
 

ごあいさつ 

NO.２３ 
  

２０１９．０１ 
 

公益社団法人 三重県防犯協会連合会 

      専務理事  逵村 信弘 
 

新年あけまして、おめでとうございます。 

 ＮＰＯ法人 三重県防犯設備協会の皆様には、ご家族と共にさわやかな新年をお迎えのことと心

からお慶び申し上げます。 

 

 貴協会の皆様には、平素から防犯に配意した構造設備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

れており、これまでご尽力されてきた関係者の皆様に深く敬意を表したいと思います。   

 

 さて、県内の治安情勢を見てみますと、貴協会はじめ関係機関団体等の献身的な活動により、一

時期に比べ犯罪の発生件数は大幅に改善されてきました。しかし住宅を対象とした空き巣などの犯

罪の発生件数は、残念ながら毎年高水準で推移する等、県民の意識調査によると体感治安はむしろ

悪化傾向にあると言われています。 

 このような厳しい社会情勢の中で、県民の安全で安心な生活を守るという貴協会の役割は、年を

追うごとに益々高まって来ているといえます。 

 

 私ども協会とは、「防犯優良アパート・マンション認定事業」などを通じ、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すると共に各種の防犯指導を行っていくという共通

の目標に向かって、これからも警察や市町等と緊密に連携を図りながら共に歩んでまいりたいと考

えております。 

 

 貴協会におかれましては、今後も防犯技術に磨きをかけ、これまで培ってきた知識と経験を十分

に活かしながら犯罪のない安全で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。 

 

 最後に貴協会の益々のご発展と皆様方のご活躍を心からお祈りして挨拶とさせていただきます。 



 

会員各位には、新しい年を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。 
 昨年も、三重県警察本部様をはじめ、三重県環境生活部様や関係機関の皆様のお力添えをいただき、事
業を進めることができ感謝申し上げます。 
 犯罪認知件数は減少しているにもかかわらず、凶悪事件や特殊詐欺に巻き込まれる犯罪が発生し、安心
できない世の中ですが、我々の専門分野である防犯設備、特にカメラにおいては、画像認証技術の進化と
ＡＩ、ロボテックによるネットワークでの管理で圧倒的な性能の向上が見られており、治安向上という意
味では以前のビデオ記録装置から比べると隔世の感があり普及が待たれるところではあります。しかしな
がらまだまだ進化中でもある技術と、個人情報保護との兼ね合いに関しては不安もあり注視していきたい
と思います。 
 また、世界的な景気拡大もやや陰りを見る中、国内経済への影響、消費税の増税による景気後退が予測
され、政治の世界でも「入管法改正」が行われ、外国人労働者の増加に伴う地域の対応等も考えていかな
ければならないと思います。 
 ＮＰＯ法人三重県防犯設備協会は、上位団体である日本防犯設備協会や他県の地域協会と連携を取り、
積極的な正しい情報収集とその共有化を図り、今後の活動に取り入れ三重県の安全・安心の推進に力を入
れていくことを約束してご挨拶とさせていただきます。 

県では、平成２９年１月に策定した「安全で安心な三重のまちづくりアクションプログラム」（以下プロ
グラムという。）の“意識づくり”“地域づくり”“環境づくり”の３つの「基本方針」に基づき、県民や事
業者等との「協創」による安全で安心な三重の実現に向けた取組を推進しています。 

プログラムの推進には、プログラムのＰＲのみならず、具体的に県民や事業者の皆様にアクションを喚
起することや、地域の安全安心について、ともに考えることが必要です。 

このため、アクションの重要な担い手である、県民や事業者の皆様をはじめとする多様な主体が意見交
換を行うことで、新たなアクションの発掘やネットワーク構築につなげることを目的とした「プログラム
推進座談会」を、平成２９年７月から県内各地で開催しています。 

この座談会は、県内１８警察署の管轄単位において、市町や警察と連携し、自治会、自主防犯活動団
体、交通安全活動団体、事業者や大学生等の参加のもと開催するもので、既に１４警察署の地域で、さま
ざまなアクションやアイデアの紹介とともに、地域の防犯や交通安全にかかる課題や対策について活発な
議論を展開していただきました。 
また、地域の実情に応じた、きめ細やかな支援体制の構築をめざし、地域の相談役やキーパーソンとし

て、より具体的に地域の防犯活動等をけん引する意思のある方を対象とした「地域リーダー養成講座」を
今年度、内容を新たに開催したほか、「自主防犯活動を始めたい」、「現在の活動をもっと広げたい」などの
意向を持つ、安全で安心なまちづくりに関心の高い各地域の方々からの要請に応じて、県職員による「出
前講座」を随時実施するなどプログラムの具現化を図っています。 

今後もプログラムを推進する中で、県内のさまざまなアクションやアイデアを紹介し、県民や事業者の
皆様に更なる取組を呼び掛けるとともに、市町、関係部局等と連携して、犯罪や交通事故のない、安全で
安心な三重をめざしていきます。       
とりわけ、“環境づくり”の面においては、犯罪抑止等に有効とされる防犯カメラの設置等、防犯設備・

機器の整備が大きな役割を持つことから、ＮＰＯ法人三重県防犯設備協会の皆様には、引き続き、ご理解
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。   
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NPO 法人 三重県防犯設備協会 
        理事長 藤村 喜成 

ご挨拶 

三重県便り （三重県環境生活部寄稿） 



 

平成３０年１０月１３日（土）津市垂水の津ハウジングセンターで「家族で考える防犯啓発キャンペ
ーン」が三重県警察本部生活安全部様の主催により開催されましたが、当協会からは藤村理事長、加藤
理事、楠が参加し、防犯展示及びガラス 
割り実演を行いました。 
また同時にパトカーの展示や、ミーポ 

君の登場もあり、親子連れで来場されて 
いる皆様には特に人気がありました。 
この日のガラス割り実演の様子や展示の 
様子は、三重県警察広報室のツィッター 
にもアップロードされております。ぜひ 
一度、御覧になって頂ければ幸いです。        

（楠副理事長記） 

協会の活動内容 
 

平成３０年１０月７日（日）伊勢まつり会場（曽祢町交番前）において、伊勢度会地区生活安全協会
の「地域安全展」に、錠前やサッシなど防犯機器の展示をしました。台風２５号の接近で開催が危ぶま
れましたが、当日は幸い天候に恵まれたくさんの人出でにぎわいました。今回特にパナソニック製テレ
ビドアホンへの問い合わせが多く、家庭の防犯対策として簡単に設置でき有効性が高いことを説明しま
した。特に録画機能（訪問してきた人が画像で確認できること）については意外とまだ知らない方が多
かったのが印象的です。来場者の中には展示機種と全く同じものを利用されている方がおられ「不在時
の宅急便訪問にスマホ転送機能で直接外出先から話ができることは非常に便利だ」と逆に教えられまし
た。インターホンについては各種機能を具体的にどのように使うのかということも頭にいれおく必要性
を感じました。                               （藤村理事長記） 
 

２．「家族で考える防犯啓発キャンペーン」にて広報活
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１． 伊勢まつり地域安全展ブースに防犯展示 

 

展示の模様 テレビドアホンの展示パネル 

展示の模様 ガラス割り実演の模様 

３．「安全・安心フェスタ in 亀山」で防犯展示 

 平成３０年１０月１６日（火）亀山警察署駐車場において「安全・安 
心フェスタ in 亀山」が開催され、たくさんのワクワクイベントが準備 
され幼稚園児、小学生から一般の亀山市民を迎えて開催されました。 
 イベントの内容は、白バイ、パトカー展示、一番人気のこども運転免 
許証、キーホルダーづくり、子供制服試着などの子供向けから、ＪＡＦ 
のシートベルト着用体験機械や特殊詐欺被害防止広報の展示等、亀山警 
察署各課をはじめ関連団体が集まり多彩なものでした。 
当協会は生活安全課のブースで錠前やサッシなど防犯機器の展示と防 

犯ガラス割り実演を実施しました。ガラス割りでは、来場された小学校 
の先生を泥棒役としてガラスを割っていただきましたが、生徒たちは授 
業のように真面目でありながらも、かたや興味津々で見学してもらい、 
一般ガラスと防犯ガラスの違いを理解できたかと思います。また、見学 
者の中にはこれから新築住宅を契約するので防犯ガラスにしたいという 
方もいて、やはり防犯ガラスの有用性を理解していただくには、ガラス 
割り実演が効果的であると改めて感じました。   （藤村理事長記） 

展示の模様 

イベント参加の子供たち 



 

平成３０年９月に伊勢市さくら通りに「街頭防犯カメラ」が設置されました。 
この地域は伊勢市の繁華街に当たり比較的賑やかな所で、「さくら通り発展会」様より防犯カメラの

設置要望についての連絡を宮嶋理事を通じていただきました。カメラの設置には当然メンテナンスが必
要であることから伊勢市の当協会会員である西野電気工業様に対応を依頼し、調査を進めた結果、スタ
ンドアローン型カメラ 3台を設置するに至りました。 
 カメラ設置について伊勢市危機管理課、伊勢警察署、伊勢度会生活安全協会への報告を済ませ、設置
後の対応についても「さくら通り発展会」様に西野電気工業様からカメラの運用規定の案内を行って、
保守契約締結も完了し運用されています。                   （藤村理事長記） 

１２月２日（日）松阪市川井町のクラギ文化ホールおよび農業屋コミュニティ文化センターを会場に
「安全・安心フェスタ まつさか」が盛大に開催されました。 
当協会からは理事、事務局長、スペシャリスト等１２名が参加して防犯設備の有効性等について実際に
見本を使って説明いたしました。 
ガラス割り実演は３回実施し、地元松阪に工場のあるセントラル硝子の一般ガラスと防犯ガラスを参

加者の方に実際ハンマーで割って頂きました。数多くの方に見学いただき、防犯ガラスの有効性を理解
いただきました。 

また、塚本無線様にカメラの新製品を展示頂き防犯相談もしていただきました。 
窓からの侵入防止では、実際窓ガラスは割られたが、侵入されなかった実物の防犯ガラスを展示し皆

さんにご覧いただきました。カギのコーナーでは、閉め忘れが一目でわかる「チェッキー」を展示し体
験していただきました。カメラ付ドアホンの展示では、外でもスマホで状況が確認できる新製品を展
示、体験いただきました。 
また、進めている防犯優良アパートの紹介等、「体験しよう身近に安全安心」の目的に沿った内容で

各ブース展示いたしました。 
さらに、今回は皆様にアンケートを取り、私たちの協会の認知度、皆さんの防犯に対する意識を調査

いたしました。 
全体的に防犯関係に関心ある松阪市民の皆様に啓蒙が出来良かったと考えます。今後も幅広く防犯啓

蒙のお手伝いが出来るよう各市町の皆様に働きかけをしていきます。        （宮嶋理事記） 
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展示説明の模様 

４．「安全・安心フェスタ まつさか」で防犯展示 

５．街頭防犯カメラの設置支援 

ガラス割りの実演 ガラス割り見学の模様 

電源・制御盤 設置の全景 カメラ(２台)の設置状況 カメラ（１台）の設置 

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 
５．防犯優良戸建住宅認定の制度化検討 

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 
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１．日防設「第３回地域協会連絡会」に参加 

 ２０１８年７月３１日（火）、浜松町みとらビルに於いて２１地域協会２８名と日防設８名計３６名
が参加して、第３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。 

始めに片岡代表理事から挨拶があり、過去の熊本地震や九州北部豪雨で熊防設、福防設が、空き巣対
策として防犯カメラを無償貸与された。また、昨年３月には神奈川県警察本部と神防協が緊急災害時の
支援協定を締結した。日防設では２８年度から２００万円の予備費を予算計上しており、地域協会で対
応できない時には制度を活用していただきたいとのお話がありました。 

続いて、北海道から福岡まで１５協会から活動報告が行われました。京都からは、学生向けの防犯モ
デル賃貸マンションは１３０件認定され、取得したオーナーに取得後の効果について聴き取り調査を実
施した結果として、空き室がなくなった、入居した子息の親御さんの安心感が高いなど好意的な評価が
寄せられたことが報告されました。福岡からは、北九州キャンパス防犯ネットワーク会議（県内６０
校）において協会が県警に同行し説明を行ったことや、セキュリティアパート認定件数が累計１９６件
となり、その中にセキスイハイム展示住宅が１件含まれること、さらに、 
積水ハイムとの連携がうまくいっており、協会の理事になってもらった 
ことが報告されました。その他、北海道からは、札幌市の防犯カメラ設 
置事業において協会が設置相談と受付窓口の業務を委嘱され実施してい 
る等、それぞれ工夫された特徴のある活動内容が報告されました。 

最後に日防設からの報告があり連絡会を終了しました。 
今回の連絡会も大変参考となる情報が収集でき、今後当協会の活動に 
生かして参りたいと思います。          （加藤理事記） 

３．「福岡県警察犯罪予防研究アドバイザー制度研究成果報告書」のご紹介 

福岡県警察本部が都市計画学や建築学の専門家に委嘱し、平成２６年１１月から進めている犯罪予防
等についての研究成果をまとめた報告書が公表されております。防犯に配慮した環境整備を進めていく 
上での参考としてご紹介させていただきます。[下記アドレスにてアクセスください。] 

http://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/seian/adobaiza-seido_2.html   （事務局中尾記） 

関連行事・イベント・その他 
 

２．日防設「第１３回 都道府県防犯設備士(業)協会全国大会」に参加 

２０１８年１１月１７日（土）横浜市のロイヤルホールヨコハマで第１３回都道府県防犯設備士
(業）協会全国大会が２３地域協会の参加、出席総数８０名で開催され、当協会からは加藤が出席しま
した。 

大会には、警察庁から生活安全局生活安全企画課都市防犯対策官の近藤亮太様が、神奈川県警察本部
から生活安全部長の牧智明様が来賓として臨席されました。 

挨拶された片岡代表理事からは、各地域協会の活動が防犯設備士の地位を高めているが、まだ認知度
が低くこれを打破して前進させてゆきたい、との決意がのべられました。続いて、警察庁、神奈川県警
察本部からの来賓挨拶の後、本会議に入りました。 
始めに日防設からの報告があり、①平成２９年度地域協会活動調査票の集計結果報告②防犯優良マン

ション認定制度について平成１８年からＢＬ、全防連、日防設で事業を立ち上げ進めてきたが、３団体
の一部が撤退の意向を示されているため地域協会からの意見を踏まえ本年度末を目途に総括すること③
地域協会に委嘱を検討している防犯設備士更新講習の検討状況報告④防犯設備士県別登録状況および更
新状況⑤ＲＢＳＳ(優良防犯機器認定制度)の登録状況等が報告されました。続いて、報告に対する質疑
応答があり、防犯優良マンション認定制度の総括、今後の進め方を 
中心に活発な意見交換が行われました。 
休憩の後、神奈川県防犯セキュリティ協会、千葉県防犯設備協会、 

群馬県防犯設備協会から活動報告があり、次回の開催地が京都との 
連絡があり第一部の本会議を終了しました。 
第２部の講演会では(株)日立製作所セキュリティソリューション 

本部長の九野伸様から「事業継続を支えるサイバーセキュリティの 
官民動向と事例」というテーマで講演いただきました。 
第３部の懇親会は、神奈川県防犯セキュリティ協会理事長の齋藤 

様の挨拶でスタートし情報交換を行いました。  （加藤理事記） 

連絡会の模様 

挨拶される片岡代表



 商品紹介・一ロメモ (三防設通信発送時 カタログ、チラシを同封しております) 

 

･美和ロック株式会社 

・会員動向 
   新入会員 なし   退会 なし 

事務局からのご連絡 

会員紹介 

秋田 修  ＮＰＯ法人 三重県防犯設備協会 会員 
       防犯設備士  第 10-21837 号 
       防犯スペシャリスト 
住所   〒519-0143 三重県亀山市安知本町 273 
趣味   カラオケ・ドライブ 
 三防設にお世話になって７年余りが経ちました。 
これからも研修会を通して防犯のスキルアップを図って 
いきたいと思っています。 

・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２４号を平成３１年８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 にて理事長藤村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  059-232-0303  FAX 059-232-5586 
 

･パナソニック株式会社 

・会員プロフィール紹介 

Jan ２０1９ 6 

Raccess とノンタッチの認証に対応した、住戸玄関用電池

式電動サムターンユニットです。 

1 ロック/2 ロック仕様のどちらもドア加工および配線工事

が不要で、既存のドアがプッシュプルでもレバーハンドルで

も後付けが可能です。新築、オプション販売、賃貸、既存物

件へと幅広く導入いただけます。 

弊社ＨＰ https://www.miwa-lock.co.jp/ をご覧ください。 

電池式ハンズフリー電動サムターン DTRS シリーズ【グッドデザイン賞受賞】 

５０５シリーズ   好評発売中です（2018 年 10 月発売）！ 

商品特徴 

Ⅰ．カメラ付きモニターで色々なコミュニケーションが可能 

Ⅱ．来訪者の応対を外出先のスマホで顔を見ながらできる 

Ⅲ．「みまもりリモコン」（別売）にて家族のみまもりができる 

Ⅳ．ワイドダイナミックレンジ（WDR）信号処理技術・玄関子機カバーレスによる映像画質向上 

カメ ラ 付 き（ 普 段 は 隠 せま す ） 


