神防協 創立 10 周年記念誌

＜安全で安心な‘かながわ’を目指して＞

平成２７年 7 月

特定非営利活動法人

神奈川県防犯セキュリティ協会

ご挨拶

創立満１０周年を迎えて
特定非営利活動法人神奈川県防犯セキュリティ協会
理事長

平 野

昭 男

当協会は、平成１７年６月に任意団体・神奈川県防犯設備士協会として発足し、平成２４年９月に
協会名を「ＮＰＯ法人・神奈川県防犯セキュリティ協会」と改名致しましたが、早いもので平成２７
年６月に満１０周年を迎える事が出来ました。
これはひとえに多くの会員の皆様の献身的地域防犯活動への協力や委員会活動を支援して頂いた
結果の賜物であると、深く感謝申し上げます。
また、日本防犯設備協会、神奈川県、神奈川県警察、県防犯協会連合会等におかれましても、神防
協の活動をご理解いただき、ご支援・ご協力頂きましたことに対し、深く御礼申し上げると共に、今
後も引き続きご指導・ご尽力を賜りたく、お願い申し上げる次第であります。
一時期に比べて犯罪の認知件数は大幅に改善されていますが、意識調査などでは、県民の体感治安
はむしろ悪化傾向にあるというデータがあります。激しく変わる社会環境の中で県民の安全で安心な
生活を守るという当協会の役割はむしろ益々高まって来ているといえます。
防犯住宅認定制度や防犯コンシェルジュの派遣などを通じて‘私たちの街かながわ’から犯罪が一
掃されることを願って、全会員が一丸となってお手伝いさせて頂きますので、県民の皆様には遠慮な
く‘神防協’をお使い頂きますよう御願い致します。

祝辞

設立１０周年に寄せて
公益社団法人日本防犯設備協会
代表理事

服 部

範 雄

特定非営利活動法人神奈川県防犯セキュリティ協会が設立１０周年を迎えられたことを心からお
慶び申し上げます。
貴協会は平成１７年６月に防犯設備士資格を所持する個人会員を中心に設立され、平成２４年９月
には現在の名称に変更され着実な歩みを示されております。協会発足から今日まで、その礎を築き、
発展のためにご尽力されてきた平野理事長はじめ関係者に対し深く敬意を表したいと思います。
また、私たち日本防犯設備協会にとりましても、貴協会の協力は無くてはならないものとなってお
り、中核事業の防犯設備士講習・試験については、講師の派遣や会場での運営に多大なご協力をいた
だいております。さらに貴協会が鋭意取り組まれている各種建物認定制度等についても、全国協会の
先進事例として様々な機会に紹介させていただいているところであります。厚く御礼を申し上げます。
神奈川県は、東京都、大阪府に続く大県であり、横浜市は全国一の政令指定都市でもあります。そ
こで、しばしば報じられる新たな犯罪や身近な犯罪を目の当たりにして、県民の皆様の警察や各種団
体の防犯への取り組みに対する期待は大きいものと思われます。貴協会の会員の皆様が、これまでに
培ってきた各種知識・技能を遺憾なく発揮されることを望んでやみません。私たち協会としても、必
要な協力・支援をしてまいりたいと考えております。
最後に、貴協会のますますの発展と会員の皆様のご健勝を祈念して設立１０周年に寄せる言葉とい
（神防協顧問）

たします。
－１－

祝辞

設立１０周年に寄せて
神奈川県警察本部
生活安全総務課長

新 田 泰 弘

神奈川県防犯セキュリティ協会が、発足１０周年を迎えられましたことを、心からお喜び申し上げ
ます。また、日頃から防犯設備、機器等の普及を通じて、安全で安心して暮らせる地域社会づくりに
御尽力をいただいておりますことに、心から感謝と敬意を表します。
さて、神奈川県の刑法犯認知件数は、貴協会が発足した平成１７年の約１４万件から昨年は約７万
件と半減し、目に見える成果を上げております。しかしながら、個別の犯罪を見ますと、高齢者の親
心に付けこむ振り込め詐欺や、子ども・女性に対する性犯罪など、県民に不安を与える犯罪は依然と
して後を絶たず、治安に対する県民の不安を解消するには至っておりません。
このような中、貴協会におかれましては、防犯コンシェルジュの活動を始めとして、防犯に配慮し
た構造の建物や防犯環境の整備に関する専門知識を広く県民に提供されるなど、県民の防犯意識の高
揚と安全で安心なまちづくりに多大な貢献をされ、県警察といたしましても、深く感謝しているとこ
ろであります。
どうかこの１０年の節目を契機として、今後も引き続き、防犯設備の専門知識を生かされ、犯罪の
起きにくい環境の整備に更なる御尽力を賜りますようお願い申し上げ、お祝いのことばとさせていた
だきます。

祝辞

（神防協顧問）

設立１０周年に寄せて
神奈川県安全防災局安全防災部
くらし安全交通課長

青 木 正 浩

特定非営利活動法人神奈川県防犯セキュリティ協会が、設立１０周年を迎えられましたことを、心
からお喜び申し上げます。貴協会は、発足以来、防犯設備のプロとして、多岐に渡る防犯ボランティ
ア活動に取り組まれ、安全・安心まちづくりに大きな貢献をしてこられました。
理事長さんをはじめ、役員の皆様、会員の皆様のご尽力に、心から敬意を表します。
さて、皆様の協会が「神奈川県防犯設備士協会」として発足した平成１７年は、県に取りましても
「神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例」を施行した節目の年でした。
この１０年間で、県内の自主防犯活動団体の数は倍増し、刑法犯認知件数も大きく減少しておりま
す。これも貴協会をはじめ多くの機関、団体のご理解、ご協力のもとで、県警察と連携した県民総ぐ
るみの安全・安心まちづくりを進めた賜物であり、心から感謝申し上げます。
しかし現在、多くの自主防犯活動団体では、構成員の固定化、高齢化が課題となっており、機能が
大幅に向上している防犯カメラなどの防犯機器の活用の重要性が高まるなかで、防犯設備のプロであ
る皆様の役割は、益々大きくなっていくものと考えております。
今後とも「犯罪のない安全で安心なまちかながわ」の実現に向けて、安全で安心な住環境づくりを
専門とする貴協会の変わらぬお力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。
結びに、神奈川県防犯セキュリティ協会の益々のご発展と、会員の皆様のさらなるご健勝、ご活躍
を心から祈念申し上げ、お祝いのことばといたします。
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祝辞

協会設立１０周年に寄せて
公益社団法人神奈川県防犯協会連合会
専務理事・事務局長

柴

茂

ＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会設立１０周年おめでとうございます。
安全で安心して暮らせる地域社会は、県民が生活していく上での基盤であり、治安対策はすべての
政策の基本です。

この１０年、犯罪の手口も巧妙化する中、防犯設備の進化にも大変ご苦労された

のではと思いいたしております。

また、貴協会の名称も防犯設備士協会から防犯セキュリティ協会

へ改称する等、皆様の変化に対応する並々ならぬ決意も感じている所です。
私ども協会とは、「防犯優良マンション認定事業」を通じ、県民が枕を高くして眠れる質の高い防
犯設備の整った住まいを提案し、指導を行っていくという皆様と共通の目標がある中、これからも共
に歩んでまいりたいと思っています。

また、各種防犯キャンペーン会場では県民への防犯設備の広

報、啓発の面での多大な貢献に感謝申し上げます。
県防犯協会連合会といたしましても、この神奈川から新しい時代に対応した防犯活動を展開し、安
全安心な街の構築に努力してまいります。ＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会の皆様におかれ
ましても、創立１０周年を契機に、ますます防犯技術に磨きをかけ、犯罪のない安全安心な街づくり
の推進役として、引き続きご尽力くださいますようお願い申し上げます。
貴協会の益々のご発展と皆様のご活躍を心からお祈りしてお祝いの言葉といたします。
（神防協顧問）

祝辞

協会設立１０周年に寄せて
一般社団法人千葉県防犯設備協会 会長
神防協 会員

平 間 義 康

ＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会の設立１０周年、おめでとうございます。
全国版の防犯優良マンション認定制度が普及しない中で、１０年間何とか遣り繰りをして協会活動を
維持してこられたことにまず、敬意とお礼を申し上げます。
小生は横浜市南区の住人で、本来なら全面的に神防協の一員として活動に参加することが、あるべ
き姿とは思いますが、現在も千葉の協会の会長を務めております。
悩みは共通しておりまして、防犯設備士の社会的な役割が不足していることそして活動に見合った
収入が確保できない、ということです。協会員の年会費だけでは協会の活動を維持できませんし、ボ
ランティア精神だけでは協会活動を長続きさせることは極めて難しいのです。どうしても安定した活
動とそれに見合った収入が必要です。
現在最も可能性があると思われる活動は、神奈川県セキュリティ・アパート認定制度と神奈川県セ
キュリティ・ホーム認定制度であると思っております。住宅建築は防犯だけが対策項目ではないため、
防犯だけでは、認定制度が普及しにくい実態はありますが、防犯が営業戦略として採用される住居も
ある、と思っております。
結びになりますが、暫くは全面的な協力は難しいにしても、千葉での活動や経験を活かして、神防協
の財政の改善や活性化に少しでもお役に立てればと思っております。
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役員寄稿

１０年を振り返って
ＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会
副理事長

齊 藤 賞 一

協会設立、満１０年を迎えるに当たり、感謝と感動をお伝えできる、今の気持ちを素直に喜びたい
と思います。

また、共に活動を支えて頂いた会員の皆様には心から感謝申し上げます。

発足以来１０年間、私は協会の役員として「ひとり一役,みんなが主役,明るく,楽しく

元気良く！」

をモットーに会員の皆様と一丸となって活動して参りました。
神奈川県警察本部生活安全部長様から『防犯コンシェルジュ』の委嘱を受け、防犯相談や防犯診断
等の活動幅も拡がり、県民の皆様に対する神防協の貢献度合いも日を追って大きくなっています。
更に安全・安心機器の普及に向け、防犯セミナーや防犯講話、防犯・防災機器展示会等の機会を通
じて積極的に優れた機器・機材の紹介と選定のポイント、正しい使用法などの広報活動を重ねて参り
ました。お陰様で『神防協』への問い合わせ件数も徐々にではありますが増加傾向となってきており、
県民への浸透が図られてきた感じがします。
今後は、防犯優良機器の推奨制度の普及拡大や入札資格取得による各種入札参加をはじめ、新たな
事業開発をめざし、会員相互の交流で確固たる基盤づくりを進めなければなりません。
一日の猶予も許されないことを肝に銘じ、神奈川県や神奈川県警本部様のご指導、ご支援を頂きな
がら会員の皆様の創意と工夫で、新たな将来に向けスタートしたいと思います。
明日の神防協を創るため、皆さんの強力なご支援をよろしくお願いします。

役員寄稿

１０年を振り返って
ＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会
理事

事務局長

牛 山 鴻 位

平成２７年６月で当協会は設立満１０周年を迎えました。この間、防犯設備士個人主体で立ち上げ
たために経済的に苦しい運営を余儀なくされ、「貧乏設」と揶揄された時もありました。
しかし会員の皆様が損得抜きのボランティア精神で協会活動を力強く支えて頂いたお陰で、晴れて
満１０周年を迎える事が出来ました。ご支援頂いた会員の皆様には心から深く感謝申し上げます。
また、神奈川県、神奈川県警察、神奈川県防犯協会連合会様には積極的にお声を掛けて頂き、当協
会を使って頂きました。その中で受けたご指導とご支援がどれだけ心強かったか、今日の神防協があ
るのはこのような多くの皆様の支えがあってのことと感謝に堪えません。
私ごとになりますが平成１７年３月に発起人の平野、生原のご両名から理事会の議事録を作成する
人がいないので支援して欲しいと頼まれて深く考えずに事務局員を受けましたが、あっと言う間に外
堀を埋められて足抜け出来ない状況になって慌ただしく６月の設立総会を迎え、そして又、あっとい
う間に１０年間が過ぎました。 現役時代とは１８０°異なる仕事でしたが、大事な子や孫のために
も神奈川を日本一住み良くしたい、そんな思いが支えとなって続けられました。
ここ２～３年の間に協会の知名度は確実に高まって来ているという実感が致します。“ネットやチ
ラシを見て”、“信頼できそうなので”、という防犯相談のお客様が増えているのがその一例です。
今後もこの様なお声に応え、お役に立てる喜びを感じる限り、会員の皆様と共に頑張って参ります。
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神防協 活動の歴史
平成 17 年度
６月
９月
１１月
２月
３月
３月

・任意団体神奈川県防犯設備士協会設立総会開催
・防犯設備士資格認定試験会場運営支援（５１回～現在継続中）
・協会事務所を横浜駅東口の近くに確保し、業務を開始。
・日防設の防犯設備士ランクアップセミナーの会場運営支援
・「セキュリティショー2006」に防犯相談員派遣（以後毎年継続中）
・横浜市防犯リホーム相談員派遣事業開始。（平成２０年中止）

平成 18 年度
５月
５月
６月
１０月
１０月
１月
２月

・平成１８年度通常総会開催
・平野会長、警察庁長官より防犯功労者表彰！
・総合防犯設備士認定試験会場運営
・任意団体解散、ＮＰＯ法人神奈川県防犯設備士協会発足。
・「横浜住宅フェア２００６ 」に出展（以後３回出展）
・第 1 回防犯技術セミナー開催（以後毎年開催）
・相次ぐ防犯講演の依頼に講師を派遣

平成 19 年度
５月
９月
１０月
３月
３月

・平成１９年度通常総会開催
・マンションの防犯診断依頼が続き、協会内勉強会を実施。
・相模大野万灯祭りに「防犯機器展示説明会」実施。
・「防犯優良マンション認定審査員講習会」に参加。
・「防犯機器ガイドブック」発行

平成 20 年度
５月
６月
９月
９月
１０月
３月

・平成２０年度通常総会開催
・ＴＶＫで防犯活動を放映
・「神奈川県防犯優良マンション認定事業」開始
・「横浜ライフデザインフェア 2008 」に出展
・横浜市ＬＥＤ防犯灯導入検証実験支援
・「協会案内パンフレット」発行

平成 21 年度
５月
７月
９月
１０月
１０月
２月

主な実績を紹介

・平成２１年度通常総会開催
・県防連「防犯指導員新任研修会」講師派遣
・「神防設 秋の防犯フェア」を実施
・「神奈川区地域安全のつどい」に講師派遣
・神防設「優良防犯機器推奨制度」第 1 号認定
・第４回防犯技術セミナー開催

しています。

神防協

－5－

平成 22 年度
６月
７月
１０月
１０月
１０月
３月

・平成２２年度通常総会開催
・５周年記念誌発行
・神奈川県防犯優良マンション認定制度説明会
・県警察ボランティアサポート連絡会発足
・横浜夢ファンド団体登録
・東日本大震災発生

平成 23 年度
５月
９月
９月
１月
３月

・平成２３年度通常総会開催 （３名が新理事就任）
・神奈川県警察防犯コンシェルジュ委嘱式／初年度１６名
・神奈川県防犯優良マンション認定証第１号交付式
・防犯アパート登録制度プロジェクト発足会／相模原警察署
・新防犯機器ガイドブック発行

平成 24 年度
５月
８月
１０月
１１月
３月

・平成２４年度通常総会（協会名を「神奈川県防犯セキュリティ協会」とする変更承認）
・セキュリティ・アパート認定制度・先行発布説明会／相模原警察署
・神奈川県セキュリティ・アパート認定制度発布説明会
・賃貸住宅フェア・イン横浜／アパート認定制度の紹介
・中原区安全安心まちづくり地域推進協議会研修会で防犯講話

平成 25 年度
５月
６月
８月
１０月
１１月
２月

・県庁前防犯機器展示会／横浜港祭り
・平成２５年度通常総会開催
・防犯コンシェルジュの防犯カメラ設置相談の派遣依頼急増
・伊勢佐木管内のコインパーキング防犯カメラ検証実験開始
・横浜市立南高校で防犯講話「学校の防犯」
・川崎市住宅供給公社賃貸住宅業者経営管理セミナーで防犯講演

平成 26 年度
６月
７月
７月
１０月
１２月

・平成２６年度通常総会開催
・セキュリティ・ホーム認定制度発布説明会
・優良防犯駐車場認定制度発布説明会
・県安全安心まちづくり交流集会で防犯講演、機器展示会
・歳末防犯キャンペーン新都市プラザ機器展示会

平成 27 年度
６月 ・平成２７年度通常総会開催／協会設立満１０周年
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１０年間の歩み

協会設立・平成 17 年６月
設立総会 平成17 年6 月24 日

設立準備会 平成 17 年 2 月 25 日
県警・早川課長様（当時）

真剣な審議

日防設・鈴木専務理事様

＜神奈川県防犯設備士協会・初代役員＞
会長
理事
理事
理事
監事

顧問
顧問
顧問
参与

平野昭男
堀内真一
河野新市
高橋幸太
矢部 均

早川正行様
斎藤忠生様
鈴木邦芳様
後藤 一 様

副会長
理事
理事
理事

生原正克
伊東俊二
金子 隆
牛山鴻位

県警本部生活安全部生活安全総務課長
神奈川県防犯協会連合会 専務理事
（社）日本防犯設備協会 専務理事
県警本部生活安全部生活安全総務課
生活安全対策室 室長

6 月 県警防犯専科教養

9 月 住まいのリホーム博 2005

設立総会／会員状況
正会員
４４名
法人賛助会員
１０社
個人賛助会員
２名
計
５６名
平成１７年 11 月・事務所開設
狭いけれども自前の居城

東京ビックサイト
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H１８年２月 日防設主催ランクアップセミナー開催

神防設は会場運営を支援／かながわ労働プラザ

ランクアップセミナー後の講師感謝会

平成１８年３月 セキュリティショー２００６

平成１８年３月 横浜市防犯リホーム相談員派遣事業説明会

東京ビックサイト
平野理事長 日防設 20 周年特別業績表彰！

初版協会パンフレット

防犯一筋 30 年 警察庁長官賞受賞

（当初の活動情報便り）
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平成 18 年度

５月通常総会・ 横浜プラザホテル／ＮＰＯへの移行を決議

７月８日 ＮＰＯ設立準備総会（かながわ労働プラザ会議室）／定款、役員名簿、設立趣旨などを審議

８月・協会ホームページ開設

平成１８年１０月２１日 ＮＰＯ法人神防設 誕生！

協会と会員とのコミュニケー
ションツールとして期待！

来賓の方々

横浜開港記念会館
任意団体の解散総会 の後、
ＮＰＯ法人の設立総会が行われた。

「神防設」は 10 月から
ＮＰＯに衣替えです。

総会後の懇親会
H18／10 横浜住宅フェア２００６

H19／2 横浜市防犯対策シンポジュウム

講師の先生方

H19／2 防犯相談員研修会

防犯講演（戸塚会場）

講師慰労会

運営委員慰労会
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平成 19 年度
第 2 部・講演会講師

恒例の
懇親会

総会に併設の機器内覧会
第１次・防犯マンション検討委員会

マンションの防犯診断
防犯講演／栃木

防犯講演／横須賀

平成 20 年 1 月 マリタイムミュージアム

横浜住宅フェア２００７

相模大野万灯祭り
（相模原南署の要請で出展）
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防犯診断勉強会

平成 20 年度

平成 20 年 5 月 24 日 かながわ労働プラザ
来賓の方々

防犯機器
ガイドブック発行

七宮マジック！

防犯機器ガイドブック

懇親会は会員
の交流の場！
マンションの防犯診断

懇親会は、
会員結束の場

6 月 ＴＶＫのビデオ撮り

積極的に協力してくれた防犯診断員の皆さん

平成20 年9 月24 日

10 月 横 浜 住 宅 フェア 2008

神奈川県防犯優良マンション認定制度発足式

インタビューに答える伊東理事
横浜ライフデザインフェア

平成 21 年 1 月

セキュリティショー
での防犯相談

＜実行委員の皆さん＞
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平成 21 年度
平成 21 年度通常総会 ／かながわ労働プラザ

平成 21 年 7 月／県防連・新任防犯指導員研修会

防犯講話／防犯機器説明会

神防設・秋の防犯フェア／ハウスクエア横浜

推奨第 1 号

推奨第２号

神防設「優良防犯機器推奨制度」
機器展示会
10 月 神奈川区地域安全の集い／伊東講師
平成 22 年 2 月
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平成 22 年度
６月５日 神奈川労働プラザ

ご来賓の皆様

＜防犯機器展示内覧会＞

５周年記念 協会功労賞
■伊東俊二理事
・神防設の地域防犯活動を積極的に
推進し、円滑な事業活動に貢献。
■柿崎茂康会員
・県防犯優良マンション評価基準を
まとめ、県の制度成立に貢献。
■塩谷信子会員
・ボランティア精神で多くの委員会に
参加し、協会の事業運営に貢献。
5 周年記念誌の発行

５周年感謝会

神奈川県防犯優良マンション認定制度発布説明会

第６８回防犯設備士講習試験
関内新井ホール

神奈川県警
ボランティアサポート連絡会発足

第 5 回防犯技術セミナー

H23/3/11 東日本大震災発生！
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平成 23 年度
平野理事長

牛山理事

河野理事

県警 江﨑部長様 県 怒田課長様

防犯機器展示会

服部代表理事様

柴専務理事様

堀内講師様

藤澤講師様

総会後の懇親会

マンションの竣工後審査

9 月 20 日 サンメゾン元住吉
第 1 号認定証交付式

神奈川県警察本部で防犯コンシェルジュ委嘱式／平成 23 年９月 12 日 （16 名が委嘱を受けました）
相沢 浩、荒川正廣、伊東俊二、牛山鴻位、柿崎茂康、河野新一、加藤幸一、金子 隆、
齊藤賞一、斉藤 誠、佐藤秀一、榊原和明、塩谷信子、谷川威人、西澤勇司、横山篤朗
上大岡駅前

防犯機器展示会を積極的に展開

大和イオン店
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葉山町町内会

平成 2４年度

平成２４年５月２５日かながわ労働プラザ

齊藤議長

懇親会
■定款の改定が承認され、協会名や会員種別の改訂が行われた。
新協会名；ＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会
会員種別；法人も賛助会員から正会員に改訂。

理事退任
ご苦労様でした

推進役の
塩谷委員長

加藤講師

賃貸住宅フェア IN 横浜

遠藤講師
自治会の防犯講演

防犯協会研修会の防犯講話

第７回防犯技術セミナー

マンションの防犯診断

セミナー後の懇親会

講師の先生

かながわ県民センター・ホール
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防犯フェスタ・機器展示会

機器展示会

平成 2５年度
２号、３号認定式にＴＶＫのカメラが入り放映されました

５月３日・横浜港祭り／機器展示会

（黒岩知事）

県庁前で防犯機器展示会を実施

ご来賓の皆様

懇親会でご挨拶頂いた会員

コイン駐車場の防犯カメラ検証実験開始／10 月

新都市プラザ・歳末キャンペーン

住まいの防犯／谷川講師

高島屋前の機器展示会

学校の防犯／伊東講師

第８回防犯技術セミナー
講師の先生

（地球市民神奈川プラザ）

恒例の富田マジック
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平成 2６年度

平成２６年６月５日かながわ労働プラザ
懇親会

神奈川県セキュリティ・アパート認定証の交付

セキュリティ・ホーム認定制度
発布説明会
7 月 10 日

マンションの防犯診断／六浦

県・安全安心まちづくり交流集会／１０月９日

優良防犯駐車場認定制度
発布説明会
7 月 25 日

マンションの防犯診断／新横浜

歳末防犯フェア

夏休み防犯キャンペーン／新都市プラザ

講師の皆様
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平成 2７年度

（６月末まで）

防犯コンシェルジュの指定を受けた会員
相沢 浩、伊東俊二、池田健博、牛山鴻位、遠藤郁博
大野英雄、堀内真一、加藤幸一、河野新市、木下賢一
齊藤賞一、塩谷信子、鈴木良雄、谷川威人、中浜悟
平野めぐみ、横山篤朗
以上１７名
ネット犯罪対策研修会

経理を見て頂く小島先生と
河野経理担当理事

マンションの防犯診断

６月２日 かながわ労働プラザ 第３会議室

曽我会員

主役は私です

１０周年感謝パーティ

懇親会は設立１０周年感謝会

素晴らしい富田マジック

ゲームや手品で大いに盛り上がる！

締めはこの人！
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広報活動のご紹介
（平成２７年３月・１４８号）

神 奈 川 県 防 犯 協 会 連 合 会 の 機 関 誌 「防 犯 かなが
わ」に協会推奨品の紹介を掲載し、多くの皆様から
の問い合わせやご注文を頂きました。

各種認定制度のチラシ

（平成 25 年 9 月・145 号）

（平成２６年）

（平成２４年）

（平成２３年）

(平成２６年)

防犯講演や機器展示会等の際にチラシを
配付して制度の紹介に努めました。会員の
皆様にも広報のご協力をいただきました。
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防犯コンシェルジュ派遣制度の紹介
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会員寄稿

協会設立 10 周年に寄せて
神防協 法人会員 （株）ホリデン
代表取締役

堀 内

真 一

このたびはＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会設立１０周年を迎えられたことに心よりお
喜び申し上げます。防犯設備士を有した会員（個人・法人）がこの１０年で行った活動が県下の安全
安心まちづくりに多大な功績を残したことに深く敬意を表します。
私事ではありますが、２０００年に防犯設備士を取得し、以来今日まで神防協と共に事業を発展さ
せて参りました。資格取得当時は主に侵入盗が多発しており、侵入検地センサーや威嚇装置などの設
計・施工が大半を占めておりましたが、時代の変化により昨今では防犯カメラのニーズが増えてきて
おります。その中でも街頭防犯カメラの問い合わせが町内会や自治会様から多数あり、設置場所・機
器選定などのアドバイスを行っております。技術の進歩により年々機器は充実している分、専門的な
知識が必要とされておりこの協会の役割が益々高まると考えております。
弊社のスタッフにも全員資格を取得させ、防犯設備のプロフェッショナルとしての意識を持ちなが
ら事業を行っております。
また２００６年には更なる専門性を磨く為、総合防犯設備士を取得し、昨年度より県警本部生活安
全部長様より「防犯コンシェルジュ」の委嘱を受け地域活動に貢献しております。
これからも犯罪が一件でも減るように地域と連携しながら防犯活動をしていきたいと思います。
結びになりますが協会と会員各位の更なる発展を祈念致します。

会員寄稿

協会創立 10 周年に寄せて
神防協法人会員 （株）キャロットシステムズ
代表取締役

西 澤

勇 司

神奈川県防犯セキュリティ協会が創立１０周年の節目を迎えられますこと、おめでとうございます。
この十年間に、防犯・セキュリティに関する社会認識は明らかに変化し、また市民の皆様の意識も
向上していることは、私たちが日頃の業務を通して肌で感じていることであります。これは、単純に
社会環境の変化だけでは無く、当協会のように「安全・安心」を通して貢献しようとする取り組みが、
地道に且つ確実に実を結んだ現れと思います。
弊社では、防犯カメラ機器（とりわけ家庭用の防犯カメラ機器）を中心に、協会の歩みとほぼ同じ
約１０年にわたり活動をして参りました。その間、家庭用機器の分野でも市民の安全安心意識の向上
と共に、弊社においてエントリーモデルから高機能モデルまでラインナップを増強することが出来ま
したのも、協会のご支援のお陰と感謝申し上げます。
最近の防犯事例や報道などを見聞きする中で思うことですが、これからは機器による防犯に留まら
ず、近所付き合いが出来る隣人同士の地域コミュニケーションをもう一度見直す時期ではないかと感
じているこの頃です。
結びになりますが、当協会の今後更なる社会貢献を祈念してご挨拶とさせていただきます。
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会員寄稿

協会設立 10 周年に寄せて
神防協法人会員 （株）横浜トータルセキュリティ
代表

塩 谷

信 子

協会の創立 10 周年を迎えましたこと、誠におめでとうございます。
この年月は関係団体・地域・そして会員の皆様方から温かく支えられてきた時間の積み重ねであり
ます。 ここに厚く御礼申し上げます。
この 10 年間、犯罪の認知件数は年々減少し、各種防犯機器の進化は目まぐるしいものがあります
が、
「被害に遭ったところの侵入手口のうち、無施錠の場所からの侵入がここ 10 年を振り返っても毎
年 3 割を超える」というのが悩ましいところです。
どんなに良い設備を導入しても、使う人がそれをきちんと使わなければ意味を成しません。なぜな
ら防犯はハード（製品）とソフト（使う人の防犯意識）の 2 つの要素で成り立つからです。私は良い
製品を選択する・それを正しく使い続けるという毎日の習慣を繰り返して、防犯意識の育成というゴ
ールに到達するという過程こそが最も大切だと思うのです。良い製品をアナウンスするのは我々防犯
のプロの仕事ですが、それと共にエンドユーザーとそのような防犯意識の育成の過程を共にすること
が、防犯業界に身を置く私自身にとって至福の時でもあり、私どもの使命でもあると思っております。
その延長上に世界に誇れる安全・安心な我が国が実現することを切に望むばかりです。
末筆になりますが、今後とも一会員として微力ではありますが、精一杯地域防犯活動及び神防協の
更なる発展に貢献する所存です。今後ともご指導・ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

会員寄稿

協会創立 10 周年に寄せて
神防協法人会員
代表取締役

（株）曽我設備

曽 我

平素は、格別の御高配を承り、誠にありがとうございます。

敦

この場をお借り致しまして深く感謝申し

上げます。
さて本年 6 月をもちまして本協会も１０周年を迎えられましたこと、たいへん嬉しく思います。
誠におめでとうございます。
また、次回の節目となられます 15 周年に向けまして、私どもも微力ながら協会のご繁栄、ご発展に尽
力させていただく所存です。弊社の防犯カメラ販売・施工になお一層の日々の努力を重ねてまいります。
弊社の特徴でもございます医療の場面での監視カメラの導入と施工が防犯の場面でも活かせておりま
す。お陰様で施工の困難な案件のお話も数多く、承ってございます。
電気設備の無い場所での受電・架空配線・埋設・ポール建柱・コンクリート打設など多様なニーズにお
応えさせて頂いております。
「防犯カメラのリアルエキスパート」を目指して、また「感謝」を忘れずに前進していきます。
今後とも神防協共々、よろしくお願い申し上げます。
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会員寄稿

協会設立 10 周年に寄せて
（株）伊東ボーハン

神防協法人会員

伊 東

代表取締役
神防協設立１０周年おめでとうございます。

俊 二

１０年前の平成１７年６月２４日に設立総会が開催され

ましたが、私はこの頃３４年間務めた防犯機器製造メーカを３年さかのぼった形で定年退職し、独立致し
ました。この退職時期に浦賀警察署生活安全課長様から“ハイランド地区の防犯カメラの設置計画があり
防犯機器のアドバイザーとして相談に参加してほしい”との要請がありました。
丁度この時期に横須賀市役所主催の市民講座「地域防犯ﾘｰﾀﾞｰ養成講座」が各地域の行政センターで年
間数回開催されており、この講習会の中で防犯警報機器等の取り扱いについての講師を担当していた関係
で生活安全課長様と顔なじみでしたので「ハイランドの防犯カメラ」の相談をいただけたのです。
当協会の平野理事長のご了解とご指導をいただきながら神防協（当時は神防設）として参加し、この地
区の方々に対し機器選定のお手伝いをさせて頂きました。この時の詳細は日防設の機関誌「防犯設備」
（平
成２１年夏季号）「活躍する防犯設備士」にも寄稿させていただきました。
私は今後とも神防協の会員として、また防犯の専門家として会員の方々と共に県民の皆様の防犯の良き
相談先として更にまい進して参りたいと存じます。

会員寄稿

協会創立 10 周年に寄せて
特定非営利活動法人神奈川県防犯セキュリティ協会
個人正会員

遠 藤

郁 博

このたび、ＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会の創立 10 周年に際し、心よりお慶び申しあ
げます。
理事長様をはじめとする役員の方々、さらに会員皆様のご活躍とご協力によるものと深く感謝と敬
意を表する次第であります。
さて、私ごとですが２００９年に防犯設備士資格取得後、地元相模原を中心に個人様や企業様へ防
犯設備や防犯カメラのご提案から施工までとトータル的な防犯対策をご提供し、安心して住めるまち
づくりを目指しております。
神奈川県防犯セキュリティ協会での活動としましては、協会が推奨している防犯に優れた住まいの
認定事業のひとつ『優良防犯住宅認定制度推進委員会』に所属し、地域の安心・安全の為に情報提供
と普及促進を努めております。また、
『防犯コンシェルジュ』として「犯罪のない安全・安心まちづく
り」の推進に寄与しております。
今後も日々の業務や諸先輩方の指導より技術・知識を吸収し神奈川県防犯セキュリティ協会の一員
とし恥じない様、地域の安心・安全に努めてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
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会員寄稿

協会設立 10 周年に寄せて
特定非営利活動法人神奈川県防犯セキュリティ協会
個人正会員

谷 川

威 人

このたびは協会設立１０周年をお迎えになり、心からお祝いを申し上げます。
さらに協会が飛躍をするために、私は会員として下記の３項目に重点的に取り組みます。
１．神奈川県が日本の中で一番安全で安心な住みやすいまちになるように、いっそう協会の地域防犯
活動を防犯相談や診断、防犯講演の実施などを通じて積極的に支援して参ります。
２．その実現のために公益社団法人日本防犯設備協会様、神奈川県安全防災局安全防災部くらし安全
交通課様、神奈川県警察様、公益社団法人神奈川県防犯協会連合様等との連携と実践活動を通じ
て、より効果的な活動を模索すると共に、更には２０２０年の東京オリンピックに向けて、世界
一安全な国、日本を実現させるために防犯環境の改善提案を押し進めて参ります。
３．急激に変化している犯罪を防犯設備士と総合防犯設備士の専門分野の視点から、犯罪の予防と防
犯に真剣に取り組みます。 そして犯罪の連鎖を防ぐための「犯罪のない安全・安心まちづくり」
の提案と実践を通じて、いじめや犯罪をさせない尊敬される国づくりにエネルギーを使って参り
ます。
結びに神防協の力強い地域防犯活動を支えて、県民の皆様の安全と安心をお守りしてゆく事をお誓
いし、お祝いの言葉と致します.

会員寄稿

協会設立 10 周年に寄せて
特定非営利活動法人神奈川県防犯セキュリティ協会
個人正会員

大 野

宗 夫

協会設立１０周年が迎えられたことは、歴代の役員はもとより現役役員の皆様及び委員会活動へ積
極的に参加された会員皆様の努力の賜物であると確信しております。
心よりお祝いと感謝を申しあげます。
私は会員として１０年になりますが、一時期、防犯講演の講師、防犯優良マンション認定事業の評
価基準の作成などに参加させていただきました。
残念ながら、その当時は認定事業としてよい結果が得られませんでした。
また、私自身が体調を崩し、結果が得られないまま委員を退任することになり大変ご迷惑をおかけい
たしました。退任後、現委員の皆様のご努力により、防犯アパート認定事業、防犯駐車場認定事業、
防犯戸建て住宅認定事業などの新規事業を開拓されたことは喜ばしいかぎりでございます。
今後、協会が１５周年、２０周年と存続する上で大きな課題は、活動資金の確保及び後継者の育成
などではないかと思います。役員の皆様には益々気苦労が多くなるかと思いますが、ご健康に留意し
ていただきたいと思います。
個人的なことになりますが私も家内も病気再発のリスクを抱えた生活をしているため協会に何ら
貢献することができずお詫び申し上げます。今後協会の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
－24－

◆ 特別座談会 ◆
安全で安心な地域づくりを目指して
参加者：
横山

篤朗

神防協 理事

鈴木

良雄

神防協 会員

池田

健博

神防協 会員

相沢

浩

神防協 会員

平野

めぐみ

神防協 会員

木下

賢一

神防協 会員

鴻位

神防協 事務局長

進 行 ：
牛山

◆はじめに、
牛山：神防協はこの６月で満１０年となりまし

池田：私は不動産の仲介・管理事業を営んでい

た。

ます。住宅にも防犯の知識が必要と感じて防犯

本日は特に地域防犯活動にご尽力頂いて

いる皆さんにお集まり頂き「安全で安心な地域

設備士の資格を取得しましたが‘防犯の専門家’

づくりを目指して」と題して、日頃の経験を通

という認識は正直の所ありませんので協会の委

して感じたことや学んだこと、こうありたいと

員会などで勉強させていただいております。

思うことなどを忌憚無くお話しいただきたいと
存じます。では始めに簡単に自己紹介をお願い
致します。
横山：私は協会の理事をしています。横浜市南
区に個人で会社をたちあげ、法人化を経て１５
年目となります。２００９年に総合防犯設備士
の資格を取得し、それまでの鍵や錠前を中心と
池田 健博 会員

していた事業から防犯全般の工事を扱うように
なりました。
鈴木：県央の厚木に住み続け、厚木をこよなく

平野：
（株）ライコムで防犯カメラや防犯機器の

愛している鈴木です。１０年間ほどのサラリー

営業を行っています。神防協の会員となってか

マン生活から独立してパソコンスクールと家電

らは県民の防犯相談に出向くことが多くなり、

販売を平行してやって来て３０年が過ぎました

皆さんの防犯意識やどのような事で困っている

が、１５年ほど前から急に防犯カメラの依頼が

のかなどを直接伺う機会が増えました。個人的

多くなりお客様から「防犯の専門資格を持って

にも非常に良い経験をさせて貰っていると思っ

いますか? 」と聞かれて防犯設備士の資格を取得

ていますので今後も人様のお役に立てられるよ

し、本格的に防犯の事業に踏み込むことになり

う に 積 極的 に 活動 し て行 き た いと 思 って い ま

ました。合格の時に神防設（当時）から協会の

す。

加入案内が送られて来て今日があります。

木下：（株）キャロットシステムズの木下です。

相沢：（株）ライコムに勤務して５年目になりま

会社の事業は主に家庭用、業務用の防犯カメラ

すが、それまではまったく防犯とは縁のない仕

などの防犯機器全般を取り扱っていますが私は

事でしたので戸惑うばかりでした。ようやく防

その中で家電量販店やホームセンター様向けに

犯の世界が少しずつ解るようになり、防犯の難

家庭用の防犯カメラを販売する営業を担当して

しさや大切さを感じられるようになりました。

います。
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◆協会に入った最初の印象・感想

いたと感謝しています。

牛山：今日お集まりの皆さんは自己紹介にもあ
りましたが若手とベテランがミックスしていま

◆現場での苦労話やエピソード

す。協会に対する印象や感想も色々だと思いま

牛山：防犯という仕事上、非常に気を遣う場面

すのでお聞かせください。

が多いのではないかと思います。苦労話の一端

横山：事業を始めたばかりの私にとっては、協

をご披露ください。

会の地域防犯活動はとても良い刺激になりまし

木下：依頼人のご自宅にお伺いしてアドバイスする

た。学んだ防犯設備士の知識を事業だけでなく

事が多いのですが、お客様の抱えている問題は「不

協会の活動においても幅広く発揮することが出

法投棄」、「近隣トラブル」、「車上荒らし」など様々

来ると共に、逆にお客様から刺激をもらえる場

で、一般の方々の体感治安はますます厳しくなって

面も多くあり、やり甲斐があります。

いると感じるがその反面で防犯意識も高くなって来
ている感じがします。また、最近の事件では防犯カメ
ラの映像が証拠となり犯罪の早期解決に貢献してい
るという報道が多く、防犯カメラの有効性がますます
重要視されるだろうと思います。
平野：私の場合も防犯相談などに行くと住民ト
ラブルなどの例が多くなっています。相談者も
非常にナイーブになっていて話の言葉一つにも

横山 篤朗 理事

神経を使い、顔色を見ながら、言葉を選ぶなど
のきめ細かい配慮に気をつかいます。

鈴木：協会は防犯の専門家集団と聞き、色々勉強
が出 来 るも のと 期 待 しまし たが、実 際 は異 業 種 の
方々で、防犯設備士の試験を通っただけで実践経
験のない方がいたので驚きました。
しかしそれが逆に新鮮な情報や新しい体験談の
入手につながり、自分なりに成長できたと自負して
います。防犯機器は日進月歩で大きく変化し、少子
高齢化、核家族化などで私たちの生活スタイルも大

平野めぐみ 会員

きく変わり犯罪も凶悪化、低年齢化となり、ますます
神防協の活躍の場が広がって行くものと思います。

池田：防犯の仕事を始めて２年目頃に機材を仕入

池田：防犯設備士には合格しましたが防犯知識

れていた問屋さんが潰れてしまい途方にくれていた

の少ない自分としては協会に入ってもっと知識

時に手を差し伸べてくれた会員がいて非常に助かっ

を深めたいと思って入会しました。委員会に入

た。具体的には特殊カードキーの信用できる業者探

り、メンバーの皆さんと気楽に声を掛け合うこ

しの話だが神防協には色々な業種の方がいるので

とが出来て安心しました。

相互に連携できる環境を大事にしたい。

相沢：私の会社が法人会員となっていたので自

鈴木：防犯カメラを設置したいという依頼があ

然に協会活動に関わっていたという感じがしま

り伺った家庭で、家族間でカメラの設置台数や

す。周囲の皆さんは防犯分野の玄人ばかりで、

場所で意見が割れて２ヶ月くらいもめていた時

自分としては毎日が勉強でした。

に、何かのきっかけで近所の方々からその家庭

木下：協会に入ってからは、防犯関連の会社や

の噂話を聞かされた。その家庭は家族間のもめ

団体と交流の場や製品紹介の場などを設けて頂

事が多く、金銭面でのトラブルも多いようだと

き、自分も会社も成長するチャンスを与えて頂

聞かされたので依頼案件をキャンセルした。
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時々その現場を通るが、１年経った今でもカ

牛山： 皆さんは全員が協会の委員会やプロジェ

メラは設置されていないようです。

クトに入って活動してくれていますが協会に対

横山：防犯相談などでお客様に防犯対策を奨め

する意見・提案をお願いします。

る時に侵入手口などの説明で防犯の秘匿上、詳

鈴木：協会を通してお客様から仕事の依頼をい

しく説明できないもどかしさを感じる場合があ

た だ ける よ うな 環 境が出 来 たら 良 いと 思 いま

ります。しかし親身になって提案し、苦労して

す。個人や企業はなかなか信用していただくの

設置した時の、お客様のお礼の言葉一つで報わ

に時間がかかりますが、自治体や警察から紹介

れます。

され、協会の名刺やパンフレットを持参してお

相沢：相談される方々は大小様々なトラブルを

見せすると安心して相談に乗ってくれます。

抱えており急いで対策したいと急がせますが、

防犯でお困りの方はどこに相談したら良いか

機器選定に次いで予算や日程、工事、保守など

解らない人が多くいますので警察署だけでなく

のいくつかのハードルがあり何回も行き来する

地域の交番や自治体の相談窓口にもチラシなど

のが実態です。

を置いていただけたらと思います。

当社はレンタルカメラも扱っていて高齢のご

また、神防協には会員が９０名ほどいますが、

婦人の相談ではお悩みをお聞きし、疑心暗鬼の

知っているのはほんの一握りの会員だけですの

面も考慮してレンタルカメラをお奨めする場合

で会員相互の情報交換ができる機会を計画して

があります。以前に或る警察署を通じてストー

頂き、交流が活発に行われて仕事の相互扶助が

カー被害を訴えた方の対策として防犯カメラの

できたら会員の活動の幅も拡がると思います。

設置相談を頂き、レンタルカメラを設置した結
果、カメラ映像により接触が特定され犯人が検
挙されたのでカメラを撤収しました。ところが
仮出所した男が逆恨みをして被害者を殺害して
しまったという事件がありました。カメラを撤
収していなかったら犯行は防がれたのでは無い
かと悔やんでいます。犯人が特定されたときに
被害者から「ありがとう」といって頂いた言葉

鈴木 良雄 会員

が今でも胸に刺さります。
池田：防犯活動は非常に地道な活動だと思いま
す。先程お話がありましたが、一度事件が起き
れば「大至急！」ですが通常は「防犯に掛ける
金は無い」と言うのが大勢でした。しかし最近
は間違いなく防犯意識も高まり、生活環境の変
化 と 相ま っ て設 置 導入の 動 きが 見 られ ま すの
で、協会の存在をもっとアッピールし、知名度
相沢 浩 会員

を上げる努力をしていって欲しいと思います。
ま たセ キ ュリ テ ィ・ア パ ート と セキ ュ リテ

牛山：今の事例のように皆さんは精神的な葛藤

ィ・ホームの認定制度を警察の協力を得て立ち

を 毎 日繰 り 返し て いるの で は無 い かと 思 いま

上げましたが警察の広報支援をもっとお願いし

す。後悔や反省は次の提案に是非とも活かして

たいと思います。委員として少し物足りなさを

頂きたいと思います。

感じています。
木下：協会が時々行う防犯機器展示説明会は非

◆ 協会に対する意見・提案

常に効果的であると思います。機器に直接触っ
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て頂きながらお客様の生の声を伺い、適切に助言

横山 ：多くの会員がいますが実際に協会の活動に

できる数少ない機会でもあるので今後もこの様

参加して頂いている会員は限られていますので出

な機会を増やして欲しいと思います。

来るだけ多くの会員が協力していただける環境を

また先ほど鈴木様からお話がありましたが、一

創る必要を感じますが、その前提として地域防犯

般の方は防犯設備の設置相談をどこに頼んだら

活動に協力してくれた会員にはそのことが少しで

良いか悩んでおられるという話を聞きます。警察

も自分の事業に活きるようでなければいけないと

や自治体の関係者は機器の専門家ではないので

思います。

信用できる専門家の助言が欲しいのです。当協会

牛山：もっともだと思います。会員には協会の諸

を知って利用して頂くための広報活動は県民の

活動を通じて汗をかいて頂く一方、その活動を通

安全・安心に直結していると思います。

じて情報を得たり、人脈を増やしたり、会員同士

防犯コンシェルジュは県警の事業ですので警
察ももっと積極的に広報することが惹いては犯

の連携で事業の枠を広げたり或いは実際に受注し
たりいう所に目を向けて欲しいと思います。

罪の低減にもつながるのではないかと思います。

つまり自らの行動で協会をうまく使って欲しい
と思います。今日ご出席の皆さんは全員が防犯コ
ンシェルジュの指定を受けていますので、協会の
名刺をお持ちだと思います。お仕事にも存分に活
用しているものと思います。
◆協会の発展に向けて、

牛山： いままでの話と関連するかと思いますが更
に協会の活動を活発にするためのご提案を伺いた

木下 賢一 会員

いと思います

平野： 防犯相談や機器の展示説明会などは、
「神

鈴木：会員相互のコミュニケーションづくりや

奈川県安全・安心まちづくり」の推進のためにも

交流の場を企画して欲しいと思います。

大事な活動だと認識しています。防犯コンシェル

日帰り旅行や視察研修会などは他の多くの団

ジュ派遣制度もまだまだ認知度が低いと思いま

体で行っています。会員相互の連携を高め、理

すのでチラシを県や防犯協会の定期的広報配付

解を深める意味で非常に効果的だと思いますの

物に同梱して配布するなどの検討をしたら如何

で検討をお願いします。また協会の情報交換ツ

でしょうか？

ールはパソコンメールを使っていますがメール

相沢：防犯コンシェルジュで言うと単に助言や提

は時間の関係でタイトルだけで、本文を読んで

案だけで終わることはほとんどありません。見積

貰うのは難しい感じがします。アナログの世界

もりや業者の紹介を要求される事が多いのです

に戻り、紙で活動報告を年に 1～2 回発行する方

が、運用上この時点からは協会の会員としての立

が 効果的ではないかと感じます。予算面で厳しく

場で承る事になるので派遣制度を通じて事業に

なりますが如何でしょうか？

結びつく期待も大きくなります。

池田：グループメーリングリストというソフトが

牛山： 防犯相談の異例件数は防犯コンシェルジュ

あり、メンバー相互で自由に送受信できるそうで

の派遣を含めると平成 26 年度は 70 件を越しまし

すのでこれだと会員間の相互交流や一斉相互送受

た。これは、前年度の 4 割り増しですので平成 27

信も可能ですので検討の価値があると思います。

年度は 90～100 件の依頼があると予想しています。

鈴木 ： その場合はセキュリティの問題が重要に

皆さんに更なる協力をお願いする事になります。

なりますね。個人情報が漏れないような運用管

では続いて横山様のご意見・ご提案をお願い致し

理が全員に要求されますが大丈夫でしょうか？

ます。
－28－

池田：個人情報については各人が出せる範囲を

◆ 今後の想い・決意

決めて頂く事になると思いますが詳細は関係者

牛山 ： それでは最後になりますが、今後の決意

で検討したら良いと思います。

をお聞かせください。横山理事からお願い致し

牛山：池田様には改めて詳細情報をお願いした

ます。

いと思います。

横山：優良防犯システム事業化委員会の委員長
を務めていますので計画以上の実績を上げて会
員の皆さんの事業発展に貢献したいと思います
のでご支援、ご協力をお願いします。
鈴木：私は第一に自分の住む地域の安全・安心
への貢献、第二に協会活動の支援（県下）と考
えています。県央地区の案件は任せてください。
相沢：私の扱う商品は‘あれば安心だが活躍し

牛山 鴻位 理事（事務局長）

て欲しくない設備’です。防犯カメラを設置す
れば防犯対策は万全だ、と勘違いしている方も

木下：協会の恒例行事の‘防犯技術セミナー’

いますので、地域の連携が第一で足りないとこ

や防犯講演、機器展示会などは積極的に実施し

ろを防犯機器で補完するという考え方をしっか

てゆく事が大事と考えます。お客様と直接お話

りと訴えて行きたいと思います。

ができたり、新しい情報を得たりすることがで

平野：今後も積極的に活動して行きたいと思い

きますのである意味、事業に直結する場として

ます。特に女性として生活弱者と言われる女性

活用させていただいております。

の立場に立って、女性の視点でお役にたてれば

また今日は座談会に参加させて頂き、皆さん

と思いますのでよろしくお願いします。

のお仕事の内容や苦労話、悩みなどをお聞きし

池田：今後も防犯の思想を不動産業という本業

非常に勉強になりました。是非このようなミニ

に絡めながら防犯活動を進めて参ります。

交流会的なものを時々計画して頂けたら有り難

木下：まだ経験が浅く未熟ですが皆様から指導

いと思います。

して頂きながら県民のお役に立てるように尽力

相沢：或る個人のお客様から防犯機器の設置相

して参りますので宜しくお願い致します。

談がありましたが、この方は自治体の担当者か

牛山：神防協は１１歳になります。中学生です。

ら神防協の会員を紹介されて直接電話を入れて

これからも一生懸命勉強して社会の皆さんから

こられたものです。当協会の活動が自治体の関

可愛がられるように全員で頑張りましょう。

係者にも認知されてきていると感じましたが担

本日はどうも有り難う御座いました。

当者によって相当の温度差がある事も事実の様
ですのでお客様の相談が多いといわれる自治体
の窓口にも協会案内のチラシなどの提供を検討
したらどうでしょうか？
平野：警察署の防犯係の方や生安課長様でさえ
も防犯コンシェルジュ制度は知っていても派遣
の流れをご存じなかったりします。人の異動も
ありますが良い制度ですので県警本部でも関係
組織に制度の徹底をお願いしたいと思います。
横山：会員の方々には是非積極的に協会の活動
に参加していただき、会員同士のつながりを築
いて、事業に活かして欲しいと思います。

（完）
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会 員 名 簿
＜個人会員＞
氏

＊この名簿は平成 27 年 7 月時点の登録者です。

名

住

所

会員履歴

氏

名

住

所

会員履歴

1

平野昭男

横浜市金沢区

H17/6 ~

30

小澤

薫

横浜市磯子区

H19/9 ~

2

齊藤賞一

海老名市

H17/6 ~

31

宮前文夫

相模原市南区

H20/2 ~

3

牛山鴻位

横浜市旭区

H17/6 ~

32

月出正弘

横浜市南区

H20/4 ~

4

河野新市

横浜市南区

H17/6 ~

33

清水敬一郎

横浜市西区

H20/4 ~

5

伊東俊二

横須賀市

H17/6 ~

34

平間義康

横浜市南区

H20/4 ~

6

大野宗夫

横浜市青葉区

H17/6 ~

35

大野英雄

横浜市港北区

H21/4 ~

7

生原正克

綾瀬市

H17/6 ~

36

荒井俊也

横浜市港南区

H21/4 ~

8

平野孝昭

横浜市南区

H17/6 ~

37

一色弘一

横浜市鶴見区

H21/4 ~

9

平野忠昭

横浜市南区

H17/6 ~

38

池田健博

相模原市中央区

H21/4 ~

10

矢野晃一

横浜市緑区

H17/6 ~

39

田澤修一

藤沢市

H21/4 ~

11

樋下正巳

横浜市緑区

H17/6 ~

40

遠藤郁博

相模原市中央区

H22/1 ~

12

金子

隆

相模原市南区

H17/6 ~

41

河野

厚木市

H22/4 ~

13

内藤正美

川崎市中原区

H17/6 ~

42

西澤勇司

相模原市緑区

H22/4 ~

14

世安信男

横須賀市

H17/6 ~

43

和田

均

厚木市

H22/4 ~

15

森本真一

横浜市中区

H17/6 ~

44

相沢

浩

横浜市磯子区

H23/4 ~

16

高橋

明

川崎市麻生区

H17/6 ~

45

市川

圭

相模原市南区

H23/5 ~

17

塩谷信子

横浜市磯子区

H18/2 ~

46

岸本輝美

横浜市鶴見区

H23/9 ~

18

横山篤朗

横浜市南区

H18/4 ~

47

野村昌男

川崎市麻生区

H24/8 ~

19

柿崎茂康

秦野市

H18/4 ~

48

堀内真一

川崎市多摩区

H24/9 ~

20

菊地憲幸

横浜市保土ヶ谷区

H18/4 ~

49

松井

忠

横浜市中区

H25/4 ~

21

谷川威人

横須賀市

H18/4 ~

50

高橋慶一

横浜市中区

H25/4 ~

22

尾方隆浩

綾瀬市

H18/4 ~

51

中浜

悟

横浜市中区

H25/4 ~

23

鈴木良雄

厚木市

H18/4 ~

52

柴田賢次

横浜市中区

H25/4 ~

24

池田裕恒

大和市

H18/4 ~

53

平野めぐみ

横浜市中区

H25/4 ~

25

成田義幸

相模原市緑区

H18/4 ~

54

小池雄二

横須賀市

H25/4 ~

26

中尾雄次

藤沢市

H18/4 ~

55

大金

亮

横須賀市

27

加藤幸一

横浜市西区

H18/9 ~

56

音島

昇

千葉県船橋市

個人賛助会員

28

市川秀樹

横浜市鶴見区

H18/12 ~

57

富田俊彦

千葉県船橋市

特別会員

29

竹

横浜市中区

H19/5 ~

58

鈴木邦芳

千葉市美浜区

特別会員

健治

浩

H26/6 ~

＜法人会員＞
社名／団体名

会員履歴

社名／団体名

会員履歴

1

（有）平野電気工業所

H17/6 ~

14

（株）藤沢ロックセンター

H25/4 ~

2

（株）ライコム

H17/6 ~

15

相模設備工業（株）

H25/7 ~

3

パナソニック（株）エコソリューションズ社

H17/6 ~

16

（有）アリサワ防災設備

H25/7 ~

4

富士通アクセス（株）

H18/4 ~

17

（有）いわて防災

H25/7 ~

5

因幡電機産業（株）横浜営業所

H18/7 ~

18

（株）スポット

H25/7 ~

6

（株）横浜トータルセキュリティ

H19/4 ~

19

ＴＯＡ（株）横浜営業所

H26/4 ~

7

（株）ＳＳＬ神奈川社

H22/4 ~

20

（株）曽我設備

H26/7 ~

8

（株）ヴァルカン

H22/7 ~

21

（株）明電

9

H27/7 ~

（株）トミ管理サービス

H23/4 ~

22

アースエネックス（株）

10

（有）カギの横浜ロックサービス

H23/4 ~

23

アツミ電氣（株）東京営業所

法人賛助会員

H27/7 ~

11

（株）伊東ボーハン

H23/4 ~

24

（株）日本防犯システム

法人賛助会員

12

（株）キャロットシステムズ

H24/9 ~

25

（公社）日本防犯設備協会

特別会員

13

（株）ホリデン

H24/9 ~

26
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10 周年記念誌協賛企業のご紹介
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暮らしに安全を・・・
防犯設備 46 年の実績

株式会社ホリデン
0120-667-110
http://www.guard-i.co.jp/
－32－

防犯のキーワードは「１０分間を守りぬく」。
狙わせないためにも、しっかり事前の防犯対策を！

防犯性の高いカギ

錠前工事

電気錠

オートロック工事

防犯カメラ

防犯ガラス

どれが良いのか迷ったら！
御家族の年齢や環境・費用に
応じた最善の防犯対策を
ご提案、施工致します。
まずはお問い合わせください。

■防犯工事をしたい場所が女性専用スペース
■作業の立会いをなさる方が小さなお子様とお母様
■防犯相談も男性スタッフだと不安
という場合には、弊社の女性総合防犯
設備士がお伺いいたします。
安心してお気軽に御相談ください。

カギ・錠前からオートロックの施工まで

http://www.secure-life.biz

〒235-0007

横浜市磯子区西町 15－22－610 ＴＥＬ 045－754－5658 ＦＡＸ 045－762－2285

伊東ボーハンは
町内会・自治会様向け防犯カメラ
施工実績地域トップクラス
34 年間勤務していた防犯警報機器メーカーを
卒業してから伊東ボーハンも設立 10 年過ぎました。
これからの 10 年 ともによろしくお願いいたします。

株式会社伊東ボーハン
〒238-0053 横須賀市望洋台１９-１９ 電話・ＦＡＸ ０４６-８５３-５７６９
携帯電話 090-9005-8988
Ｅﾒｰﾙ azuma_azuma2002@yahoo.co.jp

－33－

（株）曽我設備

－34－

◎内閣総理大臣認定 （国家公安委員会第 65 号）
日本ロックセキュリティ協同組合加盟店
◎神奈川県防犯工業会会員店
◎防犯設備士４名在籍

ハイセキュリティ防犯から便利な鍵まで、幅広く対応します。

防犯カメラ

補助錠
1 ﾄﾞｱ 2 ﾛｯｸはｾｷｭﾘﾃｨの基本

ご自宅・職場のセキュリティ UP

入退室管理

指紋照合式金庫

マイナンバーのセキュリティ対策

創業 39 年。

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：
info@fujisawalock.com

－35－

神防協、創立 10 周年おめでとうございます。

「日本一安全な神奈川」を目指して神防協を支援します。

神奈川の安全・安心な待ちづくりに貢献する
ＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会を支援します。
平成 27 年 マンション管理士 防犯設備士

市 川
－36－

秀 樹

10 年間の御支援、ご協力に感謝申し上げます。

「かながわの安全・安心なまちづくり」に向けて今後も頑張り
ますので、ご指導、ご支援を宜しく御願い致します。

ＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会の
活動を支援致します。

かながわの安全で安心な住まいづくりを推進する
ＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会を支援します。
毎日元気に
息をしよう！

平成 27 年
ＮＰＯ法人 神奈川県防犯セキュリティ協会 会員
防犯設備士

防犯設備士

神防協 監事

生原 正克

牛山
－37－

鴻位

特定非営利活動法人 神奈川県防犯セキュリティ協会
役

称

氏

名

住

平成 27 年度役員

所

備

理事

平野昭男

横浜市金沢区

理事長

理事

齊藤賞一

神奈川県海老名市

副理事長

理事

牛山鴻位

横浜市旭区

事務局長

理事

河野新市

横浜市港南区

経理担当

理事

伊東俊二

神奈川県横須賀市

理事

横山篤朗

横浜市南区

理事

大野英雄

横浜市港北区

監事

生原正克

神奈川県綾瀬市

監事

柿崎茂康

神奈川県秦野市

考

編集後記
特定非営利活動法人神奈川県防犯セキュリティ協会は設立満１０周年を迎えるにあたり、協会の
１０年間の主だった活動の記録写真を綴り、協会を支えてくれた会員をはじめ、お世話になった関係
諸団体や自治体、警察署、町内会などでご覧いただく事により協会活動のひととなりを理解して頂く
と共に今後の協会活動に対してご支援、ご協力をお願いするものであります。
満１０周年の節目となった平成２７年７月は国会で、憲法上の縛りが掛けられていた自衛隊の武力
行使の制約を出来る限り外し、政府の裁量で専守防衛や他国軍の後方支援を可能とする安全保障関連
法案の審議が熱を帯びています。自国を守るための後方支援といえども一度紛争に関わると、相手は
前方・後方の区別無く敵対行動を取るであろう事は明白です。こちらが身構えれば相手は更に身構え
ます。決して賢い判断とは思えません。
例えが極端かも知れませんが、地域防犯対策も考え方は同じではないでしょうか。‘防犯設備を強
化すれば被害に遭わないだろう’は勘違いです。 防犯の主役は人間で、防犯設備はその補完です。
防犯の原点は、お隣同士や地域の人々の気兼ねない交流の生成にあると言われています。ご近所同
士の声掛け、見守りと言った日本の古き良き時代の伝統の復活が、防犯対策の面だけでなく少子高齢
化の急速に進む日本にとっては最も必要とされ、再び求められて参りました。
今後も神防協は地域の皆様と共に、安全で安心なまちづくりの推進を図って参りますので引き続き
ご支援をよろしくお願いいたします。

（Ｈ・Ｕ）

平成 27 年 8 月 1 日

＜無断転載禁＞

特定非営利活動法人 神奈川県防犯セキュリティ協会
１０周年記念誌
発

行

発行人
編 集

神防協 １０年間の歩み

特定非営利活動法人神奈川県防犯セキュリティ協会
〒220-0011 横浜市西区高島 2-11-2 スカイメナー横浜 312
電話／FAX 045-451-0232
平野 昭男
編集人
牛山 鴻位
神防協 理事会（10 周年記念誌編集プロジェクト）
－38－

ＮＰＯ法人神奈川県防犯セキュリティ協会 １０周年記念誌

‘神防協’に関する情報は
下記ホームページをご覧
ください。

http://www.sssak.org

（150801－1）

