中の幸いで
したが、いつ、こうした事態に発展してもおかしくなかったと
いうことです。

学校110番非常通報装置の導入も、学校での悲惨な
事件をきっかけに整備されることになりました。	 	
2001年（平成13年）6月、大阪府池田市の大阪教育大学
附属池田小学校で生じた小学生無差別殺傷事件がその
事件でした。	 	 	 	 	 	
この事件以後、学校・幼稚園・保育園など子供の集まると
ころへの防犯対策が行われるようになりました。防犯カメラ・
電気錠による門扉の施錠、学校110番非常番通報装置、
さすまたなどの防護用品が配備されることになりました。

では今後どのような防犯への対策が求められているの
でしょうか。	 	 	 	 	 	
一つには定期的な訓練が必要ではないでしょうか。「これ
までに侵入されたことはないし、ましてや危害が加えられた
ことはない」という過信ではなく、そうした事態がいつ生じ
るかわからない、訓練を通していつもその備えをしておくべ
きだと考えるべきではないでしょうか。

学校110番非常通報装置も防犯訓練の際に活用するこ
とができます。またそうしている学校もあります。それは防犯
に対する意識が高いことを示すものです。学校110番非常
通報装置の操作方法を再度確認することによって、万が
一の際に使えない、通報が遅れるといった事態を避けるこ
とができます。	 	 	 	 	 	

様 な々状況設定のもとに防犯訓練を実施することができる
でしょう。

二つめに防犯体制の定期的な見直しが必要ではない
でしょうか。	 	 	 	 	 	
写っていない防犯カメラがあるとか、人の動線が変わった
ため、必要のないところにカメラがあり、一方で重要な場所
にカメラがない、など時間の経過とともに見直しが求められ
る場合もあります。	 	 	 	 	
また今回の事例からわかるように、ソフト面からの見直しも
求められるでしょう。来訪者の身元の確認方法の見直しな
どが必要です。

学校110番非常通報装置の設置施設様でも時折この
ような言葉を聞くことがあります、「使ったことはないから、
必要ないのではないか」こうした言葉は防犯体制に対
する意識が低くなっている施設でよく聞かれるようです。	
本当に侵入者が入った時、どのように通報しますか、確実
な通報ができると言えますか、などを考慮しているでしょう
か。危機管理に対する意識を高めることによって、何が必
要で何が必要でないのか、適切な防犯対策は何か、見直
すことができるでしょう。

東京都セキュリティ促進協力会は、学校110番非常通報
装置が防犯対策の重要な要であると考えております。これ
からも学校110番非常通報装置の点検を通して、防犯に
対する意識を高めるために努力してまいります。

学校110番委員会　委員長     青木　一

防犯対策は、訓練と見直しが大切！！
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１０月２８日の朝８時３０分に会員２０名が京王高尾山口
駅に集結し『いざ！高尾山山頂へ！』の合言葉をもとに	
軽い⾜取りで出発しました。
今回の研修は【美と健康をスローガン】に登山＆温泉

と今までとは少し異なったイベントを企画しました。
大自然の中、少し色づいた紅葉と澄んだ空気をと楽しい
登山のつもりでしたが登山初心者の方々や私を含めた数
名は運動不⾜もたたって少々苦しい歩みとなりました。
もちろん若い精鋭たちや日頃鍛錬を怠ってない方々は
スキップをする様に軽い⾜取りで短時間で登って行き、
山頂では東京とは思えない大パノラマを堪能し記念写真
を撮影後にケーブルカーで下山。身体のケアを兼ねて温泉
『極楽の湯』へ向かいました。

マッサージをしたり露天⾵呂を楽しんだりと各自自由な
時間を過ごし、午後２時より所用で遅れた数名も参加し
お待ちかねの宴会が始まりました。
美味しい料理とお酒で短い時間でしたが親睦を深め
和気藹 と々楽しいひと時を過ごすことが出来ました。

今期も会員の皆様が気軽に参加出来る様に新しい
企画を考え努力致しますので御協力の程、宜しくお願い致
します。

会員研修・交流委員会　委員長     谷口　喜一

会員研修・交流委員会 活動報告
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平成30年度 東セ協の活動内容①（平成30年4月1日～平成31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］
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（10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（12物件）
4月13日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：世田谷警察署
4月18日	 池上警察署「侵入盗対策」防犯講話　於：署講堂
5月3日～5日	 多摩中央警察署「防犯キャンペーン」　於：パルテノン大通り
5月24日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：志村警察署
6月5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15日	 杉並警察署「防犯自主団体研修会」防犯講話　於：セシオン杉並
7月2日～6日	 警視庁「防犯実務研修」講師派遣　於：目黒合同庁舎
7月18日	 マンション管理組合へ防犯アドバイザー派遣・防犯診断　於：渋谷区
9月14日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：四谷警察署
10月3日	 世田谷区四警察署主催「防犯講話」・「ガラス破壊実験」　於：世田谷区民会館
10月5日	 大森警察署「支部長会議」防犯講話　於：署講堂
10月6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「防犯のつどい」防犯講話　於：消費者センター
10月11日	 丸の内警察署「地域安全のつどい」防犯講話　於：共立女学院講堂
10月11日	 巣鴨警察署「錠前の展示」・防犯相談　於：JR大塚駅前広場
10月12日	 渋谷警察署「防犯診断」　於：東急百貨店	東横店
10月12日	 大井警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：品川区役所
10月12日	 大森警察署「地域安全のつどい」防犯講話　於：大森文化の森ホール
10月13日	 府中警察署「錠前の展示」・防犯相談　於：アルトホール
10月15日	 王子警察署「シニア連合」防犯講話　於：署講堂
10月17日～19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	 愛宕警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：神明いきいきプラザ
10月17日	 千住警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：生涯学習センター
10月17日	 町田警察署「地域住民のつどい」防犯講話　於：成瀬コミュニティセンター
10月18日	 目白警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：地区文化創造館
10月19日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：町田警察署
10月19日	 渋谷警察署「防犯診断」　於：東急百貨店	東急本店
10月20日	 多摩中央警察署「稲城Ｉまつり」「錠前の展示」・防犯相談　於：稲城市まつり会場
10月26日	 久松警察署「宅建防犯協力会」防犯講話　於：署講堂
10月27・28日	 多摩中央警察署「多摩センターハロウィン」「錠前の展示」・防犯相談　於：多摩センター
11月2日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：王子警察署
11月3日	 多摩中央警察署「稲城くらしフェスタ」・防犯相談　於：稲城市
11月10日	 武蔵野警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：武蔵野スイングホール
11月10日	 南大沢警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：八王子東急スクエア
11月16日	 四谷警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：四谷区民ホール
11月16日	 志村警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：志村コミュニティホール
11月28日	 世田谷警察署「防犯診断」　於：下馬二丁目・戸建て住宅
11月29日	 代々木警察署「防犯活動推進員等研修会」防犯講話　於：総合ケアコミュニティせせらぎ
12月10日	 警視庁生活安全総務課「駐輪場の防犯対策」　於：アリオ西新井

［平成31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（5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（1物件）
1月20日	 多摩中央警察署「防犯講話」　於：聖ヶ丘一丁目自治会
2月21日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：四谷警察署
3月5日～8日	 ＳＥＣＵＲＩＴＹ	ＳＨＯＷ	2019	防犯相談員派遣　於：東京ビッグサイト
3月8日	 王子警察署「侵入盗対策」防犯講話　於：町内会館
3月9日	 玉川警察署「侵入盗対策」防犯講話　於：中町ふれあいの家
3月14日	 石神井警察署「侵入盗対策」防犯講話　於：署講堂
3月15日	 万引き防止対策「モデル店舗」審査会　於：南大沢警察署
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平成30年度 東セ協の活動内容②（平成30年4月1日～平成31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30年］
5月30日	 「東京都安全・安心まちづくり協議会」幹事会　於：都庁
6月7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12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28日	 東セ協	平成30年度	第一回	通常総会・懇親会　於：KKRホテル東京
7月3日	 第16回「東京都安全・安心まちづくり協議会」総会　於：都庁
7月6日	 日本映像ソフト制作・販売倫理機構	第13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27日	 東セ協「登録会員スキルアップセミナー」　於：東セ協
7月30日	 「東京防犯優良賃貸住宅認定制度」説明会・記者会見　於：東セ協
7月31日	 （公社）日本防犯設備協会	第三回「地域協会連絡会」　於：みなと貸会議室
8月1日	 警視庁	第9回「万引き追放	SUMMERキャンペーン」　於：文京シビックホール
9月12日	 「東京防犯優良賃貸住宅認定制度」第一号認定証授与式　於：クレアーレ西新井
10月6日	 「地域安全都民大会」　於：帝京平成大学	沖永ホール
10月27日	 東セ協「登録会員スキルアップセミナー」　於：東セ協
10月28日	 東セ協「美と健康の高尾山ツアー」
11月9日	 （公社）日本防犯設備協会	第13回「都道府県防犯設備士（業）協会	全国大会」　於：ロイヤルホールヨコハマ
11月17日	 東セ協「登録会員スキルアップセミナー」・「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21日	 警視庁	第14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31年］
1月7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16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
1月18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25日	 警視庁	生活安全部	武道始式　於：警視庁本部道場
2月4日	 東セ協	平成30年度	第二回	通常総会・新年交歓会　於：グランドヒル市ヶ谷
2月14日	 東セ協「登録会員スキルアップセミナー」　於：東セ協
3月11日	 （一社）情報通信ネットワーク産業協会セミナー　於：JEI浜松ビル
3月13日	 「さゆぽんの防犯対策インタビュー」　於：荒川区役所
3月28日	 （公社）日本防犯設備協会	第4回「地域協会連絡会」　於：三田いきいきプラザ
◆平成30年度　東セ協理事会

［平成30年］
第60回：平成30年6月5日
第61回：平成30年12月11日

◆東京防犯優良マンション等審査員会他
［平成30年］
6月19日	 SUNGIOIA	NORTH	防犯優良マンション竣工審査委員会
8月7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
10月10日	 ベルフォート西新井	防犯優良マンション更新審査委員会
10月10日	 グレースフォート西新井	防犯優良マンション更新審査委員会

［平成31年］
2月25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25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

◆東京防犯優良賃貸住宅認定制度
［平成30年］
8月31日	 クレアーレ西新井	東京防犯優良賃貸審査委員会
8月31日	 ドームHA	東京防犯優良賃貸審査委員会

◆報道への協力、インタビュー対応
［平成30年］
7月6日	 旭化成アミダス社内報FRESA（7月発行）「住まいの防犯」取材対応
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委員会だより　①

総務委員会の活動は主に諸規定の立案に
関すること、効率的な事務局運営、会員の動

静、会員名簿の整備、入会希望者予備審査、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、各委員会の
活動についての情報交換をしております。
事務局が移転して早や２年目を迎え、こぢんまりとした
事務局ではありますが会議室も明るく、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。
会員皆様に対しては公平に、社会に貢献できる組織作り
そして活発な会活動ができるような環境作りを目指して、
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.15作成にあたり、荒川区の西川
区長はじめ荒川区役所の皆様、東セ協政本

理事長並びに広報・渉外委員会関係各位に多大なるご協
力をいただき、厚く御礼申し上げます。「区内の治安状況は
抜群に良いです」とお応えいただいた西川区長。いくつもの
知恵を出し合い、柔軟に実践し、「治安ナンバーワン」へ取り
組んでおられる姿勢は、東京都民のみならず広く日本国民へ
防犯、防災のヒントを与えていただけるものと思います。

広報・渉外委員会では、メールマガジン（年３回程度）も
発行しています。皆様のお役に立てるよう、内外の情報を
発信していきたいと思っています。新製品情報や新しい取り
組み等ございましたら一声かけていただければと思います。
結びに、各種取材や原稿の提出にあたりご協力いただき

ました皆様に心より感謝申し上げます。引き続きご協力、ご指
導、ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

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

のスキルアップセミナーを実施する予定です。
又、防犯アドバイザーの育成も予定し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致します。

平成30年度は東京防犯優良マンション登
録制度において新規竣工審査１棟が合格とな

り、これに加えグランハイツ白金、グランハイツ高田馬場、ベル
フォート西新井、グレースフォート西新井、グリーンホームズス
テーシアの計5棟が更新審査合格となりました。
また昨年8月1日より東京防犯優良賃貸住宅認定制度が

新たに立ち上がり、クレアーレ西新井、ドームHAの2棟が
めでたく1号、2号物件として登録され記念式典も恙無く催
されました。

ふり返りますと平成最後の年度は大変多忙で意義深い年
度であったと思われ感慨深く思われます。
迎えた令和の時代においても２つの制度を推進し更なる
認定棟数拡大に努めたいと存じます。皆様におかれましては
引き続き格段のご指導ご鞭撻、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　高尾　祐之

　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、美と健康をスローガンに掲げ高尾
山登山＆温泉ツアーを企画致しました。明細

は本誌面にて御報告させて頂いております。
本年度も皆様のご希望に添えるよう当委員会で色々な

企画をしていきたいとお思います。横のつながり縦のつな
がりを大切にし仲良く楽しく一年が過ごせたらと思っており
ます。今後とも、御協力の程宜しくお願い申し上げます。

「東京防犯優良賃貸住宅認定制度」を興す
ことができました。この制度の詳細は省きます

が、２０２０オリパラに向け「世界一安全な都市東京」構築の
ため、模索した新規事業です。
現在、東京都内の防犯的手付かずの低層賃貸ストック住
宅。そのカテゴリーをオーナー様がエントリーし易くそして防犯
意識の高揚を通じ、地域密着型絆創りを構築できると考えて

おります。全国的な低層住宅防犯認定制度の中でも「東京
型」として情報発信していきたいと思います。
ラグビーワールドカップ・オリパラ等を控え又少子高齢化
のスパイラル、ますます外国人が入国移住してきます。文化・
行動原理、物の見方考え方の違う人たちが共存していく
世の中になっていきます。その中、防犯見地において東京都
の安全の為何かできないか考えていきたいと考えています。

学校110番委員会は2か月に一度、年に6回の委員会を開催しております。
東京都セキュリティ促進協力会では、東京都内2400を超える施設のすべての学校110番非常通報装置の

点検業務、および監視センターにおける24時間365日の機器監視を行なっております。適切な維持管理を行なえるように
熱い議論を交わしております。
この1年間は特に当初より設置・運用し
ていただいている小学校・中学校・幼稚園・
保育園・学童クラブの端末機器のリニュー
アルを進めさせていただきました。設置か
ら10年以上を経過しましたので、機器の
故障の際の部品供給の問題や、停電用
のバッテリーが製造できないという状況か
ら、更新をお願いすることとなりました。
学校110番非常通報装置の重要性を認
識しておられる多くの施設様が、リニュー
アルに応じてくださいました。引き続き子供
たちの安心安全を第一にしてまいります。

　会員研修・交流委員会　委員長　谷口　喜一

　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30年４月１日～令和元年５月３１日）

事務局だより

（入　会）
正会員
株式会社イーアールディー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成３０年１2月11日付
横山　龍雄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成３1年4月１日付
株式会社アイキー２４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成３1年4月１日付

（退　会）
正会員
ＮＳＫ株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成30年8月31日付・
パナソニック㈱エコソリューションズ社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成３1年3月31日付

特別会員
板倉　昭雄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成３1年3月31日付・
㈱アイディ建築事務所・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成３1年3月31日付

以上の結果､令和元年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・・・・・・・・・・・ 6会員
登録会員・・・・・・・・・202会員
　　　計・・・・・・・・・287会員

河尻前事務局長が退局され、昨年8月より局員3名体制で事務局
運営をしております。
移転して約1年半を経た事務所では、各委員会、理事会、審査会
等々の打合せ、また登録会員スキルアップセミナーや東京防犯優良
賃貸住宅認定制度のプレス発表の会場としても利用されました。最
大収容人数は20〜 25名位でありますが、今後も各種会合に活用で
きそうです。
そうしたなかで嬉しい出来事がありました。それは、移転した事務
所を見学したいと大阪府よりお客様が遥々来局されたことです。防
犯業界に多大な貢献をされている大先輩の突然の訪問は、大変喜
ばしい反面、只々恐縮するばかりでもありました。

事務局近隣である旧豊島区役所本庁舎や旧豊島公会堂の跡地
を使った再開発エリアには、新しい劇場や複合施設ビルが徐々に姿
を現し、時代の変化を実感しております。
東セ協設立20周年に向けて、会務が内外ともに円滑に回るよう、

頑張っていきます。
令和元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

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.15 		令和元年 6月21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
	 https://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

事務局員	高野
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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）アイキー２４ 〒183-0035 府中市四谷5-23-64 TEL 03-6427-0869

（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5-30-16-101 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

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

（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

高千穂交易（株） 〒160-0004 新宿区四谷1-2-8 TEL 03-3355-1160

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

ホーチキ（株） 〒141-0021 品川区上大崎2-10-43 TEL 03-6853-8441

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

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

（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）イーアールディー 〒175-0092 板橋区赤塚5-20-23 TEL 050-3558-0550

（株）みうら 〒177-0035 練馬区南田中3-7-6-102 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

【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

【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

（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

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）


