


会員募集のご案内
当協力会は、優良な防犯機器・設備およびCP部品の普及促進の活動に加え、「東京防犯優良マンション・駐車場登
録制度」の調査・審査業務、防犯相談・診断、講演会等の事業活動を推進しております。協力会活動の円滑な推進
のためには関係各位のご協力と連携が是非必要です。皆様方のご入会、ご参加をお待ちしております。

会員区分	 入会金および会費
●正会員　　防犯機器の製造・販売・防犯設備の施工などの事業を

営む個人および団体で、当協力会の目的に賛同して入
会し、当協力会の事業活動に参画するもの。

●賛助会員　当協力会の目的に賛同し、当協力会の事業を賛助する個人および団体

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。

NPO法人	東京都セキュリティ促進協力会
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-36-7-413　TEL.03-3985-8676　FAX.03-3985-8678 
ホームページ　http://www.tosekyo.org　mail:info@tosekyo.org

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

私たちは東セ協を支援いたします

SAXA Precision,Inc.
■本社　
　〒365-0027　埼玉県鴻巣市上谷1805-1 
　TEL 048-543-4321（代）　FAX 048-543-4758

■米沢工場
　〒 992-0011山形県米沢市中田町1713番地
　TEL 0238-37-5801（代）　FAX 0238-37-5805

ホームページ：http://www.saxa-precision.co.jp/

私たちは東セ協を応援しています

（広告は五十音順です）
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　平素は、NPO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。

　昨年の東日本大震災から1年余を過ぎましたが、未だ

数多くの行方不明の方がおられ、又被災を受けられ帰

宅も出来ず避難生活を送っておられる方々に、謹んでお

見舞い申し上げます。

　私共東セ協と致しましても、岩手県防犯設備協会・宮

城県防犯設備士協会・福島県防犯設備協会の３協会に

お見舞金を送らせて頂きました。又昨年6月の通常総会

懇親会で集まりました義援金は、日本赤十字社を通し

て送らせて頂きました。ご来賓をはじめ会員各位のご協

力に厚く御礼申し上げます。

　平成13年に発生しました、池田小学校事件を契機に

東京都が起ち上げた学校110番制度に参入し、1561施

設の受注からスタートしまして、現在は2175の保育園・

幼稚園・小学校・中学校等のスクールセキュリティを受

け持ち、子供達の安全確保の一端を担っております。

　平成16年10月にスタートしました、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

を厳正且つ公正に実施しております。

　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」を、各警察署からの要請によ

ります各種防犯活動に派遣しております。

　中央区・港区等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・防犯機器の展示等、又

共同住宅・商店街・町会等から依頼の調査・診断等を行っ

ております。

　また、私共東セ協が独自で「防犯アドバイザー」を養

成しております。一定の教育と現地での防犯診断・調査

等のカリキュラムを受けて、審査された者を任命してお

ります。これからの会活動の一層の充実を図るべく今後

も引き続き輩出して参ります。

　本年２月の臨時総会におきまして、定款の一部を改正

して、新たに「登録会員」を設けました。公益社団法

人	日本防犯設備協会認定の「防犯設備士・総合防犯設

備士」の把握と、より一層の活躍の場の提供・スキルアッ

プ講習等を通して、魅力ある「設備士」資格になるよう

に、私共も精一杯励んで参りたいと思っております。

　「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」

等に関連した安全・安心活動に引き続き参画して参りま

す。

　「東セ協」の会員ならば「安心して防犯相談・防犯診

断が出来る」をモットーに「個人情報保護法」・「倫理

規定」等を遵守し、会員一同より一層研鑽して参る所

存であります。

　「安全・安心なまち東京」の実現に「東セ協」のもつ

豊富なノウハウを活かして貢献して参ります。

　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・ご鞭撻の程お願い申し上げまして、

ご挨拶とさせて頂きます。

ごあいさつ

特定非営利活動法人 東京都セキュリティ促進協力会 理事長　政本　猛
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　ＮＰＯ法人東京都セキュリティ促進協力会の皆様方には、平

素から警察行政の各般にわたり深い御理解と御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。

		また、皆様方には、各警察署と連携した防犯診断、各種キャ

ンペーン等における防犯機器の展示・相談等の活動を通じ、防

犯設備や錠前等の普及促進に多大なる御尽力をいただいている

ほか、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も

御助力いただき、重ねて御礼申し上げます。

		さて、都内の治安情勢でありますが、刑法犯の認知件数の増

加を受けて、平成15年から組織の総力をあげて「犯罪抑止総合

対策」に取り組んでまいりました。

　特に、防犯に関する取組は、都内の各地域において、皆様方

を始め、自治体、各事業者、地域防犯ボランティアの方々が相

互に連携し、推進していただき成果を上げているところでありま

す。

		その結果、昨年１年間の刑法犯の認知件数は、約18万6千件（前

年比－4.9％）と9年連続で減少し、本統計に移行した昭和４１年

以降、最少件数とすることができました。

		なかでも、皆様方の身近な犯罪である「空き巣」等の侵入窃

盗犯の認知件数は、約8千件で前年と比べ1,300件以上減少し、

本年に入りましても、引き続き減少傾向にあります。

		この成果は、言うまでもなく、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成果によるものであり、心から感謝申

し上げる次第です。

　しかしながら、最近はサイバー犯罪の増大、都内に一極集中

している振り込め詐欺の発生、女性を狙ったひったくり、タクシー

強盗、コンビニエンスストア強盗の増加等、都民の安全・安心

を脅かす事件が多発し、体感治安が低下するなど、都民の不安

を解消するには至っておりません。

　都民の皆さんに、ここ5年間の東京の治安に関する世論調査を

行ったところ、「悪くなった」と回答された方が３割を超え、更に、

犯罪にあう「不安を感じる」と答えた方は、実に半数以上に上り、

その理由として「社会のルールやマナーを守らない人をよく見か

ける」ことがトップとなっています。

		このような状況の中、誰もが犯罪被害に遭う不安を感じること

なく、安全で安心して暮らせる社会を実現するための取組をさら

に発展させていく必要があります。

		警視庁では、今後も業界関係者の皆様方はもとより、自治体、

関係機関、ボランティア等との連携を強化し、社会における規

範意識の向上と絆の再生に加え、犯罪に強い防犯環境の整備に

不可欠な防犯カメラの設置促進を図りながら、「犯罪の起きにく

い社会づくり」を推進していきたいと考えております。

		最近、災害対策などでよく引用される言葉で「備えあれば憂い

なし」ということをよく耳にされる機会があろうかと思います。

　紀元前480年頃の編集と伝えられる中国の年代記で孔子が編

集した史書に「春秋」がありますが、この「春秋」の注釈書「春

秋左氏伝」の中にこの言葉があります。

　ご存じかもしれませんが、この「備えあれば憂いなし」という

部分は、記載された言葉の三段論法の結論とされており、この

前にもやるべきことが記されております。

　居安思危（こあんしき）　「居安思危　思則有備　有備無患」

「安きに居りて危うきを思う　思えばすなわち備えあり　備えあ

れば患い無し」というものです。

　この意味は、「物事が平穏になされるには、まず普段から危機

をイメージすることが一番大切で、それができて初めて具体的な

行動をとることができ、万が一、危機が起こったときに万全な対

応をとることができる。」というもので、まさに防犯対策とはそう

ありたいと考えております。

　皆様方におかれましては、引き続きそれぞれの各地域におい

て、街の「防犯力」向上のため、安全・安心まちづくりに向けた

取組を積極的に展開していただき、地域安全活動の牽引役を果

たしていただきますようお願いいたします

　最後になりましたが、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、御多幸を祈念い

たしまして私の挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ

警視庁生活安全部長     河合　 潔
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平成 23 年 6月17日（金）15：30より、東京千代田区のグランドアーク半蔵門３階「光の間」にて、平成 23 年度

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 22 年度事業報告と収支決算報告、役員の改選に関する件が報告され、いずれも異議なく可決

承認されました。その後、警視庁	生活安全総務課	宮入生活安全対策第二係長より、来賓としてご挨拶していただき

ました。

また当日は、通常総会に引き続き17 時 30 分より、懇親会が開催されました。政本理事長の挨拶の後、警視庁	青

山生活安全総務課長、公益社団法人	日本防犯設備協会	服部代表理事より、ご挨拶をいただきました。警視庁	生

活安全部	高橋管理官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２３年度　通常総会開催

警視庁 青山生活安全総務課長（当時）

警視庁 生活安全部 高橋管理官

警視庁 生活安全総務課 宮入生活安全対策第二係長（当時）平成23年度 通常総会

公益社団法人 日本防犯設備協会 服部代表理事

がんばろう東北！がんばろう日本！！
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平成 24 年 2月7日（火）15：30より、東京千代田区のスクワール麹町３階「華」にて、平成 23 年度臨時総会が開

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 24 年度事業

計画（案）と平成 24 年度収支予算（案）、登録会員及び定款変更の件がいずれも異議なく可決承認されました。また、

報告事項として委員会の報告及び会員の動静に関し報告がありました。

引き続き17 時 30 分より「錦」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	河合生活安全

部長、公益社団法人	日本防犯設備協会	関根事務局長、創立１０周年を迎えられましたNPO法人	大阪府防犯設備

士協会	平野理事長より、ご挨拶をいただきました。公益財団法人	東京防犯協会連合会	西専務理事の祝杯で華やか

に開催されました。交歓会は、約 2 時間にわたり、警察関係の方々や会員相互の和やかな歓談と談笑が続き、ご出

席の皆様の親睦を深めることができ、盛会のうち終わりました。

平成２３年度臨時総会および平成２４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 関根事務局長（当時）

公益財団法人 東京防犯協会連合会 西専務理事 新年交歓会

警視庁 河合生活安全部長

ＮＰＯ法人 大阪府防犯設備士協会 平野理事長
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各団体の近況報告

しげミン　本日は大変お忙しい中、座談会にご参加い
ただきありがとうございます。まず始めに、近況をお伺

いしたいと思います。服部代表理事、公益社団法人　

日本防犯設備協会（以後、日防設）の近況等をお聞かせ

いただけますか。

服部代表理事　日防設は、昨年協会設立25周年を迎
え、４月１日には公益社団法人として新たなスタートを切

りました。先日は、第77回防犯設備士養成講習・資格認

定試験を実施し、現在資格取得者は累計で約2万3000

名弱。総合防犯設備士も約300名登録されています。

昨年は高知県で、今年になって熊本県で地域協会が設

立され、47都道府県のうち37都道府県で設立されたこ

とになります。当会を中心とした活動は着実に広まって

いますが、地域協会、防犯設備士の皆さんの活躍の場

が十分でなく、そういう中で、今回、ＮＰＯ法人　東京

都セキュリティ促進協力会（以後、東セ協）が、東京で

勤務されている防犯設備士の方 を々中心に「登録会員制

度」をされることに、大変期待をしているところです。

しげミン　平野理事長、ＮＰＯ法人	大阪府防犯設備
士協会（以後、大防設）の近況はいかがでしょう。

平野理事長　私どもは、昨年11月15日に設立から丸10

登録会員制度について
しげミンが聴く　防犯対策インタビュー。
６回目の今回は、各団体代表の皆様をお迎えして、当会が新しくスタートする
「登録会員制度」をご紹介しつつ、防犯対策のこれからについてお話しを伺いました。

出席：服部　範雄様（公益社団法人 日本防犯設備協会 代表理事） 政本　　猛	 理事長 

	 平野　富義様（NPO法人 大阪府防犯設備士協会 理事長） 照井　康平	 副理事長 

 武富　正隆様（総合防犯士会（ASES） 会長） 

司会：後藤　しげみ　理事

インタビュアー
後藤　しげみ　東セ協理事

第6回
しげミンが聴く
防犯対策インタビュー

服部　範雄様（公益社団法人 日本防犯設備協会 代表理事）

東京都では、安全・安心まちづくりの推進
を図るため、平成15年10月に「東京都安
全・安心まちづくり条例」が制定され、近年、
侵入盗犯認知件数は減少傾向をたどってい
ますが、優良な防犯器具や防犯設備を広く
普及させるとともに、都民の防犯意識の向
上を図る事も重要な課題です。NPO法人
東京都セキュリティ促進協力会は都民が安
心して暮らせる、安全なまちづくりに貢献
するために「登録会員」を募集いたします。

1.登録会員の目的
東京都在住、在勤、東京都にて営業活動を営む、
のいずれかの防犯設備士（公益社団法人日本防
犯設備協会が認定した「防犯設備士」と「総合
防犯設備士」の両者を指す。）の 活用と育成及び
スキルアップを図り、警察、自治体等が実施す
る地域安全活動に協力し、都民の防犯意識を高
め、都民が安心して暮らせる安全なまちづくりに
貢献することを目的とする。 

2.	登録会員の応募資格
東京都在住、在勤、東京都にて営業活動を営む

いずれかの防犯設備士(公益社団法人日本防犯
設備協会が認定した「防犯設備士」と「総合防
犯設備士」の両者を指す。)で、 本会の定める登
録会員の目的に賛同する個人。 

3.	登録会員の会費
　(1) 入会金　無料
　(2) 年会費　無料 

4.	登録会員の特典
　(1) メールマガジンなどの情報の取得。
　(2) 教育支援講習や各種セミナーの受講（有料）。

NPO法人東京都セキュリティ促進協力会「登録会員」について
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年を経過し、今年１月22日に10周年の記念式典を催しま

した。設立した平成13年は、大阪府の刑法犯認知件数

が東京都を抜いてワースト１になった年でした。ちょうど

その頃から防犯モデルマンション登録制度（大阪は、認

定制度ではなく登録制度）を立ち上げるという動きがあ

り、そんな中で協会が設立されました。11年目に入り、

東セ協さんに少しでも近づけるように頑張っている昨今

です。

しげミン　武富会長、総合防犯士会の近況などお話し
いただけますでしょうか。

武富会長　当会は、日防設が認定している総合防犯設
備士の有志が集まって「総合防犯を考えるサムライ（士）

の会」として、平成21年３月６日に発足しました。「事業

部会」、「広報部会」、「総務部会」の３部会で活動を行っ

ています。

特筆すべきは２つあります。１つは、昨年11月、東京ビッ

クサイトでの「危機管理産業展2011」において主催者

の依頼を受け、パネルディスカッションを行い大変盛況

でした。もう１つは、今年３月６日から４日間開催された

「SECURITY	SHOW	2012」（東京ビッグサイト）で、当

会は日本経済新聞社に協力して、恒例の防犯相談コー

ナーを担当させていただきます。イベント会期中の８日

には、当会の第４回定期総会があり、今はそれらの準

備で一生懸命やっているところです（座談会時点）。

しげミン　政本理事長、東セ協の登録会員制度以外の
近況をお聞かせください。

政本理事長　東セ協は、平成
12年３月に発足しました。現在

は、正会員、賛助会員、特別会

員で構成され、合計会員数99（正

会員88、賛助会員３、特別会員

８）です。会員活動は、７つの委

員会で運営されています。その

中でも一番の私どもの事業収入

となっているのが、「学校110番

委員会」の活動です。委員長で

ある照井副理事長の頑張りで入

札にこぎ着け、1561校の受注か

らスタートし、現在は約2175校

に増えています。

そして、本日のメインテーマであります「登録会員」の

制度がいよいよ始まります。すでに総会での審議は通過

し、東京都の認証を待っているところです。

東セ協が新たにスタートする
「登録会員制度」と
各団体の会員の現状

しげミン　「登録会員制度」について、照井副理事長よ
り、東セ協がこの制度を立ち上げた経緯をご説明いた

だきたいと思います。

照井副理事長　政本理事長と共に、日防設の立ち上げ
当初から関係し、防犯設備士を共に育てて来たメンバー

として、現在の防犯設備士のあり方には疑問を感じてお

ります。日防設の方も頑張っていただき、一時は国家資

格という話もありましたが、なかなか難しい問題もあり、

各地域協会に運用・活用を半ば任せているのが現状で

はないかと感じています。

東セ協も、99会員で組織されていますが、以前その会

員の中の防犯設備士についてアンケート調査を行ったと

ころ、当時東京には、2,000名近い防犯設備士がいたに

も関わらず、回答があったのは560数名でした。東京在

住のメンバーが、実際どのくらい東セ協に入っているの

かなど、考えると非常にわずかな人しか登録していない

のでは、ということを感じました。

座談会風景
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防犯設備士が一堂に会し、我々のメッセージが届く距離

に留めることができないだろうか、ということを考えた

結果が、「登録会員制度」でした。

今ある99会員の中でも、積極的に参加される会員もいま

すが、当会からの案内が窓口で止まってしまい、各防

犯設備士まで届かない会社もたくさんあります。それで

は事業に参加するメンバーが限られてしまいます。

つまり、実際に活動する人数が足りない状況になってい

きます。

登録会員制度では、防犯設備士の資格を持つ人であれ

ば、誰でも無料で登録をしていただけるようにしました。

当会の活動が常にメルマガとして届き、気持ちがあれ

ばいつでも参加できる。活動する人を増やすためのセミ

ナー等を開き人材の育成もしたいと、いろんなことを同

時に考えて計画したわけです。

募集・申込は、ホームページを整備して、今後の運営が

楽になるよう準備をしています。

正式には7月頃のスタートになると思います。それ以前に、

東セ協の皆さんの登録を試験的に行って、流れを検証

しようと思っています。

しげミン　次に、地方協会の立場から、平野理事長に
お話しを伺いたいと思います。大防設の防犯設備士は、

どのような活躍をされていますか。

平野理事長　登録会員制度は、素晴らしいですね。私
どもも課題は会員の増強です。会員は約100社強で、そ

れら企業に所属している防犯設備士数は、およそ300名

でした。大阪は全部で2,000名以上の防犯設備士がいる

のに、その程度しか参加していないというのが現状です。

大防設では、防犯設備アドバイザーという組織を作りま

した。防犯設備士に、さらに専門的な講習を行い、受

講された方に防犯設備アドバイザーという資格を与え、

その人たちを中心に防犯診断をしていただいています。

また、今年１月、福岡県警がセキュリティーアパートに力

を入れておられることがニュースになりましたが、私ども

は防犯戸建住宅の認定制度「大阪府防犯優良戸建住宅

認定制度」を始めています。

大阪府警は、「住宅侵入犯罪抑止対策協議会」立ち上

げに力をいれておられますが、会員のハウスメーカーの

住宅から認定していこうと、すでに約167件の認定申請

が来ています。全国に先駆けた新しい流れかと思います。

今後定着してきたら、協議会のハウスメーカー以外でも

申請があれば認定できるようになるのではないかと期待

しています。

「学校110番」については、当会では、池田小学校事件

があった大阪教育大学付属の幼稚園、小学校、中学校、

高校、大学、養護学校について、大阪府警の依頼で防

犯診断を行い、レポートを提出しました。後に幼稚園と

養護学校から要請があり、３校分について学校110番を

設置させていただきました。

東セ協さんの2,000校余りの学校110番は、大きな事業

収入になっているでしょう。故にいろいろな前向きな展

開ができるのだと思います。

一般的な地域協会は、継続・維持して行く財源に、非

常に苦労しておられると思います。

しげミン　大防設では、300名ほどの防犯設備士の内、
常に活動されている方はどのくらいですか。

平野理事長　アドバイザー資格を持っておられる約100
名。その100名が常時動いているわけではなく、実際に

は50名以下でしょうね。

結局、大手企業に所属されている方は、仕事中に活動

するのは難しい。要請は土日ばかりではありませんから、

動ける者しか動けないのが現実ですね。

平野　富義様（NPO法人 大阪府防犯設備士協会 理事長）
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防犯設備士の活動としては、大阪府は、平成14年４月１

日に「安全なまちづくり条例」を全国に先駆けて制定し、

府下の自治体も「安全なまちづくり協議会」というのを

作りました。そこに、大防設の会員が委員として参加し、

それぞれの地域でボランティア活動を行っています。

しげミン　防犯戸建住宅の認定制度についてですが、
これは設計・新築物件の審査なのか、それとも販売後、

居住されている物件の審査なのですか。

平野理事長　現在は新築物件ばかりです。設計段階で
依頼があり、申請段階での書類審査、完成後の竣工検

査。マンションの認定制度と同じような仕組みです。費

用は一戸8,000円。認定した物件には、大防設のシンボ

ルマークをベースにあしらった認定シールを付与し、玄

関付近に貼らせていただきます。

政本理事長　マンション等の認定制度は、大防設さん
が先輩であり、東セ協はまだ数も少ないですので、いか

にPRするかなどいろいろと教えてください。

平野理事長　東京でも実施されたと思いますが、大阪
ではスタート時にデベロッパーや建築設計事務所など関

係する企業や報道機関を集め記者会見を実施しました。

政本理事長　とにかく一般の方々に広く知っていただく
方法を考えていかなければと思っております。

しげミン　政本理事長、同じ地方協会として東セ協の
防犯設備士は、どのように活躍していますか。

政本理事長　中央区、港区等の自治体からの依頼を受
けて、防犯診断・防犯相談・イベント等における防犯相

談員の派遣・防犯機器の展示・防犯講和の講師派遣等

を、有料でさせていただいています。ただし「防犯設備

士に限る」という条件が区の方からついています。

次に警視庁の「建物防犯協力員制度」があります。警

視庁生活安全部長より委嘱を受けて、各警察署からの

要請による各種防犯活動に「建物防犯協力員」として、

こちらも有料で派遣しています。「防犯設備士」の取得

者が条件となっており、防犯設備士の活躍の場をいた

だき、大変有難く思っています。

しげミン　武富会長、総合防犯士会で総合防犯設備士
はどのような活躍をしていますか。

武富会長　当会の会員は全国に散らばっているため、
頻繁に集まって何かするということは、ほとんど出来ま

せん。３つの部会いずれかに所属していただき活動する

ことになっていますが、目立った活動は行われていませ

ん。イベントでのパネルディスカッションや防犯相談コー

ナーなどを行っています。会員がパネリストになったり、

防犯相談を担当してくださっています。

当会に所属している総合防犯設備士は、基本的には地

域協会に所属されている方が多いので、地域ごとに活動

していただいています。会として会員の方々には、研修

会や見学会、講演会を行い、広く最新の犯罪情勢を知

る機会や、スキルアップ、自己啓発の場を提供して、地

域の協会活動や勤務先での仕事に活かしていただけた

らと思っています。

しげミン　全国組織である総合防犯士会は、同じく全国
組織である日防設との役割分担の取り決めはありますか。

武富会長　会則には、「日本防犯設備協会と目的を共有
し連携をとる」とあり、基本的には相互支援の関係に

あります。会員の方に講習会などの周知を図ることなど、

日防設の活動を後方支援といったかたちでやらせていた

だいています。

これからの防犯設備士の活用と
日防設に望むこと

しげミン　防犯設備士の生みの親である日防設の服部

政本　猛　東セ協理事長
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代表理事にお伺いいたします。将来的に日防設は総合

防犯設備士を含めた防犯設備士の活用等について、ど

のようにお考えでしょうか。また、防犯設備士制度は、

今後どのようになるでしょう。ビジョン等がありましたら

お聞かせください。

服部代表理事　大変難しいご質問ですが、まず日防設
としては、地域協会を通じて防犯設備士、あるいは総

合防犯設備士の人たちに、いかに活躍していただくかを

考えています。地域に密着した活動は、地域協会の旗

の元で行なっていただく。これまでなかなか自立できな

い地域協会もあり、活動の基盤整備ができないかと話

し合って来ましたが、現段階ではこれと言った案が出て

いないのが実情です。

これまでの防犯活動は、どちらかというと市民の交通

安全運動のような感じで行われて来た経緯があり、必ず

しも中身の濃い防犯活動が行われているとは言えません

でした。私たちが進めている、または進めようとしてい

る防犯活動は、防犯設備機器を中心に据えて、より堅

固な犯罪に対する防備、壁を作るということです。これ

は素人ではできませんし、場合によっては費用も掛かり

ます。その辺をもっと警察当局あるいは自治体にご理解

をいただき、それぞれに拡充して行くのがいいのではな

いかと思います。

もう１つは、「検挙に勝る防犯なし」という言葉があるよ

うに、ピッキングが横行した際には、より防犯性能の高

い錠の普及が図られました。

国民生活、国民の安全安心感を損なうような犯罪が多

発している時には、それに対応した防犯設備士の専門

知識を活かした活動が必要です。捜査活動には、捜査

費というきちんと認められた予算措置がありますから、

例えば、放火が多発していたら、私たちは捜査活動に

おいて自分たちの持てるもので何かできることはない

か、ということを考えてみてもいいのではないでしょうか。

捜査活動に機材を貸し出し協力して対価をいただく。自

分たちの存在、資格、持てるものを目に見える形の活動

にして行くことが必要だと思います。

この他にも、防犯カメラ、中でも街頭防犯カメラが普及

し、世間の注目も集めています。大変役に立っていると

いうことが、過日の日経新聞夕刊でも報じられていまし

た。そこでも「検挙に役立った」という話があります。

大切なことは、私どもとしては、定款にもあるように、

優良な防犯機器を世の中に普及させていくことです。設

置しっぱなしではなく、運用管理することも必要。そこ

で地域協会の会員に動いてもらえないかということを考

えています。

前述の日経の記事には、日弁連はプライバシーの侵害

があると言っているとありましたが、それならば、防犯

の専門家は専門知識に基づいて、統一した見解を持ち、

設置の仕方、運用の仕方を整理して、実際の運用に当

たる。そういうことが必要だと思います。

しげミン　平野理事長からは、日防設に期待すること
はございますか。

平野理事長　37ある地域協会から、独特なやり方で非
常に県民に喜ばれている、もしくは新しいシステムで展

開して非常に面白いという情報を吸い上げていただき、

全国の地域協会に配信していただく。これは日防設で

ないとできないことなので、ぜひお願いしたいです。

服部代表理事　こちらに来て１年半弱なのですが、地
域協会から情報を吸い上げるという活動はほとんどされ

ていません。新年度からは事務的な職員、ないしはそ

れに準ずる人を地域に派遣して、じっくりお話を伺った

り、平野理事長のおっしゃられたように、先進的な取り

組みをされているお話、さらに加えて、日防設として蓄

積した知識など、いろいろな防犯機器の使用のアイデア

等を直に伝える。そういうことをしたいと考えています。

武富　正隆様　（総合防犯士会（ASES）会長）
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しげミン　武富会長からは日防設に期待することはござ
いますか。

武富会長　総合防犯士会の会員は、日防設が認定した
総合防犯設備士の有志で構成されています。その方々

の中には、退会される方もいらっしゃる。

理由は、「入っているメリットがほとんど無い」というの

がままあります。会員の活躍の場の創出に向けた活動不

足を役員として反省しておりますが、日防設にご協力い

ただいて、防犯設備士、総合防犯設備士の資格を持っ

ている方の活躍の場をなんとか獲得していただけないか

とも思っています。

以前から申し上げていますが、例えば、地方自治体の

条例等に防犯設備士、総合防犯設備士を組み入れても

らう。あるいは、自治体で設計、運営される公共施設

の防犯設備を発注の際には、設計審査や監査に防犯設

備士を活用していただけるような仕組みを作るなど、ま

ず自治体の方に防犯設備士を知っていただいて、仕事

を獲得していただきたい。

その他にも、関連団体がたくさんあります。建築家協会

やビルのメンテナンス協会など、防犯設備士が活躍でき

そうな場をもっと積極的に確保していただければ、資格

を取ることの意味がでてくるのではないでしょうか。受

験者の減少対策にもなると思います。総合防犯士会とし

ては、講演会とかスキルアップセミナーに積極的に参加

して、最新の知識、情報を身につけていないと総合的

な活動、総合防犯という立場での活動ができないと思い

ますので、日防設には、そういう働く場を確保していた

だきたい。

当会としては、そこに供給して行く人材を育成していき

たいと考えています。

しげミン　政本理事長はいかがでしょうか。
政本理事長　お二人のお話しに尽きると思いますが、
現在準備している「登録会員」のことを踏まえ、防犯設

備士に絞って申し上げるならば、「魅力ある防犯設備士」

にすることだと思います。どのようにしたら魅力ある資格

だと認識してもらえるだろうか。一番簡単なのは、防犯

設備士でないとこの業務はできないということになるか

もしれませんが、それらを含めて日防設を中心にみんな

で考えて参りたいと思っています。

防犯カメラの話がありましたが、市民、都民の方々が非

常に関心を持っておられますが、そういう中で、防犯設

備士の活躍の場をどのようにしたらいいのか。非常に難

前列左から武富 正隆様（総合防犯士会（ASES）会長）　服部 範雄様（公益社団法人 日本防犯設備協会 代表理事）
平野 富義様（NPO法人 大阪府防犯設備士協会 理事長）　後列左から後藤 しげみ 東セ協理事（インタビュアー） 

政本 猛 東セ協理事長　照井 康平 東セ協副理事長
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しいテーマですが、その１つの刺激剤として「更新」が

あるかと思います。防犯設備士の資格更新の際に、「勉

強しなくては」という刺激を与えられたらと思っていま

す。

防犯設備士を掘り起こし、「資格を取得してよかった」と

いう流れにもっていきたい。それが人から人に伝われば、

いろんな方々に受験、受講していただけるのではないか

と期待しています。

各地方協会の皆様にも、東セ協が今回起ち上げた「登

録会員制度」を参考にしていただいて、防犯設備士の

掘り起こしをやっていただけたらと思います。

服部代表理事　総合防犯設備士には、更新講習などを
していただくことも検討中です。いずれにしても総合防

犯設備士には、防犯設備士の上位に立ってリードしてい

ただき、地域協会等の中核のメンバーになって活躍して

いただきたいです。これからの防犯設備士の活躍の場

は、地域協会に集まっていただいき、そこで警察や行政、

市民からのいろんなニーズに対応していくのが基本では

ないかと思います。

現在、街頭防犯カメラが大変増えていますが、カメラの

維持管理、収集したデータ等の管理で、問題が出た場

合、何らかの規制をしてくださいという、世の中のニー

ズ、期待は高まると思います。そうした時に、地域協会

が定期的にカメラのチェックをすることを引き受ける。そ

ういった形にもっていけないかと思うのです。

昨今、情報セキュリティが問題になっています。

インターネットを通じて、ハッカーがいたずらをしたり、

ソフトを売りつけたりする話がありますが、情報セキュリ

ティにとってもう１つ大事なことは、情報のある場所への

出入管理、建物をしっかり管理をしたりということです。

身内から情報が盗み出されるということも、もう少ししっ

かり考えていってもいいのではないでしょうか。相当専

門的な知識も必要ですが、全体の安全をどう確保して

行くのかというところを、常に考えていきたいと思ってい

ます。

個人的な意見になりますが、団体として「学校110番」

の仕組みにメスを入れたり、一定のセキュリティの維持

を引き受けられるようなプロ集団にしていきたいと思って

います。

照井副理事長　日防設には、防犯設備士と機器の優良
認定品が一緒に動くという骨子がありますが、この辺を行

政などに提言することは、日防設としてはどうでしょうか。

服部代表理事　公的な場に防犯カメラをいれるという
ニュースが流れましたら、いろいろなチャンネルを使っ

て働きかけたいと思います。

照井副理事長　私たちは地元で活躍の場を見つけ出す
ことはできるのですが、国や行政などとのパイプは、日

防設に先導していただきたいと思っていますので、ぜひ

ともお願いをしたいと思います。

東京は、仕事はあっても動くメンバーが足りない。地方

とは逆のことが起こっていますが、例えば、東京では資

格とやる気があればコミッションも出せますので、サラ

リーマンを退職される方に、今後資格を持っていただけ

たなら、本人にとっても地域に貢献しながら、収入も得

られるというやりがいにも繋がるかとも思います。

しげミン　大変お忙しいところ長時間に渡りありがとう
ございました。皆様で東セ協の「登録会員制度」につ

いてバックアップしていただけますよう、お願いし、座

談会を終わりたいと思います。本日はありがとうござい

ました。

照井　康平　東セ協副理事長
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平成23年度	東セ協の活動内容①（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
◆講師・建物防犯協力員・防犯アドバイザー派遣の一部
[平成23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（59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（18物件）
5月10日	 新宿警察署	「マンションの防犯診断」　　於：現地
6月14日	 高井戸警察署	「防犯パトロール隊」防犯講和　　於：区立浜田山会館
6月24日・25日	 中央区ブーケ祭り　　於・中央区湊・女性センター
6月～7月	 中央区地域防災フェア　　於：20会場
7月22日	 下谷警察署	「町会・パトロール隊・警備業等」防犯講和　　於：樹坂ビル
8月27日	 青梅警察署	「防犯のつどい」防犯講和　　於：霞協栄会館
9月11日	 東京湾岸警察署	「カギの展示と防犯相談」　　於：中央卸売市場
9月13日	 警察学校専科「錠前の基礎知識」講師派遣　　於：目黒合同庁舎
9月16日	 警察学校専科「防犯警報機の仕組み」講師派遣　　於：目黒合同庁舎
10月4日	 愛宕警察署	「町会・支部長会議」防犯講和　　於：署講堂
10月8・9日	 千住警察署	「足立区民まつり」防犯機器の展示・防犯相談　　於：まつり会場
10月11日～15日	駒込警察署	「秋の地域安全運動」防犯講和　　於：区立シルバーピア向丘	他
10月12日	 野方警察署	「ビル防犯部会」防犯講和　　於：署講堂
10月12日	 石神井警察署	「石神井地域安全のつどい」　防犯講和　　於：大泉学園ゆめりあホール
10月15日	 町田警察署	「地域安全のつどい」防犯講和　　於：町田市民フォーラム
10月17日	 東村山警察署	「防犯機器の展示と防犯相談」　　於：秋津公園
10月17日～19日	中央警察署	「防犯機器の展示と防犯相談」　　於:八重洲地下街
10月23日	 中央区　住まいのセキュリティアップ支援事業相談業務　　於：区立あかつき公園
12月2日	 滝野川警察署	「防犯活動推進員等研修会」防犯講和　　於：滝野川会館
12月3日	 南千住警察署	「防犯パトロール隊」防犯講和　　於：署道場
[平成24年]
1月～3月	 中央区　生活安全・防犯アドバイザー派遣業務委託（6物件）
1月24日	 大森警察署	「防犯活動推進員等研修会」防犯講和　　於：大森スポーツセンター
1月28日	 五日市警察署	「防犯活動推進員等研修会」防犯講和　　於：五日市地域交流センター	まほろばホール
2月12日	 竹の塚警察署	「防犯活動推進員等研修会」防犯講和　　於：花畑公園	桜花亭
3月6日～ 9日	 SECURITY	SHOW2012　相談員として防犯アドバイザー派遣　　於：東京ビックサイト

◆報道への協力、インタビュー対応
[平成23年]
4月20日	 日本の防犯　取材対応
8月4日	 読売新聞　取材対応

中央区おまかせ出前相談 防犯診断 防犯アドバイザー実施研修
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平成23年度	東セ協の活動内容②（平成23年4月1日～平成24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23年]
5月25日	 【第1回】万引き対策店舗見学会（東京万引き防止官民合同会議）　　於：渋谷ファッションビル
5月27日	 東京都安全･安心まちづくり協議会　第1回幹事会　　於：都庁
6月8日	 （公社）日本防犯設備協会　通常総会・懇親会　　於：グランドアーク半蔵門
6月17日	 平成23年度　東セ協　通常総会・懇親会　　於：グランドアーク半蔵門
7月4日	 第4回「東京万引き防止官民合同会議」　　於：警視庁
7月22日	 【第2回】万引き対策店舗見学会（東京万引き防止官民合同会議）　　於：豊島区のスーパーマーケット
7月29日	 第2回「万引き追放SUMMERキャンペーン」　　於：日比谷公会堂
8月24日	 【第3回】万引き対策店舗見学会（東京万引き防止官民合同会議）　　於：足立区のショッピングセンター
11月11日	 （公社）日本防犯設備協会第6回「都道府県防犯設備士（業）協会　全国大会」　於：ホテルモントレ神戸
11月22日	 第5回「東京万引き防止官民合同会議」　調査研究委員会・防犯設備委員会　於：警視庁
12月12日	 第5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24年]
1月19日	 警視庁生活安全部　武道始式　　於：警視庁
1月20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	 （公財）東京防犯協会連合会　総会　懇親会　　於：グランドアーク半蔵門
1月26日	 「東京万引き防止官民合同会議」　認定委員会　於：高千穂交易（株）　会議室
2月7日	 平成23年度　東セ協臨時総会・新年交歓会　　於：スクワール麹町
3月6日	 第3回「万引き防止のための防犯責任者養成講座」　於：東京商工会議所　国際会議場

◆平成23年度　東セ協理事会
第31回：平成23年4月25日　第32回・第33回：平成23年6月17日
第34回：平成23年9月22日　第35回：平成23年12月2日　　第36回：平成24年2月7日

◆東京防犯優良マンション等審査委員会他
[平成23年]
7月22日	 ライオンズ錦糸町レジデンス　防犯優良マンション竣工審査委員会
9月12日	 リフレックスⅢ　防犯優良マンション竣工審査委員会
9月12日	 西葛西駅前グリーンホームズ設計審査委員会
11月28日	 （仮称）赤坂六丁目マンション　防犯優良マンション設計審査委員会
11月28日	 ライオンズ錦糸町北斎通りプレーゼ　防犯優良マンション竣工審査委員会
11月28日	 THE・サンメゾン神宮前4丁目ELDO　防犯優良マンション設計審査委員会
12月9日	 レクシオお花茶屋プロジェクト（西棟）　防犯優良マンション設計審査委員会
12月9日	 レクシオお花茶屋プロジェクト（東棟）　防犯優良マンション設計審査委員会
[平成24年]
2月29日	 白金台二丁目　防犯優良マンション設計審査委員会
3月16日	 （仮称）プレミアレックス勝どき　　防犯優良マンション設計審査委員会

防犯アドバイザー養成 防犯優良マンション等審査委員会 理事会
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委員会だより　①

昨年は東日本大震災、原発事故そしてタイの大
洪水、今まで経験したことのない大規模の災害が繰

り返し押し寄せ、未だ解決できない先の見えない不安な状態です。
東セ協事務局も自衛の考えから緊急用の飲料水、ヘルメット等

防災グッツを今年度予算計上させて頂きました。
今年は永年勤務され、御結婚を機に退職された小松さんに代

わり、佐藤小夜子さんが入局して事務局も新たな気持ちでスター
トしております。月一回の定例の総務委員会には委員のほか、理
事長、副理事長、各委員会委員長にも出席して頂き、東セ協の

総務についての議論をしております。
総務の活動は主に効率的な事務局運営、会員の動静、名簿の

整備等があります。また隔月に開催される理事会及び年２回の臨
時総会、通常総会の資料の準備等があります。より健全で会員の
為になる事務局になるよう考えております。
今年は会員種別に新たな会員が増え、事務局の作業量の増加

が予想されますが会員皆様のお力を借りながら正確な事務処理を
目指しますのでご協力よろしくお願い致します。

平成23年度は、広報委員並びに担当の櫻井副理
事長始め、関係各位のご協力の下、ホームページ

をリニューアル致しました。
主な変更点は、①トップページを温かみのあるデザインにしま

した。②東セ協のこれまで発行した広報誌や、各種リーフレット
をダウンロードできるようにしました。会員の皆様にも是非ご活用
いただける様お願い致します。
又、会員の皆様で新たにホームページを作成された所は、リン

クを張りますのでお申し出いただける様お願い致します。

平成24年度は、この広報誌の中でも座談会を行った「登録会員」
制度が始まります。各委員会と連携して、防犯設備士の活躍の場
をつくり、スキルアップを図る一助となれる様努力してまいります。
各種メディアからもご興味をもって頂き、東セ協の認知度を上

げて行ける広報活動を展開していく所存です。関係各位様に置か
れましては、これまでと変わらぬご指導・ご鞭撻の程、お願い申
し上げます。
警視庁様はじめ、各種取材や原稿の提出に当たってご協力頂

いた皆様に感謝する共に、今後もご協力の程お願い申し上げます。

平成23年度は東京防犯優良マンション登録制度
においても東北大震災の影響が如実に表れた1年

でありました。昨年度の審査対象１０物件のうち、上半期はわず
か1件であり、下半期に残り9件の審査が実施されたという状況
でした。震災後の活力を採りもどすためにはここ東京においても
6カ月以上の時間が必要だったものと思われます。
影響はこれだけにとどまらず、直近４つの竣工物件においては、

引き渡し期日を過ぎても建物の一部が完成せず、竣工調査を延
期せざるを得ない物件が連続して発生いたしました。竣工調査に
赴き、何もできずに帰る事となった調査員の方々もおられ大変申

し訳なく思います。
さてこの工期遅れの理由でありますが、職人の方が不足してお

り工事が行程表どおりすすまなかったというものがほとんどであ
りました。東北の復興が本格化しつつあり東京にかぎらず関東の
建築現場においては慢性的な職人不足に頭を痛めているという
噂も耳にいたします。
今後復興がさらに本格化することから今後もこのような事態

が起こり得るものと思われることから申請者と緊密に連絡をとり
ながらスムーズに調査・審査業務を推進し登録物件をさらに増
してまいりたいと存じます。

平成23年度における防犯設備士委員会活動実績
は、防犯診断86件（172名）・防犯相談コーナーへ

の相談員派遣3件（40名）を初め、講習会等のセミナー企画運営
等にたくさんの会員の皆様にご協力を頂きました事を心より感謝
申し上げます。防犯設備士委員会の活動は東セ協会員の皆様の
協力により成り立っています。今後も防犯設備士委員会運営にご
協力の程、よろしくお願い申し上げます。
防犯設備士委員会の主な活動の一つである防犯診断の依頼数

が残念な事に今期は減少が予想されます。東日本大震災・首都
直下型地震の予測等、防災に大きな重点を置かなくてはいけな
い状況では仕方が無いのかもしれません。しかし、防災一辺倒
では安全・安心まちづくりを進めることは出来ません。今期は、

防災を考慮した中で適格な防犯を確立する事が出来るような優秀
な人材育成を中心とする活動を行う予定です。
非常に高度な知識を求められることから、合格率が低迷してい

る総合防犯設備士の資格取得のための講習会を前年度に引き続き
開催し、一人でも多くの総合防犯設備士有資格者が誕生するよう
にバックアップして行きます。おかげさまで、昨年度は受講生の中
から念願の合格者を出す事が出来ました。今期も合格者が続いて
出るように願っております。
また、時代にマッチしたスキルを習得する事が出来るようにスキル

アップセミナーの実施を考えております。都民の皆様に安心して暮ら
す事が出来るような具体的な提案と「東セ協にお願いしてよかった。」
と言って頂ける様な安心感が提供できるような人材育成を目指します。

　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　矢嶋　大助
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委員会だより　②

おかげ様で１2年！一年一年とミルフューユの層
の様に積み重ねて参りました東セ協！その会員各位

の研修、交流のお手伝いをさせて戴いている委員会でございま
す。本紙面を借りて23年度に行った事業をご紹介させていただき
ます。昨年の暮12月の夕刻、東京駅のはとバス乗り場に集合した
一行、早速バスに乗り込み一路川崎のコリアンタウンへ・・時間
の関係で兎に角、皿に盛られた肉を焼いては食い、マッコリをグ
ビっと、また焼いては食いの繰り返し、キムチの香りともにバスに

もどり・・いよいよメインイベントである川崎工場群のイルミネーショ
ン、絶景夜景で萌え・・・を見学体験をしてきました。川崎市観
光産業係りのボランティアガイドさんの説明を聴きながら煌く幻想
的な光景、煙突の先から燃え上がるフレアスタッグ、炎の揺らめ
きを眼に焼きつけて帰って参りました。
今年度も楽しく学べる企画をして参ります。引き続き宜しくお願

い申し上げます。

東京都青少年・治安対策本部　安全安心まちづ
くり協議会参画し、都内５０余団体に東セ協の活

動内容を報告した。
また、各都道府県に策定されているところの、「既設建物防犯

基準」調査研究のため日本防犯設備協会ＢＳＳ委員会（ベスト・
セキュリティ・システム）既設建造物の防犯基準策定ワーキンググ
ループに参加した。
防犯設備士全国大会に参加し、全国の防犯情報収集した。
そのなか、ＣＰＳＭ（防犯既設集合住宅）において調査研究を

行いました。東京都との連携を視野に入れながら、点から線に
向かうべく協議しました。また、国交省平成２２年度マンション
等安心居住推進事業の確認を行い、多方面での情報収集も行い
ました。
委員会重複参加会員も多くなり、会員の事業積極参加掘り起

し、および会員拡大を推進していく必要性を感じ、会員の負担
が新規事業推進の障壁になるのではないかと危惧感もあります。
それとは別に、ＢＣＰ（持続可能）も早急に対応すべきであろ

うと考えております。

平成１３年６月石原都知事は、池田小学校の惨
事を受け警視庁と協議の上、都内約6000施設の私

立公立中学校・小学校・幼稚園・認可保育園等の教育施設に銀
行とまったく同じシステムで行う110番非常通報システムを導入する
ことを決定した。このシステムは非常ボタンを押すと警視庁の通
信司令室に自動通報され、いち早く警察官が現場施設に駆けつ
ける事が出来るシステムですが、長いあいだ金融機関（銀行・郵
便局）等でしか設置許可になっていなかったシステムです。当時、
当協力会が担当した1561施設から始まった事業も現在は、2175
施設のシステムを管理担当させていただいております。
24時間の中央監視センターで常に設備状態を監視し、年４回

の定期点検を行い一施設あたり28,500円/年をいただき常に安全
で確実に運用できるように努めております。当協力会にとっても創

立以来のメイン事業となっています。
２０１０年８月の理事会において委員会化することが決定され、

その年の１２月に第１回の委員会が開催されて以来、２ヶ月に１回
程度開催され事業内容の協議や審議がなされ充実した事業へと
発展してまいりました。２０１２年１月からは、新たな端末機（通
報装置アツミ電気製）がリリースされ、４月からは今まで駆使して
来ましたセンターマシン岩崎通信機製・コビシ製をリニュアルし、
アツミ製と合せ３機種のマシンが新たに稼働いたしました。
最後になりますが、このたび学校110番委員会の委員長を照井

副理事より、わたくし青木が引き継ぐこととなりました。これから
も110番非常通報システムの安全な運用に貢献すべく、委員会一
同努力してまいります。

　会員研修交流委員会　委員長　二上　直弘

　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

防犯優良マンション等特別委員会 学校110番　中央監視センター



会　員　動　静　（平成23年4月1日～平成24年6月）

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

（入　会）
正会員
大和電気商工株式会社	渋谷支店	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成23年	4月	 1日付
株式会社イーガルド	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成23年9月22日付	
カギのネットワーク中央	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成23年9月22日付	
中央ロックサービス	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成23年9月22日付

以上の結果、平成２４年６月１日の会員数は以下の通りです
正会員	 ・・・・・・・・・・ 83会員
賛助会員	・・・・・・・・・・ 	3会員
特別会員	・・・・・・・・・・ 	8会員
　　　計	・・・・・・・・・ 94会員

（退　会）
正会員
アーリーロックサービス	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成24年2月20日付
有限会社　小林商店	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成24年3月15日付
Hitz日立造船株式会社	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成24年3月21日付
株式会社　キョウデン	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成24年3月31日付
マックス株式会社	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成24年	3月31日付

平素は東セ協の事務局の業務にご協力を頂き有難うございます。
東日本大震災から早いもので１年が過ぎましたが、復旧、復興がさ

まざまな要因でなかなか前に進んでいない事は、腹立たしい限りです。
この震災を契機に防災意識の高まりで、防災グッズを手元に準備し

ようとの流れが顕著になっているようです。事務局も今年度の予算で
「災害対策費」を計上していただき、早速通販で「緊急時滞在セット」
と水を購入しました。その他にバッテリー手回しラジオと食料を購入し
ようとしましたが、こちらは売り切れです。それでも準備だけはしてお
こうと、手配しようとしましたが、通販では注文の受付そのものが出
来ない状況です。こうような混乱時には必ず誰かが買い占るものです。

現状は防犯より防災が注目されているようですが、混乱時ほど防
犯に気を引き締めなければならないでしょう。

この２月に約４年ほど在局した小松が、寿退社をし、後任に応募
多数の中から佐藤小夜子が入局しました。

今年度は「河尻・佐藤」の 2 名体制で、効率よく業務が行えるよう、
アイデアを出しながら頑張っていきます。会員の皆様のご協力をお願
いします。

事務局員 佐藤河尻事務局長

本誌掲載記事の複写・転写の際は事務局までご連絡ください。

「東セ協」Vol.8		平成 24 年 6月19日発行
編集・発行	 NPO 法人　東京都セキュリティ促進協力会　広報渉外委員会
	 〒170-0013	東京都豊島区東池袋 1-36-7-413　TEL.03-3985-8676　FAX.03-3985-8678
	 http://www.tosekyo.org
印　　　刷	 SP デザイン株式会社　〒130-0026	東京都墨田区両国 2-11-1	　TEL:	03-5625-4707	
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カギと錠のご相談は
中央ロックサービス 〒101-0044 千代田区鍛治町1-16-17 TEL 03-3252-7069

カギのネットワーク中央 〒104-0052 中央区月島4-21-6 TEL 03-3536-9965

（株）ツーロックホーム 〒104-0032 中央区八丁堀3-11-11 TEL 03-5541-4169

（株）カナイ(ファインセキュア) 〒107-0052 港区赤坂3-14-11 TEL 03-3583-7454

（株）スパックエキスプレス(カギの特急便) 〒105-0004 港区新橋4-26-7 TEL 03-5777-0109

（資）谷工作所 〒169-0075 新宿区高田馬場4-41-6 TEL 03-3368-7131

埼京防犯センター 〒160-0023 新宿区西新宿1-19-6 TEL 03-3343-3906

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 03-3875-6939

（株）トーヨーコー 〒131-0046 墨田区京島1-27-16 TEL 03-6657-5131

（株）タカラサッシ工業 〒130-0013 墨田区錦糸1-15-15 TEL 03-3621-4007

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）日本ロックサービス 〒170-0005 豊島区南大塚2-26-15 TEL 03-5395-7460

（有）十條金物ロックサービス 〒114-0031 北区十条仲原1-8-26 TEL 03-3908-0952

イーストロックサービス 〒173-0024 板橋区大山金井町30-5-1Ｆ TEL 03-5964-1022

（株）利研ジャパン 〒175-0082 板橋区高島平2-28-1 TEL 03-3934-6600

（株）長城 〒175-0082 板橋区高島平5-51-14 TEL 03-5997-3551

（有）吉田金物店 〒174-0071 板橋区常盤台2-28-10 TEL 03-3960-4309

池袋 鍵浩 〒173-0027 板橋区南町1-8 TEL 03-3988-1644

（株）ワールドロックセキュリティ 〒177-0045 練馬区石神井台6-17-22 TEL 03-5933-1769

（有）エルロックサービス 〒179-0085 練馬区早宮1-29-1 TEL 03-3557-1960

（有）メイワシノミヤ 〒120-0043 足立区千住宮元町12-12 TEL 03-3881-1169

金町ロックサービス 〒125-0042 葛飾区金町1-10-8 TEL 03-3609-3550

（有）ロック・セキュリティ 〒124-0021 葛飾区細田1-8-4 TEL 03-3672-4993

（有）西野総金 〒134-0081 江戸川区北葛西4-22-12 TEL 03-3688-1139

（有）日野屋カギセンター 〒190-0023 立川市柴崎町3-4-4 TEL 0120-216-240

（株）ジャロック 〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2-13-4-303 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 0422-51-2202

（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

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 〒187-0004 小平市天神町1-77 TEL 042-347-5850

（有）国立サービス 〒186-0003 国立市富士見台1-7 TEL 042-577-1169

鍵浩 多摩店 〒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】

㈱日本防犯システム　東京支店 〒101-0032 千代田区岩本町3-9-15-5F TEL 03-5820-0078

美和ロック㈱ 〒105-0014 港区芝3-1-12 TEL 03-3452-5556

サクサプレシジョン㈱ 〒365-0027 鴻巣市上谷1805-1 TEL 048-543-4321

センサ・防犯カメラ等のご相談は
アツミ電氣（株） 東京営業所 〒101-0032 千代田区岩本町2-11-9 TEL 03-3862-1171

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

（株）三実通商 〒101-0033 千代田区神田岩本町4-2F TEL 03-5298-3351

NECインフロンティア（株） 〒101-8532 千代田区神田司町2-3 TEL 03-5282-5842

NSK（株） 〒102-0074 千代田区九段南2-3-1-3F TEL 03-5213-1511

（株）ワイズ 〒101-0021 千代田区外神田2-2-19 TEL 03-5297-5471

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

（株）セキュリティハウス・センター 〒103-0027 中央区日本橋3-15-6 TEL 03-3274-2110

（株）イーアールディー 〒103-0025 中央区日本橋茅場町2-17-13 TEL 03-5651-2900

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

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

（株）TOKAI 東京本社 〒105-0022 港区海岸1-9-1 TEL 03-5404-7307

サクサ（株） 〒108-8050 港区白金1-17-3 TEL 03-5791-5526

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

パナソニック（株）エコソリューションズ社 〒105-8301 港区東新橋1-5-1 TEL 03-6218-1491

（株）アイネット 〒162-0067 新宿区富久町16-12-3F TEL 03-5638-5101

オプテックス（株） 〒160-0023 新宿区西新宿6-14-1 TEL 03-3344-5775

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 〒112-0001 文京区白山3-2-2 TEL 03-5684-3417

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

ホーチキ（株） 〒141-8660 品川区上大崎2-10-43 TEL 03-3444-4158

パナソニックESエンジニアリング（株） 〒140-0004 品川区南品川5-2-10 TEL 03-5715-4303

大和電気商工（株）　渋谷支店 〒150-0043 渋谷区道玄坂2-10-10-3F TEL 03-5728-5375

山崎技術士事務所 〒164-0001 中野区中野3-27-19-302 TEL 03-3500-4138

岩通販売（株） 〒168-8502 杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5530

（株）セーフティクリエイション 〒171-0014 豊島区池袋2-14-2-2F TEL 03-5953-7150

（株）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

（株）計電産業 〒170-0002 豊島区巣鴨1-12-1 TEL 03-3945-0069

関東警報機（株） 〒171-0021 豊島区西池袋4-20-2 TEL 03-3974-0110

（株）ジャパン・イーグルス 〒170-0013 豊島区東池袋1-42-14 TEL 03-3971-5661

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

テレネットジャパン（株） 〒114-0013 北区東田端2-9-6 TEL 03-3810-7229

（株）みうら 〒177-0041 練馬区石神井町1-2-3 TEL 03-5923-9995

エバグリーンシステムズ（株） 〒124-0001 葛飾区小菅4-14-13-402 TEL 03-5629-5131

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

【特別会員】

（公財）東京防犯協会連合会 〒100-8929 千代田区霞が関2-1-1 警視庁内 TEL 03-3581-0079

（公社）日本防犯設備協会 〒105-0013 港区浜松町1-12-4 TEL 03-3431-7301

青山設計一級建築士事務所 〒103-0016 中央区日本橋小網町18-16 TEL 03-3664-5866

（株）アイディ建築事務所 〒168-0063 杉並区和泉3-62-3 TEL 03-3325-8481

（有）アン環境設計 〒173-0033 板橋区大山西町56-7-1101 TEL 03-3958-8330

浜津康次一級建築設計事務所 〒134-0087 江戸川区清新町1-1-36-1003 TEL 03-5674-6292

富田　俊彦 〒105-0013 港区浜松町1-12-4-4F 日防設内 TEL 03-3431-7301

板倉　昭雄 〒301-0033 茨城県竜ヶ崎市佐貫町1135 TEL 0297-66-4024

NPO 法人　東京都セキュリティ促進協力会
私たちは、錠前と防犯設備のプロ集団です。豊富なノウハウを活かし、

東京の安全・安心なまちづくりに貢献いたします。お気軽にご相談ください。

 東京都セキュリティ促進協力会　会員名簿 （地区順）


