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警視正

田中
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三重県警察本部生活安全部長の田中でございます。
NPO法人三重県防犯設備協会会員の皆様方には、平素から、警察行政各般にわたり、御理解と
御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。

県内の犯罪情勢ですが、昨年中の刑法犯認知件数は、平成に入ってから最少の数値となり、皆様
の活動と関連がある住宅侵入犯罪も、前年と比べて60件減少しました。
本年6月末現在も、刑法犯認知件数は約5，600件で、前年同期比で約1，100件減少して
おり、数字の上では一定の改善が見られるところです。
しかしながら、住宅侵入犯罪は後を絶たず、特に空き巣などは増加に転じているなど、県民が真
に治安が改善したと感じるまでには至っておりません。
警察といたしましては、街頭防犯カメラの整備等による犯罪の起きにくいまちづくりを推進して
いるところでありますが、貴協会が取り組まれている
○ 優良防犯機器・防犯設備の普及促進
○ 安全安心に暮らせる共同住宅の普及促進
などの事業につきましては、犯罪被害の防止を図る上で効果的な対策であり、大変心強く感じてお
ります。
特に、平成25年から取り組んでいただいております「三重県防犯優良アパート・マンション認
定制度」につきましては、侵入犯罪や性犯罪等の防止に配慮した構造及び設備を有する集合住宅の
促進を図る取組であり、これら犯罪の抑止に大きな効果があるものと考えておりますので、引き続
き、積極的な取組を図っていただきますようお願い申し上げます。

犯罪のない安全で安心な地域社会の実現には、関係機関・団体や地域住民、警察が連携し、一体
となって活動に取り組むことが重要となってまいります。

今後とも、御支援・御協力の程、よろしくお願い申し上げます。
結びに、貴協会の益々の御発展並びに会員の皆様方の御健勝と御多幸を祈念申し上げまして、挨
拶とさせていただきます。

三重県の安全・安心まちづくり
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三重県防犯設備協会
理事長 藤村 喜成

皆様、平素より三重県防犯設備協会の業務に深い御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度松吉善弘氏の後任として理事長に就任いたしました。
つきましては、我々の強みである防犯設備に関する知識と技能をもって三重県の犯罪抑止に貢献し、少
しでも「安心」を増やすという使命の元、防犯設備協会会員みんなが団結し、信頼を得られる事業を前
任と同様誠心誠意推進していきたいと思います。
今年も日本国中災害が相次ぎ、また、お年寄りや子供を狙った凶悪犯から、特殊詐欺のような知能犯、
挙句は仮想通貨絡みなどの各種犯罪も多様化して、犯罪件数は減っているが感覚的な不安は減ることが
ない日々が続きます。
こうした中でも我々は一歩一歩取り組み続けていきますので、改めて、皆様のお力添えを切に希望し
てご挨拶とさせていただきます。

□ 三重県警察便り（三重県警寮本部生活安全部生活安全企画螺寄稿）

県内の治安情勢について
1 刑法犯及び住宅侵入犯罪の認知件数について
（1）平成29年中
平成29年中の刑法犯認知件数は、1万3，346件で、ピークであった平成14年の1／3以
下まで減少しました。

住宅を対象とした侵入窃盗（空き巣・忍込み・居空き）についても、刑法犯認知件数に比例して
減少しました。
（2）平成30年6月末現在
平成30年6月現在の刑法犯認知件数は、5，589件で、前年の同じ時期と比べて1，120
件減少しています。
住宅を対象とした侵入窃盗（空き巣・忍込み・居空き）についても、前年の同じ時期と比べると
23件減少しています。

【刑法犯・住宅侵入犯罪の推移（件数）】
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※住宅を対象とした侵入窃盗
○空き巣：住人が不在の住宅内に侵入し、金品を盗む手口
○忍込み：夜間住人が就寝している住宅内に侵入し、金品を盗む手口
○居空き：入浴中、食事中などの隙を狙って侵入して金品を盗む手口
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防犯カメラに関するアンケートの実施
三重県警察では、平成29年12月、三重県IT広聴事業（e−モニター）を活用し、防犯カメラ
に関するアンケートを実施しましたので、結果の一部を紹介します。
（アンケート対象者数‥1，163人、回答者数：768人、回答率：66．0％）
（1）防犯カメラと治安との関係について（表1のとおり）
約94％の方が「有効だと思う」、「どちらかといえば有効だと思う」と回答しました。
（2）防犯カメラの効果について＜複数回答可＞（表2のとおり）
約87％の方が「犯罪解決に役立つ」と回答し、次いで約72％の方が「犯罪を未然に防ぐ」と
回答しました。
（3）防犯カメラの設置とプライバシーの侵害について（表3のとおり）
約38％の方が「感じる」、「少し感じる」と回答する一方、約43％が「感じない」、「あまり感
じない」と回答しました。

【表1防犯カメラと治安との関係】
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緑国産言∵

【表2 防犯カメラの効果】
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【表3 防犯カメラの設置とプライバシーの侵害】
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※ 三重県ホームページで、本アンケートの
実施結果を公開していますので、参考と
してください。
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※ e−モニターとは、三重県が各種の行政課
題についてあらかじめ登録した県民の方
を対象に行うアンケートシステムです。
アンケートの対象者は、三重県が各市町

の選挙人名簿から無作為抽出した候補者
に対して募集を行い、これに応募いただ
いた県民の方々です。

□協会の活動内容
1．三重県「地域防犯力向上支援事業」
三重県では、「県民力でつくる犯罪や交通事故のない、安全で安心な三重」をめざして、県民、事業
者、市町など、さまざまな主体と協創して県民の安全で安心なまちづくりを推進するため、平成29年
1月に安全で安心な三重のまちづくりアクションプログラムがスタートしました。
このアクションプログラムを具現化する取組みの一つとして、住民と行政が連携してハード対策とソ

フト対策を行うことにより「犯罪や交通事故のない安全で安心な三重」を目指すもので、7つの「重点
テーマ」の内、「犯罪被害に遭いにくい生活環境を確保する」ことが掲げられました。
今回は、三重県からの委嘱を受けモデル地区に選定された熊野市、御浜町の防犯パトロールボランテ
ィア子ども見守り隊 熊野・御浜・紀宝安全安心連絡協議会と連携して防犯、交通安全面から次の業務
を実施しました。
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（1）協議会と連携し、現地の事前調査
（2）熊野市営山崎運動公園内、各施設の防犯診断を実施するとともに、夜間の照度測定の実施
（3）県道141号線（通称オレンジロード）沿いの熊野市営山崎運動公園から、県道52号交差点
までの区間を、徒歩にて防犯灯の設置状況や防犯上の危険個所の調査
（4）同上区間の夜間調査を行い、一部地域で防犯灯の照度測定
（5）指定地区及び協議会の要望により、熊野市立金山小学校と三重県立木本高等学校通学路の安全
診断
（6）その他、熊野市立有馬小学校、御浜町立神志山小学校の通学路及びJR有川駅周辺の安全診断
（7）協議会関係者、ボランティア団体への報告会の実施
実施期間

平成29年11月11日〜11月27日（4日間）、延6名

報告会

平成30年2月11日（熊野倶楽部）

調査の結果、特にオレンジロードの夜間歩行調査で調査区間3．4Kmの間に街路灯がわずか3基、
防犯灯の未設置個所も多く見られ、また、山崎運動公園でも駐車場、トイレ、公園内通路など照度不足
が散見されるなど、防犯、交通安全上の危険個所が多数見受けられました。

三重県や関係機関へ調査結果、対策をまとめた報告書を提出、今回の調査結果が地域の防犯力向上に
生かされることを念じております。
（加藤理事記）
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金山小学校通学風景

3基しかないモデル地区の街路灯

2．「伊勢度会地区安全安心まちづくり講演会」会場で展示
2月15日14時から伊勢度会生活安全協会主催「安全・安心まちづくり講演会」が伊勢市防災セン
ターで開催され、当協会に最新防犯設備の展示依頼がありました。
当日は約100名の参加者があり、講演は財団法人暴力追放三重県民センター専務理事の大内敏敬様に
よる暴力団排除に向けたお話がありました。
講演会に際し、当協会に防犯設備の展示の要請があり、「カメラシステム」「CP錠」「実際に被害にあ
った防犯ガラス現物」などを展示させていただきました。
展示には、講演会前後の聴講者様にたくさんお立ち寄り頂き、質問にお答えしました。
今後も伊勢度会生活安全協会様と協働して防犯設備の普及促進を進めていきます。
（宮嶋理事記）

3．三重県「アクションプログラム平成29年度県民大会」会場で展示
2月20日14時から三重県庁講堂において、「安全で安心な三重のまちづくりアクションプログラ

ム」平成29年度県民大会が開催され、当協会に防犯カメラを主体とした展示依頼がありました。
当日参加者は約160名で、やはり防犯カメラシステムに
対する関心の高さを強く感じました。
展示としましては、防犯ガラスやCP錠などの防犯機器に

加え「防犯優良アパート認定制度」の紹介を行いました。
今回のような集客効果の高い場面を活かし、様々なPR活
動を継続してまいります。
（事務局中尾記）
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4．平成30年度総会、スキルアップ講習会開催
（1）平成30年度定時総会
5月29日津駅前第一ビルにて当協会の平成30年度定時総会が開催されました。
総会には、ご来賓として三重県警察本部、三重県環境生活部、三重県防犯協会連合会、三重県建築士
会、愛知県セルフガード協会からのご臨席をいただきました。ご来賓の三重県警察本部生活安全部首席
参事官・生活安全企画課長 柳瀬真様、三重県環境生活部くらし・交通安全課長 山港正和様、さらに
三重県防犯協会連合会専務理事 達村信弘様からのご挨拶をいただいた後、各議案の審議を行い全議案
とも提案内容通りで可決・承認されました。尚、理事互選により、理事長には藤村、副理事長には楠が
選任され新年度の活動を進めることになりました。
総会後、新理事長から「平成29年度活動報告と今後の事業推進」について報告が行われました。
（2）スキルアップ講習会
総会後の報告会に続いて、スキルアップ講習会が本年も三つのテーマについて行われました。
最初のテーマとしては、「防犯カメラの有効性について」と題して三重県警察本部生活安全部生活安
全企画課犯罪抑止対策室長福地様から三重県の犯罪実態、防犯カメラ活用に関する情報、さらには特殊
詐欺防止についてと様々な内容について講演を行っていただきました。
第二のテーマは当協会松吉理事から「防犯カメラ設置運用の問題点」について、普及拡大が進む防犯
カメラの設置及び維持管理に関する問題点と当協会の役割を中心に説明を行いました。最後に当協会の
加藤理事から「防犯優良戸建住宅認定制度」について、他府県での実態を中心に当協会の対応も含めて
説明を行いました。
（事務局中尾記）
唱 喝 描「憲
章防犯敬意協会

亜一一
開会あいさつの模様

福地室長様の講演

柳瀬課長様のごあいさつ

5．「防犯優良アパート認定制度」PR活動〜積水ハウス 新築アパート住まいの参観日〜

11

冊もn富言
物件の外観

積水ハウス様のご厚意で2カ所の「積水シヤーメゾン」新築物件の見学
会会場で防犯優良アパート認定制度のPRを行いました。
3月11日に、松阪市嬉野町の近鉄中川駅近くの物件で藤村、宮嶋、加藤
が、4月15日は津市大谷町の物件で宮嶋、加藤が建築を検討されている
方々にポスター、防犯設備ボードを展示し、パンフレットをお渡しして制
度の説明、勧誘を行いました。
両物件とも周囲からの見通しも良く、オートロックが設備され、開口部は
防犯ガラスを採用し、駐車場や共用玄関には防犯カメラを設置するなどセ
キュリティに配慮されており、非常通報設備の追加で認定基準をクリアで
きる優れた物件でした。
（加藤理事記）

6．「平成30年度安全・安心フォーラムin伊勢」で防犯講演
4月18日19時から、すっかり葉桜になった
ーラムin伊勢」が開催されました。

伊勢市ハートプラザみその

にて「安全・安心フォ

伊勢市自主防犯団体連絡会及び伊勢市の主催、伊勢度会地区生活安全協会・伊勢警察署の共催で実施
されました。会場には各防犯団体様・伊勢市自治会連合会の役員様などの関係者約120名にお集まり
いただきました。開会に当たり伊勢市長からご挨拶があり、熱心な市会議員様にもお集まりいただきま
した。

当協会は防犯啓蒙講演と防犯設備の展示を実施いたしました。
講演は藤村と宮嶋で当協会作成の「我が家の安全チェック」を会場の皆様と一緒に一つ一つ解説しな
がら自己診断を実施いただきました。
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参加の皆様も防犯環境整備の4原則に基づいたチェックの説明を再確認いただき、各地域や自治会で、
パトロールや平素の会合の中で、危険ポイントの確認や住民の皆さんにアドバイス等積極的に展開頂く
ようお願いしました。

質疑応答でも、活発な意見交換がなされ数件の質問に伊勢警察署様と藤村から明確な回答をさせてい
ただきました。
その他、錠前関係スタンド見本はチェッキーとCP錠を公演の合間に皆様にご覧いただきました。

今後も各市町様と三防設が協働できるよう、関係市町担当者各位と情報交換していきます。
（宮嶋理事記）
UiしN

∴ 甲1、 潮 間 帯， 幸 潮 間￣ 言壷
講演の模様

チェック項目の説明

□今後の活動計画
1．防犯優良アパート認定制度の運用
2，防犯優良マンション認定制度の運用
3．防犯スペシャリスト制度の運用
4．第三者検証事業の運営

6．県・県警と連携した防犯講習会開催
7．各種イベントへの展示 講演協力

8，全国地域安全運動への協賛
9．学童の安全対策に関する調査・研究

5．防犯優良戸建住宅認定の制度化検討

口関連行事 イベント〃その他
1．平成30年度第1回「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり推進会議」
6月22日県庁講堂棟会議室において、平成30年度第1回「犯罪のない安全で安心な三重のまちづ
くり推進会議」が開催されました。
役員の改選が行われ、会長に三重大学名誉教授上野達彦様と副会長に災害ボランティアネットワーク
鈴鹿理事長南部美智代様が再任され2年間お願いすることとなりました。
続いて、県内犯罪情勢と多様化する特殊詐欺に対しての一歩踏み込んだ被害防止策、地道な地域防犯
ボランティアの活動事例（伊勢市吹上町）、および犯罪被害者等支援の課題と今後の取組について報告
がなされ、空家の防犯対策についてどのような課題があるのか質問させていただきました。
「安全で安心な三重のまちづくりアクションプログラム」の今年度の事業推進について協議が行わ
れ、課題である「プログラムの浸透」「ネットワークの構築」「地域防犯力の底上げ」等に対し、「座談
会の開催」「リーダーの養成」「市町との連携」が今年度の重点的な取り組みとなります。当協会も引き
続きアクションプログラムの事業推進に協力していきたいと思います。
（藤村理事長記）

2．「津市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進委員会」
津市より「津市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進委員」の委嘱をうけて、市内各地区の自治会
から、防犯カメラ設置の要望や意見が多く寄せられているなか、津市はライオンズクラブ国際協会様よ
り防犯カメラ5台（取付工事を含む）の寄贈を受けました。このため「防犯カメラパイロット事業」と
して、防犯カメラの設置運用について協議し、要望のあった自治会5地区を厳正に選定することとなり
ました。

豊が丘地区自治会連合会様、村主地区地域安全部会様、新町地区自治会連合会様、津駅前ストリート
倶楽部様、誠之地区自治会連合会様に各1台設置し試行運用を行うこととなりました。この結果を踏ま
えて、今後の防犯カメラ設置にむけて本格的な議論と施策を検討する事となりました。（松吉理事記）
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3．日防設「第2回地域協会連絡会」に参加
3月27日13時30分から16時30分、東京都港区立「神明いき

いきプラザ」に於いて18地域協会が参加、出席者34名で第2回地域
連絡会が開催され、当協会からは加藤が参加しました。
片岡代表から挨拶があり、先日のセキュリティーショーでの公開討論
会で防犯設備士資格を将来国家資格にすることが討論され、専門性に特
化した社会的シンボルとして認められるよう2021年を目ざして日防
設は旗を振りチャレンジしたいとのお話がありました。
日防設からの報告に続き各地域協会の推進状況について10の地域協
第2回地域連絡会の模様
会から発表が行なわれました。
大阪からは、戸建住宅認定制度が平成23年1月大阪府警とプレハブ
メーカー等で覚書が交わされ住侵協（住宅侵入犯罪等抑止対策協議会）が発足し「大阪府防犯優良戸建
住宅認定制度」を創設、3月現在認定件数203件になった。
京都からは、大学生を対象にした「防犯モデル賃貸マンション」が京都府、京都市、京都府警、日本賃
貸住宅管理協会、大学生協などの連携で大幅な広がりを見せている。
福岡からは、アパート認定制度についての報告があり、県警主導で現地審査には警察官が立会い、自治
体、防犯協会、また、警察主催の防犯大会での広報などの警察の支援や協会の努力が実って着実に増加
し、現在187件名、その影響で最近地場の中小メーカーからも問い合わせが増加している。などの報
告がありました。
今回の連絡会は、今後の戸建住宅の検討、アパートの推進にとって、大変参考となる情報が収集でき
た会議でした。
（加藤理事記）

4，三重県建築士会総会に出席
5月26日伊勢商工会議所において三重県建築士会平成30年度通常総会が開催され、式典の部に来
賓として藤村が出席いたしました。私自身建築士会の会員であるため、今回は地元開催ということで最
初の総会より参加させていただきました。
式典においては毎回 建築士会の綱領を参加者全員で唱和し、以下の要綱を確認します。
建

築

士

会

の

綱

領

1．われらの建築は 人類の幸福のため 最良の芸術たるべし
2．われわれ建築士は 社会の発展のため 最新の指導者たるべし
3．わが建築士会は 会員の向上のため 最善の団結たるべし
我々三重県防犯設備協会も、地域住民の安全安心のため「防犯優良アパート・マンション認定事業」を
共に進めていきたいと思います。
（藤村理事長記）
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5．愛知県セルフガード協会総会に出席
6月29日KKRホテル名古屋において愛知県セルフガード協会の第17回総会が開催され、来賓と
して出席いたしました。
愛知県は関係各位の努力にもかかわらず住宅侵入盗が11年連続全国ワースト1位であり、特にバー
ルによるこじ破りが非常に多いのも特徴的です。一方無施錠からの侵入は26％と全国平均からはかな
り低く、住民への防犯啓発の広まりと、参加者の危機感と犯罪抑止への熱意に並々ならぬものを感じま
した。
（藤村理事長記）
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ロ商品紹介 一口メモ

（三防設通信発送時 カタログ、チラシを同封しております）

・パナソニック株式会社

モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

VL−SGE30KL

★玄関子機：電池式
モニター親機：電源コード式

皇l・，》

★電池寿命：最大2年
（セーブ2モード使用時他）
★録画機能：静止画100件

旧
」」 ㌍通し100M

オープン価格【ワイヤレス玄関子機＋モニター親機セット】

梢害毒千言

集合住宅への一括織田に対応

玄関周りをしっかり確留

・D ECT方式の無線を改善することで、

集合住宅への一括設置対応
（※中継アンテナ増設不可）

線種型のワイヤレス規繍

・画面サイズを拡大

・モニター親機：壁掛けタイプ

（従来タイプ：2．7→3．5インチ）
・100万画素でワイヤレスなのにキレイ！

（屯源コード外せ（裁量緯）
・工事不要で無線でつながる
・謡源があるところであれは設置可能

（従来モデル30万画素）
・画角を左右100。（従来モデル700）
の広めのレンズを採用

美和ロック株式会社
PiACKII【ピアックツー】

既存の美和ロック製レバーハンドル錠／本締錠に、扉の配線加工無し、
追加工無しで取り付けられる電池式電動サムターンユニットです。
テンキー認証とカード認証（FKLカード／キー一体型のFLキー
ヘッド／おサイフケータイ⑲のキーモバイルシステムKEYMO等）に

対応しています。
電源は単三電池4本使用で約2年動作可能。
http‥／／冊miwalock・CO jp／lock−day／support／②㍊譜譜
又は美和ロックお客様相談室：0120−81−3069
（土日祝日除く9：00−12：00／13：00−17：30）まで

ロ会員紹介
・会員動向
新入会員 なし
・会員プロフィール紹介

退会

1

松吉

謙祐

NPO法人

三重県防犯設備協会

会員

住所

防犯設備士
第14−25003号
〒514−0801三重県津市船頭町津興3422

勤務先

株式会社大弘通信システム

電話

059−226−5551

E−mail k一matSuyOShi＠securityhousemie．co．jp

HP http：／／www．securityhousemie．co．jp／

趣味

サーフィン

今後とも防犯設備士として精進いたします。よろしくお願いいたします。

ロ事務局からのご連絡
・平成30年度の「防犯設備士養成講習・資格認定試験」募集が始まりました。当協会からの紹介書
があれば、どなたでも講習受講料の割引（会員価格での受講）が適用されます。詳しくは当協会ま
でお問合せください。（下記のメール、FAX、電話のいずれかにてお願い致します。）
募集に関する情報はhttps：／／www．ssaj．or．jp／security＿Officer／pdf／annai．pdfにて確認ください。

・次回発行予定
三防設通信は第23号を平成31年1月にお届けの予定です。
・今後「三防設通信」をさらに充実して行くために皆様の建設的なご意見をお待ちしております。

メール／info＠miebouhan．comまたは下記のFAXにて事務局中尾宛送付いただくようお願い致します。

編集責任者NPO法人三重県防犯設備協会

〒514−0131三重県津市あのつ台4−7−7（三重電業内）
TEL O59−232−0303

FAX O59−232−5586
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