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ごあいさつ
―創立２０周年を迎えて―

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。
顧みますと、昭和43年10月に東京防犯協会連合会（当時）より、防犯機器の推薦を受けた業者が、警視庁 防犯部 

防犯総務課（当時）のご指導を頂き、「防犯警報工業会」を発足、昭和52年10月に設立された「近畿防犯設備業協
会」と全国組織の立ち上げに合意し、昭和61年4月に「日本防犯設備協会」（6月に社団法人の認可がおりる）を設立
し、と同時に「防犯警報工業会」は解散いたしました。
そして、平成12年3月に警視庁 生活安全部 生活安全総務課のご要請とご指導を頂き、「東京都セキュリティ促進協力会」

を設立し、平成14年3月に東京都より特定非営利活動法人（NPO法人）の認可がおりました。
お陰様で、ここに創立20周年を迎えることが出来ました。これも偏に警視庁、㈶東京防犯協会連合会をはじめ

関係各機関のご協力と会員の皆さんの努力の賜物と改めまして深く感謝申し上げます。
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㈶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」の調査及び審査を厳正且つ公正に実施しております。又「東京防犯優良賃貸住宅認定制度」も
引き続き実施して参ります。
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

各種防犯活動に、防犯機器の展示・防犯相談・防犯診断・防犯講話の講師派遣等を行っております。「非常110番」
事業も引き続き実施して参ります。
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。
「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、私共「東セ協」を、ご支援・ご指導・ご鞭撻を賜わりますよう

お願い申し上げます。
最後になりましたが、皆様方のますますのご隆盛とご健勝、ご多幸をご祈念申し上げまして、私の創立20周年記念

に当たり、御礼のご挨拶とさせていただきます。

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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設立20周年記念のお祝い

このたび、東京都セキュリティ促進協力会が設立20周年の節目を迎えられたこと、誠におめでとう

ございます。

貴会はこれまで、会員団体の皆様で力を合わせ、都内各所において地域の安全活動にご協力

をいただくとともに、防犯に関する情報の収集・調査・研究や、防犯知識の普及啓発活動等、

都内の防犯対策に日々取り組んでこられました。なかでも、子供たちの安全確保に向けた学校と

連携した非常通報システムの運営、住宅や公園等の防犯診断など、警察署や自治体と連携した

防犯活動を通じて、都民が安心して暮らせる安全なまちづくりに多大なるご貢献をされています。

長年にわたる貴会のご尽力に対し、改めて心より御礼申し上げます。

こうしたご協力もいただき、都内における刑法犯の認知件数は、平成14年をピークに減少を

続けているところです。一方で、特殊詐欺やＤＶ、ストーカー事案の増加など、犯罪の多様化

が進んでおり、また新型コロナウィルス禍がこの先、治安に与える影響についても注視していく

必要があります。

都では今後も、皆様からいただく防犯に関する豊富な専門知識を活用しながら、区市町村、

都民、事業者、地域団体等と協働して、犯罪や事故の起きにくい都内の環境整備を進め、

東京を安全・安心・元気な「セーフ シティ」としてまいります。引き続きご理解、ご協力のほど、

よろしくお願い申し上げます。

結びに、貴会の益々のご発展、会員とそのご家族の皆様のご健勝とご多幸を心より祈念申し

上げ、私からのお祝いとさせていただきます。

東京都知事
小池　百合子
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東京都セキュリティ促進協力会創立２０周年祝辞

ＮＰＯ法人東京都セキュリティ促進協力会におかれましては、このたび創立２０周年を迎えられました
こと心からお慶び申し上げます。
また、私どもの事業運営に温かいご支援ご協力をいただいておりますことに対しまして、心から御礼
を申し上げます。
貴協力会は、平成１２年３月に、「セキュリティ産業の特性を活かした地域安全活動などを展開する
ことによって、優良な防犯機器・防犯設備の普及促進を図り、都民が安心して暮らせる安全な街づくり
に貢献する」ことを目的に創設され、爾来２０年という長きにわたり、多大な貢献をされてこられました。
この間、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などに参加し、東京
都万引き防止官民合同会議では、万引き防止対策としての「モデル店舗」の調査並びに審査に参画さ
れているほか、子供達の安全確保のため、保育園、幼稚園、小中学校等におけるスクールセキュリティ
活動など、犯罪防止活動や子供達の見守り活動にもご尽力をされております。
また、平成１６年からは、私どもの業務委託として、「東京防犯優良マンション・駐車場登録制度」
における「マンション・駐車場の調査及び審査」を積極的に実施され、防犯に配慮した一定の防犯性
能を有するマンション・駐車場を明示し、付加価値の向上と入居者の安心感と満足感を提供されてい
るほか、平成３０年からは、概ね３階建て以下の賃貸集合住宅に対する東京防犯優良賃貸住宅認定
制度を新規事業として展開し、防犯性の高い建物の審査・登録にも精力的に推進されていると伺って
おります。
改めて、そのご尽力とご活躍に敬意と謝意を表する次第であります。
東京都内の刑法犯認知件数も平成１５年から１７年連続して減少しておりますが、特殊詐欺の発生
や子供や女性の被害が未だ後を絶たず、まだまだ防犯対策については多くの課題を抱えております。
私ども東京防犯協会連合会と致しましては、「犯罪のない明るい社会を理想として、都民の防犯意識
を高揚する」という理念の基、「安全で安心な都市　東京」の実現を目指し、民間防犯団体の中核と
して、「自分たちの街は自分たちで守る」という自主防犯意識の高揚を図り、警視庁をはじめ、民間防
犯団体や防犯ボランティア団体等と連携しながら様 な々防犯活動を推進しているところであります。
東京都セキュリティ促進協力会の皆様方におかれましては、「創立２０周年記念」を一つの契機としまし
て、今後とも「錠前と防犯設備のプロ集団」としての豊富なノウハウを活かしていただき、「安全安心まち
づくり」のためなお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに「東京都セキュリティ促進協力会」の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝ご多幸をお祈り申
し上げ、お祝いの言葉と致します。

公益財団法人 東京防犯協会 連合会会長
太田　美明
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東京都セキュリティ促進協力会創立２０周年祝辞

東京都セキュリティ促進協力会の創立２０周年を記念して一言ご祝辞を申し上げます。
貴協力会は、平成１２年の創立以来、２０年間の長きにわたり、「東セ協」の愛称で、他の団体等
から親しまれ、この間、会員の皆様方には、各警察署と連携した各種イベント等における防犯講話、
共同住宅などの防犯診断や防犯機器の展示・相談等を通じた防犯設備の普及促進、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のほか、平成３０年からは「東京防犯優良賃貸住宅
認定制度」の事業を開始するなど、安全・安心まちづくりに多大なご尽力をいただいております。
特に、平成１５年の「東京都安全・安心まちづくり協議会」発足と同時に、その活動に積極的に
参画され、犯罪に強い住まいづくりに有効な情報の提供等、良質な防犯アドバイス制度を確立された
ほか、平成１９年から警視庁生活安全部で取り組み始めた「建物防犯協力員制度」においては、貴協
力会から多くの方を推薦していただくなど、全面的なご支援をいただいておりますことに敬意と謝意を
表する次第であります。
さて、都内の刑法犯認知件数は、平成１５年以降１８年連続で減少し、昨年は戦後最少となりました。
警視庁では、組織の総力を挙げて各種犯罪抑止対策に取り組んできたところでありますが、警察活
動だけでなし得たものではなく、関係機関・団体や住民の皆様が一体となって積極的な防犯活動に
取り組んでいただいた賜物です。
貴協力会におかれましても警察と連携の上、地域住民に対し、侵入犯罪の防止対策にお力添えをい
ただいているところであり、警察といたしましても大変心強く感じております。
昨年より続く新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「新しい生活様式」が定着しつつあり、これまで
の日常が急激に変化する中で、警視庁では、今後も、首都東京の安全・安心を守るため、新たな時代
の変化に適応しつつ、人身の安全確保や犯罪の起きにくい社会づくりを始め、都民の期待と信頼に
応える警察活動を展開してまいります。
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、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。
結びに、貴協力会のますますご繁栄、ご発展と会員の皆様方のご健勝、ご多幸を祈念いたしまして、
お祝いの言葉といたします。

警視庁 生活安全部長
小林　義明
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特定非営利活動法人東京都セキュリティ促進協力会
創立２０周年祝辞

ＮＰＯ法人東京都セキュリティ促進協力会創立２０周年、誠におめでとうございます。平成１２年３月
の設立以来その歩まれてきた歴史には、幾多の困難があったことと思いますが、政本理事長を始め役
員の方々、会員の方々の御苦労やご尽力によって、この度このような素晴らしい日を迎えられましたこと
を心からお慶び申し上げます。
貴協会は、錠前と防犯設備のプロ集団として、豊富なノウハウを活かし、東京の安全安心なまちづ
くりに貢献されておられます。特に、「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、
「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、「建物防犯協力員」による防犯講話・
防犯相談・防犯診断、万引き防止対策「モデル店舗」の審査、また一昨年の８月からは「東京防犯優
良賃貸住宅認定制度」事業を開始するなど、都や警察と協働し、安全で信頼できる防犯設備等の
普及促進、各種の地域安全活動を通じての市民の防犯意識の高揚を図り、地域の安全安心の確保に
多大のご尽力をされていることに対し、心から敬意を表します。
さて刑法犯の認知件数は平成１４年をピークに一貫して減少しており、犯罪情勢には一定の改善が
見られます。これは官民が一体となり、社会全体で様 な々犯罪対策を推進してきたことなどによるもの
です。しかし一方で、高齢者を中心とした特殊詐欺が依然として高い水準にあり、ストーカーやＤＶ、
児童虐待についても増加傾向にあります。また、サイバー空間における脅威は深刻な情勢が続いてお
ります。２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、年明けから急速に拡大した
新型コロナウイルスによる感染症の問題から１年延期となりました。政府は緊急事態宣言を発出して
感染拡大防止に懸命に取り組み、現在は解除されていますがまだまだ油断はできません。国民生活にも
自粛等の様 な々影響が出ているところであり、こうした事態につけ込む犯罪者もおります。こういったと
きこそ犯罪のない、安全安心な社会が求められています。
日本防犯設備協会は、地域に根差した更なる防犯活動を目指し、貴協会をはじめとする地域協会の
皆様と今後とも情報の共有を図り、一層の連携を強化してまいりたいと考えておりますので、よろしくご
理解、ご協力をお願い申し上げます。
最後に、貴協会がこの度創立２０周年を迎えられたのを機に、今後とも地域協会の中でのリーディン
グ協会として、先進的、モデル的な活動を続けられ、更に一層高く飛躍、発展されること、並びに
会員の皆様の益々のご活躍、ご健勝を祈念し、祝辞といたします。

公益社団法人 日本防犯設備協会 代表理事
片岡　義篤
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公益社団法人 日本防犯設備協会 特別講師
NPO法人 東京都セキュリティ促進協力会 特別会員

富田　俊彦

1.東セ協設立当時の犯罪情勢

東セ協が設立された平成１２年当時は、犯罪の発生
が急増し治安は最悪で、中でも、来日外国人の窃盗グ
ループによる侵入盗事件の急激な増加は治安悪化の
大きな要因であった。
当時の主な侵入盗事件は
○爆窃団による貴金属店対象の出店荒し事件
○衣料品店のドア錠を破って侵入し、ブランド品を
多量に窃取する出店荒し事件
○雑居ビル内の会社事務所にピッキングで侵入する
事務所荒し・金庫破り事件
○マンションの玄関錠をピッキング解錠して侵入する
連続の空き巣・強盗事件
○スーパーマーケットの売上金を狙った金庫破り事件
などが発生しており、特に、ピッキング事件の急増
が都民に不安を与え社会問題になっていた。東京都内
におけるピッキングによる侵入盗事件は、平成７年～８
年は１００件程度の発生であったが、平成９年には

４５６件に増え、平成１０年が１，１０６件に、平成１１
年は６，１１１件と年々増加し、発生のピークは平成１２
年で、１万１，０８９件にのぼり、６年前の約１００倍に
まで激増して、世間を騒がせた。来日外国人の窃盗グ
ループは、マンションやアパートを対象に、下見、見張
り、鍵開け、盗み、現金引き出し、送金などの役割分
担をしており、道案内の運転手や換金役に日本人を雇
うなどして犯行を続けた。更に、物色中に家人が帰宅
すると刃物で脅し、ガムテープで緊縛して居直り強盗
に発展しており、都内での発生は平成１１年が２６件で
あったが、平成１２年は４９件に増加するなど、凶悪化
していった。ピッキングによる被害は首都圏を中心に
次第に全国各地へエスカレートしたが検挙率は下がる
ばかりで手の付けられない状態であった。

2.官民合同で推進した防犯対策とその成果

我が国では、「水と安全はただ」と長い間言われ続
け、建物の防犯対策は必ずしも万全では無かったこと

から、来日外国人の窃盗グループは
建物の脆弱な箇所を狙って、次 と々新
たな侵入用具を使って犯行をエスカ
レートさせた。ピッキングに強い錠前
の普及にともない、ピッキング事件は
減少傾向にあったが、平成１４年８月
頃から、玄関ドアにドリルで穴を開け
用具を差し込み、または、針金を使
用してサムターンを回す、新たな手口

時代とともに
変化する犯罪

特別寄稿
1

平成12年はピッキングによる侵入盗事件発生のピークにあった。
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の事件が発生した。都内の、平成１５年のサムターン
回しの事件は１，５０１件まで急増した。更に、窓ガラ
スを携帯用バーナーで焼き切って侵入する事件が
１，０５２件に増加した。
空き巣犯人が対象建物に侵入する箇所は、窓からが
６０．５％、ドアからが３３％であり、建物の開口部の
窓とドアの防犯性能を高める必要があった。平成１４
年１１月、警察庁が中心となり関係官庁と建物部品生
産５団体等が「官民合同会議」を立ち上げて、侵入犯
罪の防止を図るために、官民が協働して「防犯性能の
高い建物部品の開発」に取り組んだ。
平成１５年８月から、国を挙げて治安再生に向けて、
各種の防犯対策を推進してきたが、東セ協では警視
庁・東京都・関係機関団体と連携し、その先頭に立っ
て、地域安全活動に協力し、防犯知識の啓発、都民
の防犯意識を高める活動など各種施策を積極的に取り
組み推進した結果、治安悪化の要因であった都内の
侵入盗認知件数を、平成１５年の３万１，４２６件から、
令和元年の４，５５０件まで、１７年連続して大幅に

減少させることができた。
侵入盗の認知件数を減少させた主な理由として
○官民合同会議における防犯性能の高い「CP建物部
品」の開発と普及促進を図り、建物開口部の防犯
性能の強化を図ったこと
○侵入犯罪を抑止するために、「特殊解錠用具の所持
禁止等に関する法律」（ピッキング防止法）を施行し
て、多くの違反者を検挙して、効果的な運用を図っ
たこと
○防犯カメラの普及促進を図り、都内の広範囲に設置
されたカメラで撮影された映像は「犯罪捜査の武器」
と言われ、犯人の割り出し、特定、起訴資料、証拠
等に活用されたこと
○防犯ボランティア団体の結成と防犯パトロール等の
積極的な防犯活動を実施したこと
これらの防犯対策を推進した結果、犯人検挙に結び
付き、犯罪抑止に大きな成果を上げた。

ピッキング防止法の施行により、侵入窃盗の被害は半減した。
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3.最近の犯罪情勢と課題

刑法犯の認知件数は、治安再生を掲げた平成１５年
から、１７年間連続減少した。
数字上では目的を達成したかに思えるが、最近の事
件の特徴や傾向を見ると、犯罪弱者である子ども・
女性・高齢者が被害者になる事件が増加しており、
犯行の動機が分からず、自分勝手で、卑劣な事件が
多く発生している。例えば・京都アニメ33人放火殺人
事件・川崎市の登校途中の児童らの無差別殺傷事件・
家族間の殺人事件の増加・DV、ストーカー被害の増加・
一人住まい女性の殺人事件・子どもの虐待やいじめの
増加・高齢者を狙うカードすり替え詐欺、点検強盗、
アポ電強盗、タンス預金を狙った強盗事件・地震、
台風、洪水等の自然災害で避難中の無人の家を狙っ
た空き巣事件など、最近の世相を反映して、他人への
いたわりや優しさに欠けた許しがたい事件が目立つ。
コロナ禍で行動が制限され、精神的、経済的に不安
の続く中で、時代の変化を読み取り、犯罪の発生傾
向や課題を正しく把握して、防犯対策を推進しなけれ
ばならない。

4.便利さの裏に潜む犯罪

カードやスマートフォンが財布代わりとなり、コロナ
禍のソーシャルディスタンスなどの影響で、急速にキャッ
シュレス化が進み、現金を持たない人が増えたことで、
現金を狙う、ひったくり、すり、路上強盗、空き巣、
出店荒しなどの事件が減少する傾向にある。便利に
なった一方では、パソコンやSNSの位置情報を使って
犯行対象の住宅を検索して下見をした後、空き巣を繰
り返す窃盗グループの犯行。SNSを使って投稿した書
込みや写真から住所を特定して犯行する空き巣事件。
ネットやSNSの呼び掛けに応じて、知らない間に犯罪
に加担し、または、犯罪に巻き込まれる座間市の９人
殺害事件。更に、ＧＰＳの追跡装置を悪用してストー
カー行為をする犯罪。コンピューターネットワークを悪
用したサイバー犯罪が増加している。カメラの遠隔操
作で撮影された鮮明画像が瞬時に何処でも見られてし
まう映りすぎのリスクを抱え、流出した画像で誹謗中傷
されるなどの危険性をはらんでいる。
急激な社会情勢の変化によって防犯環境も大きく変
わり、物がインターネットに繋がり、ビッグデーターとＡI
（人工知能）が連動するなど、進化し続ける技術の恩恵
を受けて、効率化を求め、便利さと格好良さを優先す
るあまり、安全性が疎かになって、その裏に潜む犯罪
の発生が怖い。世代交代が進み防犯環境が大きく転
換期を迎えた今だからこそ、過去のピッキング事件を
教訓として、知らない間に被害が拡大して手が付けら
れず手遅れ状態にならない様にしたい。時代とともに
変化する新たな犯罪の発生状況を迅速、的確に把握し
て、防犯のプロとして専門的な知識と経験に裏付けら
れた技術を駆使し、早期に犯罪を抑止して都民の安全
な生活に寄与しなければならない。
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公益社団法人 日本防犯設備協会 理事
総合防犯設備士委員会 委員長

NPO法人 東京都セキュリティ促進協力会 正会員
総合防犯設備士

永井　健三

NPO法人東京都セキュリティ推進協力会（東セ協）が
創立20周年を迎えられたことをこころからお慶び申し上
げます。
この20年間、防犯・セキュリティ業界に於いて数多
の活動実績、社会貢献実績を積み重ねてこられたこと
は、広く知られた事実であります。このことは、東セ協
会員各位、歴代の役員各位の弛まない献身的なご努
力の賜物と敬服申し上げます。

9年前、2012年3月のセキュリティショー（SS2012）で、
セミナー『防犯・セキュリティ技術がもたらす日本社会の

「安全・安心」』の末席を汚させて頂きました。その中
で、『防犯・セキュリティ技術の進展や防犯設備の拡
充の歩み、回顧と展望』のテーマを担当させて頂きま
した。このテーマは、今思うと、『NHKの「歴史秘話ヒ
ストリア」』で取り上げられる様なタイトルです。その資
料収集に際し、東セ協の政本猛理事長様から「近代
防犯と東セ協の歩み」をご教授いただきました。

令和の今、我々がセキュリティ機器・システムと言っ
ているものが、1958年（昭和33年）頃には、「電化防
犯」・「防犯ベル」と呼ばれ始めました。広く市民から

人を育む特別寄稿
2

1958年の防犯機器「防犯ベル」
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「防犯の申し子」と大きな期待を寄せられていたと聞か
されています。当に近代防犯の黎明期と言える時代で
した。東セ協の誕生は、凡そその半世紀後になります
が、この近代防犯の黎明期を起源として、時代の変遷
に即したより確固たる礎を築かれてきました。このこと
は、「防犯手段の変遷・防犯業界発展の歴史」と共に
歩んでこられた、と言えるでしょう。東セ協様が創立
以来20年間取組まれてこられました「防犯20年の足跡」
は、正に「日本の防犯変遷の20年」と言えるものと
考えます。

「防犯は、犯罪と共に進化変遷する」と言われてい
ます。これからの10年、20年、30年、安全・安心なま
ちづくりの推進を図るため、東セ協様では様 な々活動を
展開されるものと期待しております。先に述べました「い
わゆる近代防犯」に於けるハードウエアは、防犯カメラ
技術、センサー技術や通信技術などの急速な進化に相
まって、留まる事を知らないが如く日進月歩を続けてい

ます。これらを駆使して、様 な々「次世代防犯」が提唱
されています。それらのハードウエアやシステムが主役
の防犯は、見方によっては人（人間）の存在を無用と
するかのような防犯システムと見受けられる一面があり
ます。犯罪を助長するのも、抑止するのも人間です。
日本の「次世代の防犯」を更に一歩前進させ、安定し
たものにするには、犯罪を抑止する人間（人間性）も
進化する必要があると考えます。
『三つ子の魂、百まで』、幼稚園児、小学生、中学生
など幼少年期に「防犯」を考える機会を与え、「防犯」
を会得させる。人や万物の生命を尊び、感謝の念を会
得できるような人間を育む活動機会を創れないものか、
自問を繰り返しております。この類の活動は、地域に
密着し地域と共に実施するのが最良の施策と考えます。
日本防犯設備協会と共に歩む都道府県の協会（地域
協会）が取り組むとより意義深いものになるでしょう。
丁度、ボーイスカウトや国立公園を守る欧米のグリーン
レンジャーの少年少女のように。東セ協様では新しい形
の事業「登録会員制度」などにも積極的に取り組まれ
ておられます。この『三つ子の魂、百まで』プロジェク
トにも『魂』を入れて頂き、人間形成を通じた『防犯
活動』を展開して頂きたいと思います。『防犯』の新た
な局面になるものと考えます。私どものような弱小地域
協会に『範』をお示し頂き、ご教授頂ければ幸甚です。
東セ協様の未来永劫のご活躍とご繁栄を祈念し、
創立20年のお祝いとさせていただきます。
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日本ロックセキュリティ協同組合 理事長
NPO法人 東京都セキュリティ促進協力会 理事

総合防犯設備士

三宅　勇雄

東京都セキュリティ促進協力会創立20周年、誠にお
めでとうございます。記念すべき20周年記念号発刊に
当たり、日本ロックセキュリティ協同組合理事長として
執筆依頼を頂き光栄に存じます。「今日までそして明日
から」というテーマで、考察させて頂きます。最初に
結論を申し上げますと、「新しい時代の防犯に生き残る
組合」とは時代の変化を的確にとらえ、世間から地域
の安全・安心に強く必要とされる「インフラ的存在」と
なるべく進化し続けることであると考えます。

日本ロックセキュリティ協同組合とは定款第一条にあり
ますように、組合員相互扶助の精神に基づき、組合員
の経済的地位向上を図る目的で、1998年12月に内閣
総理大臣認可を受けた日本で唯一の錠取扱業者の為
の全国組織です。皆様のお力添えもあり22年目を迎え
ることができました。
組合員数は2020年10月1日現在723名全国10ブロック
47都道府県支部、北海道は４、東京は10という形で活
動しております。100名の総代・理事・ブロック長・支
部長・青年部会、そしてご支援頂く賛助会員40社のご
協力・ご尽力によって成り立っております。
改めまして組合の活動は、主管庁である警察庁ご指
導の下、３年に１回の倫理講習を受けた意識の高い組
合員が防犯啓発活動を行っており、安心できる鍵屋さ
んは日本ロックセキュリティ協同組合の組合員として、
各地域で高い評価を得ています。平成13年に制定し、
15年に渡り続けてきた「ロックの日」の防犯啓発活動・
秋の全国地域安全運動・厚生労働大臣認定の社内検

定制度は１級・２級・３級を合わせ約700名の錠施工
技師を輩出し、高い技術力で北海道から沖縄まで日
本のあらゆる現場で活躍していることは、組合の誇り
です。
昨年８月に熊本を襲った豪雨災害では70名以上の方
が犠牲になり、1,500人近い方々が避難生活を余儀なく
されました。人吉市にある組合員の店舗が床上浸水し
ました。その際、九州のブロック長・支部長の呼びか
けに応じ九州の組合員が義援金を募り、被災された組
合員にお届けしました。定款にもある相互扶助の精神
に則った活動ができていると改めて認識できました。
日本は災害大国です。今後も同様の活動を組合として
継続していきたいと考えております。

さて本題ですが、今日まで防犯の仮想敵は「泥棒」
でした。これからの仮想敵は「泥棒」に加え「不審者」
と「目に見えないウィルス」が加わると考えます。防犯
の基本である第１から第４警戒線の中、第４警戒線にお
いて守るべきものは「人命と情報」となるのではないで
しょうか？ 一般的な戸建て住宅と社員が100名程いる会
社の自社ビルという二つの建物を例に、考察致します。
まずは戸建て住宅ですが、「スマートホーム」が今後
のトレンドとなります。「スマートホーム」とは、IoTやAI
等の技術を駆使して、住む人にとってより安全・安心で
快適な暮らしを実現する住宅のことです。多様なデバイ
ス(機器)を組み合わせて、家の電化製品の制御など住
む人のニーズに合わせた利便性を提供します。自宅
から数メートル離れると、自宅のすべての錠がロック

個からチームへ特別寄稿
3
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する。高齢化社会を迎え、各地域の医療機関や生活
支援の団体と連携する見守り、省エネ等利便性を実現
するためのシステムやネットワーク化が進むと予想され
ます。
次に社員が100名程いる会社の自社ビルですが、
スマートオフィス化が同様に進むと思われます。特に不
審者に対する第１警戒線から第２警戒線に当たる会社
の受付は、無人化にしコストが削減できますが、イン
ターホンや防犯カメラ等で確認をして初めて人が応対
するという安全策も求められます。ですが警戒線を重
視しすぎると、認証に手間取り社員の通過に要する時
間が無駄に増えてしまう為、生体認証によるスムーズな
出入りを可能とすると同時に、ウィルス対策に向け検温
等も行える機器を導入し利便性を追求することも必要
不可欠だと考えます。
未来に向けた組合のコンセプトを「個からチームへ」
とさせて頂きました。
設立から22年が経過したロック・セキュリティの市場
は大きく変化しております。市場からカギの修理・交
換・取付はもとより、電気錠システム・ネットワークの
設定など高いレベルでの知識や実力が求められます。
それらのニーズに対応できる店に仕事が増々集中する
ことが容易に予想されます。その為にも各地域で個人
ではできないことをチームで行うことが重要です。１種
２種の電気工事士の資格取得・電気通信工事業・電
気工事業・建具工事業・消防施設工事業等の建設業
の資格取得に対する支援を、組合を通じて行っていく
所存です。
組合の理事で構成する共同購買事業委員会、防犯・
広報活動事業委員会、教育情報事業委員会の三委員

会と青年部会の活発な交流と活動により、経済的地位
の向上を実現させたいと思います。
2019年５月24日に東京都港区で行われた組合創立20
周年記念式典の席で当時の官房長官であった菅官房
長官が菅総理大臣になられました。そのご挨拶の中で
「日本は世界で一番安全・安心な治安のいい国、皆さ
んの協力もあり、国全体の治安は良くなっている。(中略)
一致結束し地域の安全、安心の為にご活躍することを
お祈り申し上げる。」とのお言葉を頂戴しました。組合
も様々な課題はありますが、一つ一つ丁寧に解決し、
世の為人の為になり世間から、地域の安全・安心に強
く必要とされる「インフラ的存在」となり、定款にもあ
る組合員の経済的地位の向上が実現される取り組みを
未来へ繋いでいけるよう、これからも努力して参ります。
結びに、東京都セキュリティ促進協力会に所属される
会員並び関係団体各位の社業の発展とご健康を祈念
しまして、理事長としての挨拶に代えさえて頂きます。
ありがとうございました。
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一級建築士／総合防犯設備士
NPO法人 東京都セキュリティ促進協力会 特別会員

青山　功

1.はじめに

マンションの大規模修繕では、修繕を計画的に実施
することで、建築物の寿命を延ばし、資産としての価
値を高め、費用を抑えながらも機能・性能的にも快適
な住環境を継続させることできます。
そして、建築の長寿命化は、建て替えで費やすエネ
ルギーを減らし、地球に優しいサスティナブルな社会形
成に大きく貢献します。
そうした計画修繕を重ねていくもののなかには、古く
なっても資産価値の下がらないマンションが増加してお
り、住まい手参加の、より良いマンションへの努力が
評価されるようになっています。その中でも防犯設備は
生活や資産を守る上で重要な要素となっています。

2.防犯設備改修の進め方

大規模修繕を機会に防犯設備改修を行うことは、改
修周期が他の部位と必ずしも一致しないため改修時期
が問題になりますが、共用部分の改修などで重複する
工事や手間が軽減できるため、コスト的、居住者の負
荷軽減の点でメリットがあります。そのためインターホ
ンや、防犯カメラ等の改修を修繕計画に含めることに
も合理性があります。

防犯設備は、犯罪の発生状況に対応して計画的に
更新することが必要です。これは、マンションでの犯
罪が多様になり、子供へのわいせつ行為や強姦等が

増える等、侵入盗の手口を含めて犯罪状況が変化する
ためです。そのため防犯設備の改修は、単に更新する
だけでは必ずしも十分ではありません。犯罪の地域の
発生状況を考慮に入れ、より高性能なものへ改修する
ことも必要です。

改修計画では、望ましい改修の全てを行うと費用が
増大してしまいますので、防犯性能の弱いところから
優先順位を決め、改修方法を工夫し、費用対効果の
高い計画とするのが良いでしょう。
そのためには、防犯の専門家（※１）による防犯診断を
行い、客観的に脆弱な部位を認識することが必要で
す。その上で、管理体制や地域情報、所有形態に基
づいて、それぞれのマンションにあった防犯環境設計
（※2）をすることが望ましい方法です。
また、防犯診断で緊急性の高い状況が判明した場
合は、大規模修繕を待たずに速やかに改修することも
必要です。

マンションの大規模修繕と
防犯設備改修

特別寄稿
4
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3.防犯の基本的な考え方

マンションの防犯とは、次の４つの基本原則（図1）を
各部において実践することで防犯を行います。

（1）被害対象の強化・回避：犯罪企図者から破壊や
侵入されにくいものとすること

（2）接近の制御：犯罪企図者の動きを限定し、接近を
妨げること

（3）監視性の確保：周囲からの見通しを確保すること
（4）領域性の強化：居住者の帰属意識の向上、コミュニ

ティ形成の促進を図ること
この基本原則は、人が関与することで成立します。
人が不在では犯罪企図者の時間制約がなくなるため、
どんな高性能な防犯設備でもいずれは突破されます。
そして、人の関与が少なくなるほど防犯設備は性能の
高いものが必要になる傾向があります。

4.主な防犯設備改修のチェックポイント

防犯上、主にチェックしておくべき部分を述べます。

1.敷地外周部
 □敷地境界のフェンスは破損していないか

 □フェンスがない部分においては、敷地内であることの明確
な意思表示ができているか

 □外周部の生垣や植え込み等が通りからの視線を遮っ
ていないか

 □破損している部分が放置されていないか。放置されてい
るように見えないか

 □樹木や電柱が侵入の足場になっていないか

建物外周部は、街路の人からバルコニーや庭先、
廊下・階段が見える方が防犯になります。そのため、

外灯の整備や植え込みの手入れが必要です。一方で
侵入防止対策も必要です。

2.共用玄関（オートロックシステム）
 □オートロックのドアには不正開錠防止対策を取られているか

 □適切な照度が確保されているか

 □防犯カメラで人の出入りを適切に撮影されているか

 □引越した住人が再び入れないように認証の対策は取ら
れているか

オートロックがないマンションでは、管理人室と防犯
カメラによる監視性が必要です。オートロックは、共連
れ防止や不正開錠防止対策が必要です。そのために
は外部から入ってくる人を全て撮像するカメラと照明の
設置は重要です。
オートロックの集合玄関機による開錠方法は、暗証
番号、鍵（逆マスターキー）、ICカード、非接触キー等
による方法がありますが、引越した住人が再び入れな
いような対策が必要です。賃貸でも分譲マンションで
も対策が必要です。
暗証番号式は番号漏洩の問題があり、鍵式は退出
住人からの鍵回収や鍵穴の劣化の問題があります。
非接触キー方式は、費用は安くありませんが、住人退
出の都度抹消手続きが制御盤で出来る点が優れていま
す、また他の認証方式からの乗り換えも可能です。
インターホンのリニューアル効果は高く、防犯性能向
上にも寄与しますが、費用が増大するので修繕積立金
を含めて修繕計画を見直しておく必要があります。そ
のためには住人間の合意を得るためのプロセスが重要
になります。
また、大型マンションでは、消防設備の防災機能の
一部を兼ねている場合があるため、互換性を確認して
からメーカー機種の決定するのが良いでしょう。

3.共用出入口
 □全ての共用のドアはきちんと閉まり、自動的に錠がかか
るか（誰でも入れるドアになっていないか）

 □昼夜適切な照度が確保されているか

 □防犯カメラで人の出入りを適切に撮影されているか

共用ドアに物を挟んでドアの施錠をできなくしている

図1
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マンションをよく見かけます。これでは、防犯設備の意
味がありません。ドアチェックや錠が壊れている場合
も同じです。大規模修繕時に共用ドアも点検すべきで
す。特に門扉は要注意です。また、外部から入ってく
る人を撮影するカメラと照明の設置も重要です。

4.防犯カメラ
 □録画装置ハードディスクは定期的に更新されているか

 □各部に設置されたカメラの解像度、画角、撮像のコマ
数は適切か

 □防犯カメラは、共同玄関、共用ドア、エレベーターホール、
エレベーターカゴ内、ゴミ置場出口または入口、自転車
置場に適切に設置されているか

現在はメガピクセルのデジタルカメラでデジタルレ
コーダーは大容量のハードディスクが標準的なものに
なっています。これは、高解像度でクリアな映像を秒
あたりのコマ数を増やしても２週間以上の画像保管を
可能にします。更新する場合はデジタルカメラをお勧め
します。高性能でも録画装置は約3年ごとの保守点検
が必要です。カメラの増設を検討する場合は、ネット
ワークカメラが有利です。LANケーブルでの電源供給
により、コンセントがなくてもカメラの増設が可能です。

5.各住戸の玄関扉
 □玄関ドアはワンドアツーロックになっているか

 □玄関ドアの錠前は、CP錠になっているか。または同等
の防犯性能があるか

 □ドアスコープにはメガネカバーがついているか

防犯性能が最も必要な部位が各住戸の玄関ドアで
す。そのためワンドアツーロックで、その１つは防犯建
物部品（※3）認定錠（以下CP錠）であることをお勧めし
ます。鍵にも防犯性能の高いものから低いものがあり、
CP錠は最も信頼性のある基準をクリアした錠前です。
また、ドアスコープはドア外から内部が見えないよう
メガネカバーが必要です。（これは大規模修繕でなくて
も各戸が設置できます。）

6.各住戸のバルコニーと窓
 □隣の住戸や向かいのビルから侵入される可能性はないか

 □侵入の可能性のあるバルコニー等に面した窓は、防犯
性能を有しているか

外廊下や外階段から侵入される場合や、電柱や樹木
伝いで侵入する可能性もあります。隣のビルから侵入
される可能性もあります。１階、２階以外でも侵入の
可能性があるバルコニー窓には防犯建物部品の防犯
サッシと防犯ガラスの組み合わせが必須です。
以上の防犯チェックポイントを確認することで、必要
な防犯改修の概要がわかると思います。

5.おわりに

これまで共用部の主な防犯設備改修ポイントについ
て述べましたが、大規模修繕工事期間中の防犯も重
要です。大規模修繕では足場に飛散防止ネットが張ら
れ、外部から中が見えない状態になるため、防犯上憂
慮すべき状態になります。
対策としては、全ての足場出入口の錠前管理と防犯
カメラ監視を改修工事の施工者が実施することが必要
となります。さらに、居住者と工事作業者の動線を可能
な限り分離することも必要となります。
大規模修繕工事は、防犯を施工者に任せきりにする
のでなく、施工者とマンション管理者および管理組合間
で定期的な打合せを行い、信頼関係を構築し、柔軟に
危機管理の対応をしていくことで、工事期間中も安全
で安心な住環境を確保することができます。

〈参考資料〉防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針参照

※１ 「防犯の専門家」として、防犯設備士（総合防犯設備士を含む。）や警視庁
防犯協力員、防犯アドバイザーがいます。防犯設備士は、防犯設備に関する
専門的な知識・技能に基づき、防犯設備の設計、施工、維持管理及び防犯
診断などの業務を行います。

※２ 防犯環境設計（CPTED）とは、人的な防犯活動とあわせて、建物、道路、
公園等の物理的な環境の整備、強化等を行い、犯罪の起きにくい環境を
形成するという考え方。

※3 防犯建物部品とは、建物への侵入犯罪の防止を図るため、防犯性能の
高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議の試験基準に合格認
定された製品を防犯建物部品と呼び、CPマークが使用されます。
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セキュリティ産業新聞 編集長

野口　勇人

新型コロナウイルスの感染拡大により、日本社会も大
きな変化を余儀なくされた。他方、こうした時代だから
こそ、セキュリティ産業にとっては追い風となる可能性も
ある。それは即ち、総合防犯設備士や防犯設備士と
いった、防犯機器・システムの運用に関して、専門的な
ノウハウを持つ人材にとっても、存在感を示すチャンスで
あり、東京の安全安心に資するという点でも、大きな強
みとなる筈である。
21世紀に入り、日本の安全安心を取り巻く環境は激
変した。平成14年には戦後最悪の刑法犯認知件数を
記録したかと思えば、その後は戦後最少を毎年更新す
る域にまで減少。令和となっても、同様の流れで推移
することが期待されている。
そして、平成の時代には、防犯カメラの設置拡大に
見られるように、生活者の防犯設備に対する意識が劇
的に変化した。平成14年に新宿歌舞伎町に防犯カメラ
システムが設置された際には、プライバシー侵害に対
する懸念など、運用に批判的な声が多数を占めたが、
現在では街中で見る当たり前の光景となっていながら、
防犯カメラの設置に声高に反対する向きは、極めて限
定的である。東京都では通学路へのカメラ設置に対す
る予算を計上し、市区町村でも防犯カメラに対する
助成制度を設けるなど、安全安心の向けた取り組みは、
地域レベルでも理解が進んだ。
防犯カメラの設置などに理解が進んだのは、適切に
設置され、運用されているからである。別の言い方を
すれば、総合防犯設備士や防犯設備士が機器・シス
テムを正しく理解して、施工会社などもそれを踏まえた

対応を行っている。プライバシーに配慮しながら、防犯
設備の性能を最大限に生かすことにより、急速に普及
した。
世界的な流れとしては、防犯設備を含む形で、ネッ
トワーク化に移行している。そして、中国のセキュリティ
関連企業の急激な台頭により、欧米及び日本企業の
存在感や世界シェアは低下している。そのため、日本
のセキュリティ関連企業などの中には、将来性を懸念
する声もある。
だが、こうした時代の到来により、結果的には日本の
総合防犯設備士や防犯設備士が活躍する場が、より
一層広がる可能性がある。その最大の理由は、防犯機
器・システムの運用に関するノウハウを持つ強みがある
からである。
世界的に存在感を増している中国企業の最大の強み
は、圧倒的な価格競争力である。世界シェアの４割か
ら５割程度を占めるとされる国内市場を抑えることで、
大量生産、大量販売が可能となり、低価格化を実現。
海外においても、大きな強みとなっている。価格要求
が厳しいとされる日本においても、中国製品の価格は
魅力的に感じる向きは多いだろう。一方で、中国では
製品及びシステムにトラブルが生じた際には、製品の
交換やリプレースによる対応を求められるケースも
多い。そのため、メンテナンスやサポート面に関する
ノウハウが、蓄積され難くなっている。そして、中国製
品に対する信頼性が、国際的に疑問視されており、
米国では中国の防犯カメラ大手企業と取引している場
合には、政府調達の対象外とする措置を講じている。

時代ニーズに合致する
運用ノウハウの専門性

特別寄稿
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こうした措置の背景として、世界的に防犯カメラの主流
はネットワークカメラに移行しているが、設置されたネッ
トワークカメラを通じて、情報が外部に流出することへ
の大きな懸念が挙げられる。
日本でも中国製品の設置が増えた場合には、米国
同様に懸念される状況となる可能性がある。そこで期
待されるのは、防犯機器・システムの運用に関する
ノウハウを持つ組織及び人材である。機器自体は低価
格でも、適切な設置・運用にあたり、ノウハウが求め
られる。そして、防犯機器自体の安全性についても、
評価が求められることになる。
こうした課題に対応可能な点は、日本の大きな強み
だろう。日本防犯設備協会の防犯設備士事業によって
輩出された総合防犯設備士・防犯設備士であり、窓口
となる各地域協会の存在があるからである。
特に、日本の首都東京において、東京都セキュリティ
促進協力会（以下、東セ協）は設立から長きにわたり、
様 な々施策、案件に携わっている。
今後のセキュリティは、AIを搭載した防犯カメラや
動体検知、画像解析などにより、事後対応から事前
対応が要求される可能性がある。そして、新型コロナ

ウイルス感染症対策を契機に、サーマルカメラ、入退
室管理などのタッチレス（非接触）ソリューションも各方
面で設置が広がることが予想され、セキュリティや防犯
用途に止まらない形で運用されるケースも増えるだろ
う。サイバー攻撃に関しては、従来はネットワークセ
キュリティ関連団体や事業者の管轄と捉えられていた
が、防犯機器・システム自体が攻撃の標的となるケー
スが増えることも予想される。技術革新により、防犯
機器・システムもIoT化される結果として、新たな犯罪
手口が生まれ、脅威も複雑化している。
こうした時代だからこそ、平成の時代から日本の
セキュリティ向上、東京の更なる安全安心に貢献してい
る東セ協に対しては、大きな期待を寄せている。
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NPO法人 東京都セキュリティ促進協力会

20年の歩み
1999-2010

東セ協の歩み 時事

平成11年
（1999年）

2月 仮称「東京都防犯設備促進協力会」開催、警視庁より有志20社に、協力を要請される。
Ｙ2Ｋ問題／東海村原発臨
界事故／銀行大型再編／

12月 第1回設立準備会を開催。会の名称「東京都セキュリティ促進協力会」とし、会の
設立趣意書・定款・組織・事業計画・予算・事務局等の打ち合わせを行う。

平成12年
（2000年） 3月 設立総会開催、役員承認される。事務所を開設。正会員85法人及び個人。賛助会員

5法人、特別会員1法人。

三宅島噴火／沖縄サミット
開催／ 17歳の凶悪犯罪続
発／白川博士ノーベル化学
賞受賞／シドニー五輪開催

平成13年
（2001年） 9月 学校110番特別委員会を設置し、10月に東京都教育庁により学校110番に参画、

承認される。
愛子内親王殿下ご誕生／
池田小学校事件発生／
米国同時多発テロ事件

平成14年
（2002年）

3月 特定非営利活動法人（NPO法人）として、東京都より認可される。 W杯サッカー日本韓国大会
開催／北朝鮮拉致被害者
帰国／ソルトレークシティー
冬季五輪開催10月「東京都自動車盗難等防止協議会」発足と共に参加する。

平成15年
（2003年）

8月 世田谷区住宅部、（財）世田谷区都市設備公社より、防犯相談員の派遣業務を受諾
する。 阪神タイガース18年ぶり

リーグ優勝
10月「東京都安全･安心まちづくり協議会」設立と共に参加する。

平成16年
（2004年）

3月 東セ協ホームページを開設する。
新潟県中越地震／アテネ五
輪開催／イチロー大リーグ
最多安打記録更新／スマト
ラ島沖地震

10月（財）東京防犯協会連合会より｢東京防犯優良マンション、駐車場登録制度」の調査、審査を受託する。

11月 中央区より共同住宅生活安全（防犯）アドバイザー派遣業務受託する。

平成17年
（2005年） 4月

7委員会を発足。｢総務｣ ｢広報渉外｣ ｢防犯優良マンション｣ ｢防犯建物部品普及｣
｢防犯設備士｣ ｢個人情報保護法｣ ｢会員研修交流｣の各分野で専門的・具体的
活動を実地する。

ＪＲ西日本脱線事故／マン
ション耐震強度偽装事件／
郵政民営化法成立／名古
屋万博「愛・地球博」開催

平成18年
（2006年） 10月

（社）日本防犯設備協会の｢防犯設備（業）協会全国大会｣にて東セ協の活動
内容を発表する。

悠仁親王ご誕生／野球日本
代表WBC制覇／トリノ冬
季五輪開催／サッカーＷ杯
ドイツ大会開催

千代田区NPO都市住宅とまちづくり研究会において防犯講習会を行う。
港区へ防犯相談員を派遣する。

平成19年
（2007年）

1月 テレビ東京、政府広報番組に出演。防犯診断を実施する。

食品偽装事件／能登・中
越沖地震／長崎市長射殺
による死去／

6月 警視庁は、建物防犯協力員委嘱状交付式を開催し。東セ協からは36名が委嘱を
受ける。

10月（財）東京防犯協会連合会は、東京防犯優良マンション等審査員・調査員委嘱状交付式を開催し、 東セ協からは新任10名を含む38名が交付を受ける。

平成20年
（2008年）

3月 ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＳＨＯＷ2008　於・東京ビックサイト
｢防犯相談コーナー｣へ防犯相談員を派遣する。

秋葉原の無差別殺傷事件
／日本人学者4人ノーベル
賞受賞／中国四川大地震
／北京五輪開催／米証券
大手リーマン・ブラザーズ
経営破たん

6月 東京防犯優良マンション等設計審査合格1号・2号物件を報道発表する。

8月 港区共同住宅防犯機器設置助成制度に伴う防犯診断へ防犯アドバイザー 96名
派遣する。（平成21年2月まで）

9月 警視庁「防犯実務専科第8期」に講師3名派遣する。

平成21年
（2009年）

7月 中央区安全安心おまかせ相談に相談員を計21会場に派遣する。 野球日本代表WBC連覇／
新型インフルエンザ流行／
政権交代／マイケル・ジャ
クソン死去12月 東京万引き防止官民合同会議に参画する。

平成22年
（2010年） 2月 設立10周年記念式典及び臨時総会を開催する。 チリ大地震／バンクーバー

冬季五輪開催
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〈10周年式典／臨時総会〉

東セ協 政本理事長

10周年座談会 10周年集合写真

警視庁 山下生活安全部長（当時） 財団法人 東京防犯協会連合会 岡田俊邦会長（当時）

防犯相談

地域防犯活動への協力防犯優良マンション調査風景

中央区防犯機器展示

防犯インタビューテレビ取材風景

〈東セ協会員活動風景〉
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NPO法人 東京都セキュリティ促進協力会

20年の歩み
2011-2018

東セ協の歩み 時事

平成23年
（2011年）

5月 【第1回】万引き対策店舗見学会に出席（警視庁万引き防止合同会議）
東日本大震災、原発事故で
甚大な被害

年間 生活安全・防犯アドバイザー派遣　中央区×59件 港区×18件

平成24年
（2012年）

5月 東京都安全･安心まちづくり協議会 第1回幹事会に出席　於：都庁 消費税5％に引上げ／
山中教授ノーベル医学生理
賞受賞年間 生活安全・防犯アドバイザー派遣　中央区×22件　港区×16件

平成25年
（2013年）

6月 警視庁「建物防犯協力員」委嘱交付式　於：東セ協事務局

2020年夏季オリンピック東
京に決定／アベノミクス始
動／中国大気汚染ＰＭ2.5
深刻化11月

東京防犯優良マンション等調査員 委嘱状交付式　於：東セ協事務局

東セ協特別セミナー「防犯カメラを有効に活用する為に」
於：豊島区区民センター会議室

東京都道路整備保全公社 駐車場 防犯優良駐車場更新審査委員会開催

平成26年
（2014年）

3月 ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＳＨＯＷ2015相談員として防犯アドバイザー派遣
於：東京ビッグサイト 広島土砂災害発生／御嶽山

噴火／イスラム国拡大／エ
ボラ出血熱発生／日本人3
人がノーベル物理学賞受賞7月 「万引き追放ＳＵＭＭＥＲキャンペーン」政本理事長講話　於：日比谷公会堂

平成27年
（2015年）

7月 東セ協「防犯アドバイザー資格養成口座」実施　於：東セ協事務局
外国人観光客急増爆買い
発生／ギリシャ経済危機／
日本人2人がノーベル科学
賞受賞

8月 東セ協第4回「登録会員スキルアップセミナー」実施　於：㈱日本ロックサービス

年間 生活安全・防犯アドバイザー派遣　中央区×10件　港区×33件

平成28年
（2016年）

6月 警視庁「建物防犯協力員」委嘱交付式　於：スクワール麴町
平成天皇退位の意向発表
／熊本地震発生／オバマ大
統領被爆地訪問／相模原
市の知的障害施設で19人
の殺害事件が発生／米国、
トランプ大統領誕生

11月 東セ協第6回「登録会員スキルアップセミナー」　於：東セ協事務局

12月 東京都道路整備保全公社 駐車場 防犯優良駐車場更新審査委員会開催

年間 生活安全・防犯アドバイザー派遣　中央区×33件　港区×20件

平成29年
（2017年）

9月 東セ協第7回「登録会員スキルアップセミナー」　於：東セ協事務局

平成天皇2019年4月末に
退位／九州北部集中豪雨
被害／ＩＳ崩壊

11月
東セ協平成29年度「防犯アドバイザースキルアップ研修」
於：としま産業振興プラザ

東セ協第8回「登録会員スキルアップセミナー」　於：東セ協事務局

年間 生活安全・防犯アドバイザー派遣　中央区×26件　港区×20件

平成30年
（2018年）

5月 「東京都安全･安心まちづくり協議会」総会　於：都庁

平昌オリンピック日本人選
手活躍／西日本集中豪雨で
被害／ノーベル生理・医学
賞に本庶氏

7月 「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

9月 「東京防犯優良賃貸住宅認定制度」第一号認定証授与式　於：クレアール西新井

11月 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

年間 生活安全・防犯アドバイザー派遣　中央区×14件　港区×17件
東セ協「登録会員スキルアップセミナー」×1回
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スキルアップセミナー 東京防犯優良賃貸住宅認定制度第1号認定交付式

防犯診断風景

防犯相談風景 政本理事長 千代田区民のつどいで防犯講話

建物防犯協力員交付式 防犯設備士委員会

防犯優良マンション調査風景防犯診断風景

スキルアップセミナー

〈東セ協会員活動風景〉
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NPO法人 東京都セキュリティ促進協力会

20年の歩み
2019-2020

東セ協の歩み 時事

令和元年
（2019年）

11月 第15回「東京万引き防止官民合同会議」で、東セ協を代表して政本理事長が、
これまでの貢献に対して表彰された。

新年号「令和」を発表／
G20大阪サミット開催／京
都アニメーション放火殺人
事件発生／消費税10％ス
タート／大嘗祭が行われた

12月

東京都小池百合子都知事を理事長以下5名が表敬訪問し、これまでの会の活動内容
を説明し、引き続きのご支援をお願いしてきた。

防犯アドバイザーセミナーを開催　於：東セ協事務局

東京都道路整備保全公社 駐車場 防犯優良駐車場更新審査委員会開催
於：東セ協事務局

年間 生活安全・防犯アドバイザー派遣　中央区×13件　港区×14件
東セ協「登録会員スキルアップセミナー」×1回

令和2年
（2020年）

2月 東セ協新年交歓会を開催　令和に新たなスタートを祝う

新型コロナウイルス
感染拡大6月 新型コロナウイルス感染防止の為、初の電磁的方法による総会を開催

年間 新型コロナウイルス感染防止の為、活動の自粛を余儀なくされる

防犯優良マンション審査員・調査員委嘱式

令和3年新年祈祷会荒川区長防犯インタビュー

都庁に小池都知事を表敬訪問し、日頃のご支援のお礼と活動状況の説明を行う 創立20周年感謝状表彰
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JFEスチール工場見学

中学生インタビュー

街頭防犯カメラ設置風景

楽屋裏

スキルアップセミナー

ビール工場見学高尾山ハイキング

〈東セ協会員活動風景〉
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副理事長あいさつ

東セ協が平成12年3月に設立総会を開催してから早20年が経ちました。

これも偏に関係各位皆様のおかげと改めて感謝申し上げます。

この間ピッキング騒動に始まり設立当初はピッキング対応シリンダー納期が9か月にも及ぶ事態が発生し

ました。またサムターン回しなる手口も横行しマンションドアが木工道具で穴が開くのを指摘しながら防犯

サムターンに交換するような対処方法にてイタチごっこのようなことをしていましたがCP錠の市場投入で

そのような手口は一掃されることとなりました。窃盗団の思うつぼに陥りそうになり一時はどうなることやら

心配もされました。そのような時に東セ協は東京都の安全・安心を目的に産声を上げました。思い返すと

当時錠前部会長の立場で「会合に来なくてもいいから、一軒でも多く仕事して都民の安全確保にあたっ

てください。1回の会議より1件の防犯対策」そのように思っていたことをついこの間のように思い出します。

侵入窃盗も沈静化しましたが最近若干の増加傾向も、対策をしないと増えてくる犯罪癖現象が出ているよ

うです。

さて、東セ協は任意団体からNPO法人化し内部的には委員会活動に代表される組織改革もし、防犯ア

ドバイザーの派遣を始めとし、防犯優良マンション等認定、防犯優良賃貸住宅制度の制定などの社会貢

献的防犯活動も行っています。会員は仕事をやりながらの東セ協事業で現状ではすでに手一杯の状況

感があります。しかしながら東京都の安全・安心のための事業は他にもたくさん考えられ、それを達成す

るには抜本的組織改革なのか、事業のスクラップアンドビルド選別なのか、登録会員の改革か重要な時期

に来ている気がします。内部での屈託ない議論を通じより良い方向へ進みたいと考えています。

ある国の情報で、監視カメラの販売を停止したことが載っていた。人種（肌の色によって映像の解像度

が違うという理由である。人種差別に敏感過剰反応のような気がするが、決して敏感でも過剰反応でもな

く普通に販売が禁止されたのである。アメリカとアマゾンという言葉を入れると文章が完成するみたいだ。

この文章が世に出たときにはなかったことになっていることを願うばかりである。

超高齢化社会と少子化の中安全・安心・快適が求められる社会的ニーズを勘案しながら、東京都の

治安確保と組織の活性化するよう努めることが必要と思います。この20年の節目を契機とし、社会要求を

汲み上げより一層都民の安全・安心の普及に努めていく所存です。

結びに、これまで東セ協の活動にご尽力いただいた方 に々感謝申し上げるとともに、20周年をつつがな

く迎えられたことに御礼申し上げます。

特定非営利活動法人 東京都セキュリティ促進協力会 副理事長
総合防犯設備士

櫻井　兼二

創設20年を迎えて
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副理事長あいさつ

東京都セキュリティ促進協力会（東セ協）が設立されましたのは、2000年3月29日（水）、発起人は20人でした。
レセプションもグランドアーク半蔵門に、当時の生活安全部長 竹花豊警視監をお招きし盛大に開催され、21
世紀の幕開けとともに何とも晴れ晴れしい門出でした。
その東セ協が20周年を迎えることができましたことは、ひとえに会員の皆様方をはじめ、お世話になりま
した関係各所の方 の々ご努力とご協力の賜物と、改めまして深く感謝申し上げます。しかしながら、２０周年の
年に当たります2020年は、世界的にも大きな混乱をもたらし、多数の犠牲者を出しました新型コロナウイルス
（COVID-19）感染拡大を受け、緊急事態宣言下の厳しい状況が続いています。
20年を想い返しますと、まず2001年8月に会員の青木一郎様より相談を受け10月までに東京都より事業
参加承認を取り付けた学校110番非常通報装置設置事業でありました。翌年の3月までには完工しなければ
ならないタイトな中で、ゼロから始めるという綱渡り的な状況をやり遂げたことも、関係された皆様方のご努
力と大変感謝いたしております。この事業を開始したことにより東セ協も法人格を取得する必要性が高まり、
NPO法人として2002年4月登記、初代会長は小室誠様となり法人会員66社・個人会員98社という大所帯で
のスタートとなりました。
2004年8月には、各報道関係者を招きプレスリリースした「東京防犯優良マンション・駐車場登録制度」。
ここに至るまで瀬澤理事が中心となり、何度も（公財）東京防犯協会連合会様や関係機関とすり合わせを
重ね、やっとこぎつけた事業でした。
全てが初めての経験でしたが、2005年8月には関係機関からの要望もあり、「東セ協」広報誌創刊号が
発足5年目にやっと発行されました。ここに尽力されました初代広報委員長の島田隆之様（当時理事）は、４年
後の2009年6月に49歳の若さで、肺がんのため他界されましたことは、私にとって大きな衝撃でした。
また、皆様方は、今でも大きな衝撃として記憶にありますのは、2011年3月の東日本大震災でしょう。その日、
国際展示場でのセキュリティショーと重なり、セキュリティ関係者の多くの方が帰宅困難者となったことは今でも
忘れられないことでした。
2012年の登録会員制度発足・2018年の東京防犯優良賃貸住宅制度の開始など、次 と々「東京の安全・
安心まちづくり」のための事業を展開してまいりました。東セ協発足当時の総予算は約430万円で、現在では
大きく飛躍し、約50倍を超える事業予算となっています。
東セ協も予定しておりました総会をはじめ２０周年記念事業も中止となってしまいとても残念な年となりました

が、前を向き皆様方と共に力強く歩んで参りたいと思っておりますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、
改めてお願い申し上げます。

特定非営利活動法人 東京都セキュリティ促進協力会 副理事長
総合防犯設備士

照井　康平

東セ協 設立20周年を
振り返る
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令和2年度 オンライン理事会風景

業務の増加、多様化に伴い、内容の充実を図る目的で、平成
１７年に7委員会制度が発足し、効率的に作業を進めることができ
るように各委員会が分担して活動することになりました。
総務委員会の活動趣旨、目的は「東セ協の全会員が東セ協の
定款に副った安全で安心なまちづくりに貢献する為の活動環境を
整備することを目的とする」となっております。
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、他団体との調整、契約の窓口となっておりま
す。また理事会、通常総会の資料等の準備等があります。

定例の総務委員会は隔月の予定で開催されておりますが議案の
内容が東セ協全般に及ぶ案件が多いため総務委員のほか、理事等
担当役員の出席で東セ協の活動について議論をしております。

平成１８年には慶弔見舞金等の贈呈に関する規定、平成２０年
には規定集、個人情報・機密情報保護ポリシー、個人情報・機密
情報保護規定、倫理規定および行動規範等の規定集を作成して
おります。

平成２４年には総合防犯設備士、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入会費、年会費無料の「登録
会員」として募集し、スキルアップセミナー等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
東セ協のホームページ上で募集しております。１２月現在で２１６名
の登録会員が登録されております。

東セ協の商標ロゴマークは特定非営利活動法人東京都セキュ
リティ促進協力会の名称と共に平成２６年特許庁に商標として登
録受理されております。

なおロゴマークを正しく、広く会員皆様の会社の名刺等にご使用
して頂きたくロゴマークの使用規定を設け、ロゴマークの必要の方
にはデータでお渡ししております。
現在の東セ協の事務局は平成２９年11月初めに諸般の事情で

移転しました。年々委員会活動が活発になり、会議、セミナーそして
事務局員の増員等で事務室が手狭になり、また建物が昭和５６年
の建築基準法改正前の旧耐震基準の建物であることが判り現在
地に移転しました。

全世界を揺るがす新型コロナウイルス禍は日本国内においては
令和２年１月でした。
東セ協の第２回通常総会（２月４日）開催直前でコロナ禍の感

染情報の無いまま来年度予算承認頂く通常総会、そして懇親会は
ホテルグランドヒル市ヶ谷に於いて全員マスク着用無しで無事終了
しました。
その直後、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の新型コロナ

ウイルス感染拡大、武漢からの帰国チャーター機、世界同時株安
と進み、内閣総理大臣から緊急事態宣言発出があり、実質委員
会活動は休眠状態となりました。
しかし総務委員会としては前期の決算の承認を理事会、通常総
会として承認を６月中に頂かなければ法令違反となるために会員
皆様には資料の配布等で説明不十分とは思いましたが東セ協定
款で許される電磁的方法で承認を頂きました。

その後、会員の応援を頂きテレビ会議システムを導入して委員
会活動の活発化をお願いしたところです。
今後は会員皆様に対しては公平に活発に会活動ができるよう

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。

総務委員会 委員長

鳥井　公一

総務委員会 活動報告
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17年前の平成16年（2004年）、都内の刑法犯認知件数は

30万1,913件、戦後最悪の状況にありました。

またこの年の4月に『防犯性能の高い建物部品目録』が公開

され、騒音発生を許容しない攻撃に対して5分以上の抵抗時間を

有するサッシ、ドア、ガラス、錠前、防犯フィルム、いわゆるCP部品

が世に出た年でもあります。

平成14年11月に警視庁、警察庁、経産省、国交省の各省庁と

建物部品に関わる工業会、建築と防犯に関する公益法人が一体

となって『防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民

合同会議』が立ち上がり開発を行ってきた成果でありました。

目録が公開された5か月後に（公財）東京防犯協会連合会は

警視庁生活安全部と連携し『東京防犯優良マンション登録制度』

ならびに『東京防犯優良駐車場登録制度』の両制度を立ち上

げ、東セ協はこの両制度における調査、審査業務の委託を受ける

ことができ、現在に至ります。

特に『東京防犯優良マンション登録制度』は他府県の同種の

制度の中で最も早くCP部品の使用を基準とする内容を網羅して

おり、CP部品の普及に少なからず貢献したものと思います。

また平成30年8月より東セ協は『東京防犯優良賃貸住宅認定

制度』を開始。

これは平成29年9月「警視庁子供・女性の安全対策に関する

有識者研究会」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

誕生の大きな契機でありました。

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。

対象となる建物の中心的なモデルを２階建てアパートと想定し、

既存物件（ストック）を中心に据えることといたしました。

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、同設備が無い小規模の低層マン

ションやアパートはエントリーできませんでしたが、オートロックの無

い共同住宅であっても東京防犯優良賃貸住宅認定制度で救済

ができるのではないかと思案した結果でもあります。

予ねてより東セ協は低層共同住宅の防犯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

研究を行ってまいりました。

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」と言われて久しいですが、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伺うこ

とができます。

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。

本稿執筆時で確認できる令和元年（2019年）の都内刑法犯

認知件数10万4,664件であり平成14年度と比較しますと65%も

の減少であり、統計上治安は回復したとも言えます。

しかしながら共同住宅の防犯水準を高く保つことは、予測しえな

い治安悪化、社会情勢の変化に備える基本姿勢です。

今後も『東京防犯優良マンション登録制度』、『東京防犯優良

駐車場登録制度』、『東京防犯優良賃貸住宅認定制度』の推進

で「安全安心なまち東京」の実現に貢献して参ります。

防犯優良マンション等特別委員会 委員長
総合防犯設備士

瀬澤　外茂幸

防犯優良マンション等特別委員会
活動報告
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平成13年6月大阪府池田小学校で発生した児童殺傷事件を

きっかけに東京都は都内約6000施設の小学校・中学校・幼稚

園・保育園に学校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。

当時発足間もない東京都セキュリティ促進協力会もこの事業に

参加すべく行動を開始いたしました。

創立20周年のこの時に、この事業の初めの頃の出来事を簡単

に振り返ってみたいと思います。

東セ協の副理事、株式会社セキュリティハウス社長照井康平氏

と株式会社ライフネットの現会長青木一郎氏が、初期の110番委

員会を立ち上げ、この事業に参加するべく行動を起こされました。

東京都教育庁と警視庁を何度も訪問し、この事業への許可を

得るべく奔走してくださったと聞いております。この時点まで警察へ

の110番通報装置は、銀行・郵便局などの金融機関のみに設置

が認められており、（財）電気通信共済会の単独事業でした。民間

からの参入は難しい状況にありました。

しかしこうした努力の結果、東セ協は、学校110番非常通報装置

の申請、設置工事、保守を行うことが許可されることになりました。

とはいうものの、都内6000施設のうち、どのくらいの施設を工事

できることになるのか、また短い時間で通報装置そのものを開発し、

工事できるのか、監視センターの運用など、多くの問題があったと

聞いております。

東セ協会員の中から工事を行える業者を募り、都内全域をカ

バーできるように準備しました。

また通報装置そのものの開発や製造においては、東セ協の会員

NECインフロンティア株式会社（現NECプラットフォームズ株式

会社）様が急ピッチで製品を完成させてくださいました。

当時私も工事を担当するものとして、NECインフロンティア様の

工場での機器の説明会に参加したのを覚えております。そして機

器のリリースが平成14年1月、それからわずか3か月後の平成14年

3月末までにすべての機器設置を終わらせることとなったわけです。

このようにして東京都セキュリティ促進協力会が一丸となってこ

の事業を推し進めた結果、都内1561の施設に学校110番非常

通報装置を設置することができました。

18年が経過した現在、都内2500を超える施設を保守すること

ができております。

学校110番非常通報システムは子供たちの安全安心を確保す

るうえで欠かせないシステムとなっております。東セ協では、24時間

365日中央監視センターで設備状態を監視し、年4回の保守点検

を行い、常に安全で確実に運用できるよう万全の体制を整えており

ます。

このように東セ協の一つの重要な事業として、また社会の安全

安心を守る事業に携わることができ、とても感謝しております。この

学校110番事業を生み出し、育て、支えてくださった皆様に心から

感謝いたします。

これからもよろしくお願いいたします。

非常110番委員会 委員長
総合防犯設備士

青木　一

学校110番非常通報システムを
振り返って

保守点検作業
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先代の父の跡を受け継ぎ東セ協の理事になり、16年目を迎えた

年に二上理事よりバトンを受けて会員研修・交流委員会の委員長

に成りました。そして、早いもので4年が過ぎました。

二上理事の素晴らしい今までの企画を継承出来るように委員の

皆様と一緒に計画を練り1年目は『美と健康の高尾山＆温泉宴会

ツアー』と題してハイキングツアーを実施しました。

8時半に高尾山口駅に集合と強行ツアーにも拘わらず20人以

上の方に参加して頂き山頂へ出発し中腹の集合場所まで澄んだ

空気、紅葉と大自然を感じながら意気揚 と々登りました。私を含め

数人の方々は日頃の運動不足がたたり、登り始めて僅かな時間で

息が上がりましたが日々身体を鍛えている方達は早々に集合場所

へと到着しておりました。

山頂では雄大な景色を充分に堪能して下山したその後は、高尾

山極楽の湯で疲れを癒し、身体のケアもして自由な一時を過ごしま

した。そして最後に宴会にて皆様との歓談、美味しいお食事を頂き

楽しい一日と成りました。

2年目は、『日本の歴史と文化を振り返る古都鎌倉バスツアー』

と題して企画し実施しました。当日は、8時20分に東京駅に集合し

参加者32人での出発と成りました。最初に行った鶴岡八幡宮で

の、風光明媚な中にそびえ建つ建築物は目を見張るほどの美しさ

で感嘆致しました。本殿へ向かう階段で記念の集合写真を撮った

後は、各々で参拝、見学をして昼食を摂り、皆様大満足の中、次は

瑞泉寺へ向かいました。駐車場でバスを降り、やっと山門に到着と

思っていたらなんと目的地が遠く昨年と同様の山登りとなってしま

いました。多少の疲れを感じながらも、本堂を参拝して不思議な洞

窟の天女洞を見学し紅葉を楽しんだら疲れも吹き飛んでいました。

帰りの集合場所を間違えた方を皆で探すなど珍道中な事もありまし

たが、今回も楽しい一日を過ごせました。

昨年度末には都庁に伺い政本理事長、照井・櫻井副理事長、

鳥井理事、私と5名で小池知事に表敬訪問をさせて頂き東セ協

20周年にあたり素晴らしいメッセージを頂戴致しました。

そして、来年度は何を企画しようかと思案し始めた矢先、日本中

がコロナ禍に巻き込まれてしまいました。会員研修交流委員会と

は、会員の方々が集まり、情報交換をして横の繋がりを計る事が目

的です。しかし、来年度の活動も儘なりません。早くこの状態から抜

け出して皆様と笑顔で元気にお会い出来る日を楽しみにしておりま

す。又、東セ協が都民の皆様に安全・安心を末永く御届け出来る

様に尽力致します。

末筆ではございますが、会の運営にあたり会員の皆様の御協

力、御鞭撻に感謝申し上げ益々の御繫栄、御健康と御多幸を祈

念致します。

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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令和元年6月21日（金）、東京都新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷にて、令和元年度第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「瑠璃西」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 参事官 諏訪 彰弘様（当時）、東京都 都民安全推進本部 総合推進部 治安対策担当部長 高野 

豪様（当時）、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。

令和元年度 第1回通常総会 開催

理事会 感謝状贈呈式

東京都 都民安全推進本部 総合推進部
治安対策担当部長 高野 豪様（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
参事官 諏訪 彰弘様（当時）
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令和2年2月4日（火）、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、令和元年度第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。審議事項として令和2年度事業

計画（案）と令和2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

参事官 諏訪 彰弘様（当時）、東京都 都民安全推進本部 総合推進部 治安対策担当部長 高野 豪様（当時）、

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 や々会員相互

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。

令和元年度 第2回通常総会および令和2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
参事官 諏訪 彰弘様（当時）

通常総会

新年交歓会

東京都 都民安全推進本部 総合推進部
治安対策担当部長 高野 豪様（当時）

通常総会
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令和元年度 東セ協の活動内容（令和元年4月1日～令和2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
［令和元年］
4月～12月	 中央区安全安心・防犯アドバイザー派遣業務委託	13回、	港区安全安心・防犯アドバイザー派遣業務委託	14回
4月15日	 万引きモデル店舗審査会　於：神田警察署
5月3日～5月５日	 多摩中央署「防犯キャンペーン展示・相談」　於：パルテノン大通り
5月9日	 万引きモデル店舗審査会　於：深川警察署
7月24日	 高井戸署「防犯診断」　於：株式会社カラー
8月1日	 万引きモデル店舗審査会　於：竹ノ塚警察署
9月3日	 万引きモデル店舗審査会　於：荻窪警察署
9月13日	 浅草署「防犯活動推進等研修会	防犯講話」　於：台東区生涯学習センターミレニアムホール
9月18日	 向島署「防犯講話」　於：曳舟文化センター防犯活動推進等研修会
10月1日	 大森署「防犯活動推進等研修会	防犯講話」　於：大森スポーツセンター
10月4日	 東村山署「防犯機器の展示・防犯相談」　於：東村山市立中央公民館
10月8日	 万引きモデル店舗審査会　於：南大沢警察署
10月10日	 丸の内署「地域安全の集い	防犯講話」　於：千代田区コンベンションホール
10月11日	 巣鴨署「錠前の展示及び防犯相談」　於：JR大塚駅北口
10月11日	 警視庁生安第一係「CP錠の展示」　於：渋谷区役所1階
10月16日～１８日	 中央署「防犯機器の展示・防犯相談」　於：八重洲地下街八重洲フェア
10月18日	 練馬署「防犯活動推進等研修会	防犯講話」　於：署の講堂ビル防犯協力会
10月18日	 光が丘署「防犯活動推進等研修会	防犯講話」　於：光が丘区民センター
10月26日～２７日	 多摩中央署「展示・相談」　於：パルテノン大通り防犯キャンペーン
10月28日	 生安2課「防犯診断」　於：慶應義塾幼児舎
11月16日	 新宿署「防犯活動推進等研修会	防犯講話」　於：日本電子専門学校
11月18日	 竹ノ塚署「防犯診断」　於：東京地下鉄千住検車区竹ノ塚分室
11月23日	 青梅署「防犯講話」　於：霞共益会館防犯活動推進等研修会
11月28日	 池袋署「防犯活動推進等研修会	防犯講話」　於：としま産業振興プラザ
11月29日	 東村山署「防犯活動推進等研修会	防犯講話」　於：清瀬けやきホール
12月1日	 葛西署「駐車場防犯カメラの展示・説明」　於：島忠ホームセンター
12月3日	 高輪署「防犯活動推進等研修会	防犯講話」　於：区民ホール
［令和2年］
1月～3月	 中央区安全安心・防犯アドバイザー派遣業務委託	5回、	港区安全安心・防犯アドバイザー派遣業務委託	2回
1月30日	 渋谷署「山種美術館防犯診断」
3月12日	 竹ノ塚署「防犯診断」　於：東京地下鉄千住検車区竹ノ塚分室
3月18日	 渋谷署「防犯診断」　於：第二美竹分庁舎
東セ協の行事、関係団体の行事への出席など
［令和元年］
5月9日	 豊島区立芸術文化劇場	竣工内覧会
5月29日	 令和元年度東京都安全・安心まちづくり協議会幹事会　於：都庁
7月1日～7月5日	 警視庁防犯実務研修に講師派遣　於：目白警察署
7月9日	 令和元年度東京都安全・安心まちづくり協議会総会　於：都庁
7月23日	 日本防犯設備協会地域協会連絡会　於：港区立三田いきいきプラザ
11月15日	 日本防犯設備協会第14回都道府県防犯設備士（業）協会全国大会　於：京都平安ホテル
11月20日	 東京万引き防止官民合同会議　於：グランドアーク半蔵門
11月30日	 東セ協社員交流「日本の歴史と文化を振り返る古都鎌倉バスツアー」
12月18日	 小池都知事を表敬訪問　日頃の活動状況のご報告とご支援のお礼をする　於：都庁
12月21日	 防犯アドバイザーセミナー開催　於：東セ協事務局
［令和2年］
1月7日	 豊島区新年の集い　於：豊島区立芸術文化劇場、	警視庁友の会出席　於：警視庁
1月8日	 東セ協新年祈祷会　於：池袋氷川神社
1月17日	 日本防犯設備協会新年賀詞交歓会　於：ホテルモントレー半蔵門
1月29日	 東京防犯協会連合会新年賀詞交歓会　於：グランドアーク半蔵門
2月4日	 東セ協令和元年度第二回通常総会・新年交歓会　於：グランドヒル市ヶ谷
令和元年度　東セ協理事会
6月7日	 第63理事会
12月6日	 第64理事会
東京防犯優良マンション等審査員会他
12月20日	 東京防犯優良駐車場審査会　於：東セ協　「東銀座、八重洲、日本橋、宝町、京橋、錦糸町」各駐車場
3月23日	 東京防犯優良駐車場審査会　於：東セ協　「板橋四ツ又駐車場」
東京防犯優良賃貸住宅認定制度
10月30日	 東京防犯優良賃貸住宅認定制度	審査会「サンヒルズ戸越」　於：東セ協
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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。

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。
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。

登録会員お申し込みまでの流れ
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

会員募集のご案内

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。

理事会の推薦により入会した
個人及び団体。

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。

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。

入会金：2万円
会　費：年額2万4千円

会費：無料
会費：無料

会費：年額10万円

会員区分

入会手続き

正会員

特別会員

賛助会員

登録会員
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会 員 動 静　（令和元年6月１日～令和3年1月３１日）

事務局だより

（入　会）
正会員
株式会社スピードプラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和元年6月1日付

賛助会員
大崎電気工業株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和2年1月21日付

（退　会）
正会員
株式会社ジャロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和2年3月31日付・
有限会社国立サービス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和2年6月22日付・
株式会社Keiden・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和2年7月2日付
エバーグリーンシステム株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和2年8月7日付

以上の結果､令和３年１月３１日現在の会員数は下記になります｡
正 会 員・・・・・・・・・・ 74会員
賛助会員・・・・・・・・・・・ 3会員
特別会員・・・・・・・・・・・ 6会員
登録会員・・・・・・・・・216会員
　　　計・・・・・・・・・299会員

東セ協事務局の有るビル周辺は、Hareza ikebukuroが
完成し国際アートカルチャー都市として華やかさを増してい
る今日この頃です。

令和2年は、東セ協創立20周年にあたる年であり、会員
の皆様と新たな出発に向けて心躍らせておりましたが、新型
コロナウイルス感染拡大に伴い残念ながら活動を自粛せざ
るをえない状況と成ってしまいました。

そのような中でも、会員の皆様のご協力により、マンション
の防犯診断、防犯カメラ設置の相談、110番保守点検等、
安全、安心まちづくり事業を推進出来たことを、この紙面を
借りて、事務局員一同お礼を申し上げます。

事務局も、ウイズコロナを見据えてＺＯＯＭのオンラインツー
ルの導入など事業活動を補完出来る体制を作っております。

今後とも、宜しくお願い致します。

事務局員 佐藤 事務局員 吉田 事務局員 児山
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編 集後記

「今日までそして明日から」
　歌は世につれ世は歌につれ、と申しますが、犯罪もまた、流行りすたりがあるようです。
　２０年前の２００１年、金融機関強盗の認知件数は２２９件でした。それが、２０１９年には１３件に減少して
います。一方、インターネットバンキングの不正送金等は、２０１８年は３３０件でしたが、翌２０１９年には１８０８件
と激増しています。（＊警察白書より）
　もはや銀行強盗は斜陽産業となり、悪意ある者たちはリモートワークで働き方改革を実現しているようです。
　リモートワークやオンライン会議。ＩＴ（情報技術）を活用したビジネス環境がニューノーマルとなりました。 
同時に、サイバー空間での犯罪は不可逆的に増加の一途をたどり、リアル社会へ多大な影響を及ぼします。
　多様な犯罪。多岐にわたるリスク。
　しかし原点に立ち返ると、私たちのミッションは不動です。防犯の使命は犯罪を未然に防ぐこと。セキュリティ
の使命は安全で平和な日常を維持すること。この世に犯罪がある限り、私たちの仕事は必要不可欠なエッセ
ンシャルワークなのではないでしょうか。
《謝辞に代えて》
　広報誌２０周年記念号は、２０年を振り返ると共にこれからの防犯を考えるというテーマで編集を進めました。

（キャッチフレーズ：今日までそして明日から）
　東京都知事小池百合子様、東防連会長太田美明様、警視庁生活安全部長小林義明様、日防設代表理事
片岡義篤様より東セ協創立２０周年の祝辞を賜りました。大変ご多用のなか心より感謝申し上げます。
　特集企画では「明日に架ける橋」というキャッチフレーズで、新しい時代の防犯屋さんを考察するために 
寄稿を賜りました。富田俊彦様、永井健三様、三宅勇雄様、青山功様、野口勇人様。それぞれのお立場
から素晴らしい原稿を寄せてくださいまして心より感謝申し上げます。
　東セ協理事長、副理事長、各委員会委員長におかれましてもご多用のなか心より感謝申し上げます。
　寄稿いただいた皆様のおかげで誌面が充実し、読者にとって価値ある内容となりました。
　最後に、本誌を編集するにあたり、広報・渉外委員会の皆様、事務局の皆様、
そしてＳＰデザイン㈱のスタッフの皆様のご尽力に感謝申し上げます。心を込めて、 
ありがとうございました。
　私たちは、今日までそして明日からも、皆々様のご指導を賜りながら東京の安全・
安心に貢献し続けたいと存じます。

（注釈）・「明日に架ける橋」１９７０年 サイモン＆ガーファンクル
 ・「今日までそして明日から」１９７１年 吉田拓郎

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.16   令和 3 年 2 月 5 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

次号の特集は「東京の防犯男子＆防犯女子」を予定しています。首都東京で活躍する会員の横顔に迫ります。

広報・渉外委員会委員長 
総合防犯設備士

高尾　祐之
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（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）アイキー２４ 〒150-0031 渋谷区桜丘町12-6 TEL 03-6427-0869

（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）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

（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）スピードプラス 〒103-0021 中央区日本橋本石町4-4-11 TEL 03-6225-2532

（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2-7-8 TEL 03-6435-7905

高千穂交易（株） 〒160-0004 新宿区四谷1-6-1 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 03-5684-3412

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ES（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

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

大崎電気工業（株） 〒141-8646 品川区東五反田2-10-2 TEL 03-4533-8033

【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をベースにした、セキュリティのプロ集団です。

豊富な経験とノウハウを活かし、東京の安全・安心なまちづくりに貢献いたします。
お気軽にご相談ください。

 東京都セキュリティ促進協力会　会員名簿 （地区順）
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