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月/日 活 動 内 容 会 場 出席理事

4/02

4/18

福富町西公園

番屋

河村、杉森

議事録参照

平成17年度活動報告
H17.11.30

・大岡川桜祭り防犯展示参加

・理事会開催

4/20 本町小学校グランド 杉森・本町小学校連れ去り防止訓練参加

4/27 桜木町、三菱地所 杉森・マンション管理者防犯研修

4/28 厚木市他 杉森・厚木市、神奈川福祉事業協会、県警本部長挨拶へ

4/30 三ツ境長屋門公園 福井、杉森・長屋門寺小屋参加

5/09 朝日会館 議事録参照・神奈川防犯連絡会総会開催

ホテルニューグランド 杉森・神奈川県警備業協会港支部総会防犯講話

5/17 磯子区役所 河村、福井、杉森・横浜市民フォーラム防犯展示参加

5/23 番屋 杉森・柏市役所番屋視察

5/13

6/03 番屋 杉森・県警本部生安部 松尾部長番屋視察

6/16 警視庁他 杉森・警視庁防犯環境指導員研修打合せ、警察政策学会

6/23 神奈川県暮し安推進 杉森・神奈川県パイロット事業提案郵送

6/28 本町小学校校庭 杉森・本町小学校不審者対応避難訓練参加

6/30 警視庁新橋庁舎 杉森・警視庁96署 防犯環境指導員研修講師

7/09 厚木市文化会館 福井、河村、坂井、
杉森

・厚木市市民フォーラム子どもシンポジュウムの共催

7/10 七沢温泉玉川館 福井、杉森・神奈川福祉事業協会委託事業団塊世代の調査研究

7/27 大和警察署 杉森・南林間地区防犯診断・パトロール参加

8/03 泉区役所 米谷、杉森・泉区防犯パトロール、防犯対策検討会

8/04 戸塚警察署 杉森・東戸塚西地区まちづくり協議会検討会

8/05 番屋・第2回理事会
8/10 大和警察署 杉森・鶴間地区防犯診断・パトロール参加
8/21 戸塚警察署 杉森・生活安全アドバイザー研修、防犯設備について

議事録参照

9/06 大和市勤労会館 杉森・大和市防犯活動団体の防犯交流会講話

8/27 大和警察署、大釜広場 河村、生原、杉森・綾瀬市いきいき祭り、防犯展示

9/07 建通新聞社 杉森・建通新聞に記事掲載「住宅防犯対策の現状と課題」

9/26 神奈川新聞社 杉森・神奈川新聞に記事掲載「携帯電話から安全マップ」

9/27 東戸塚西地区街協 杉森・東戸塚西地区街づくり協議会にアドバイザー出席

9/30 グランドアーク半蔵門 清永顧問、杉森・遊技機不正防止シール評価委員会出席

10/15 厚木市文化会館 杉森・厚木市安全・安心まちづくり研修会講師

10/11 伊勢佐木モール街・安全・安心まちづくり旬間伊勢佐木モールパトロール

10/06 杉森・横浜総合高校生番屋研修 番屋
10/03 杉森・学校、警察連絡会でGPS携帯によるマップ作り紹介 吉田中学校

平野、生原、坂井、
杉森

10/17 東戸塚 杉森・東戸塚まちづくり協議会出席

10/21.22 厚木市中央公園 杉森・厚木市商工観光まつりに防犯機器展示参加

10/25 泉区上飯田地区 米谷、杉森・泉区防犯診断実施

NO.1



月/日 活 動 内 容 会 場 出席理事

11/02 戸塚警察署、まち協 杉森

平成17年度活動報告
H18.3.31

・東戸塚まちづくりの防犯対策検討
11/16 警察政策学会主催 杉森・安全安心まちづくり条例に関するシンポジュウム

11/26 日本市民安全学会 福井、杉森・日本市民安全学会安中大会

NO.2

11/29 県警生活安全総務課 杉森・県警生活安全アドバイザー新人研修講師

11/30 番屋 杉森・TV神奈川「県パイロット事業」取材対応(12/25放映)

12/05 戸塚警察署、まち協 杉森・東戸塚まちづくりの防犯対策、カメラシステムについて

12/09 番屋

議事録による

・常任理事会開催

12/24 伊勢佐木モール 平野、福井、生原
米谷、杉森

・伊勢佐木モール街で防犯カルタ配布キャンペーン

1/11 県警第一機動隊 平野、杉森・県警年頭視閲式

1/17 東京ホンダビル 杉森・警察政策学会「市安研部会」出席

1/19 伊勢佐木警察署 平野、坂井、米谷、
杉森・伊勢佐木警察署武道始式、賀詞交換会

1/25 遊膳グレビー 坂井、杉森・FBI 賀詞交換会出席

2/02 戸塚警察署、区役所 杉森・東戸塚まちづくりで佐藤署長、区役所大谷課長挨拶

2/10 番屋・常任理事会

2/15 東戸塚まち協 杉森・東戸塚街づくり協議会、防犯カメラ打合せ

2/20 県警本部 杉森・井上県警本部長、早川生安理事官への挨拶

議事録による

2/28 杉森・警察政策学会「市安研部会」出席 東京ホンダビル

3/04 福井、杉森・宮前区市民フォーラム参加 宮前市民館

3/08 杉森・東横線跡地街づくり協議会との打合せ 番屋

3/09 杉森・セキュリティーショー見学 ビッグサイト国際展示場

3/18 杉森・習志野秋津コミュニティーとの情報交換 秋津コミュニティー

3/19 福井、杉森・市民安全学会理事会で厚木大会打合せ 新江戸川公園



活 動 内 容
活動日 17年11月26日 主催者、依頼者

防犯講話等の実施 福井理事、杉森副会長

・群馬県安中市で市民安全学会と安中市主催の防犯フォーラム開催。

日本市民安全学会

分科会で
安全マップによる情報の一元化
について話をする杉森副会長。

会場となった安中市文化センター。

中島安中市長も出席し
盛大に開催された。



活 動 内 容
活動日 17年 4月20日 主催者、依頼者

防犯訓練実施 杉森事務局長

・本町小学校で連れ去り防止訓練実施。講評をした。

伊勢佐木警察署

伊勢佐木警察と暮らし安全指導員によって実施された「連れ去り防止訓練」
で避難を完了した本町小学校全校生徒。



活 動 内 容
活動日 17年 5月17日 主催者、依頼者

防犯機器展示実施 福井理事、河村理事、杉森事務局長

・中田市長出席の横浜市民フォーラムで防犯機器展示参加。

磯子区役所

美和ロック(株)の錠前機器と賛助会員の(株)ライコムの協力により、防犯関連
のシステム・機器を展示した。磯子区長も見学し、神防連の協力に感謝された。

磯子区文化会館
１階フロアーに展示



活 動 内 容
活動日 17年 6月30日 主催者、依頼者

防犯研修の実施 杉森事務局長

・警視庁96署 防犯環境指導員研修講師として参加。

警視庁生活安全総務課

警視庁の新橋会館で実施された研修で「設計図書から防犯性を助言する
には」のテーマで研修を実施した。この研修会には三年連続で協力している。

80分に及ぶ研修
風景



活 動 内 容
活動日 17年 7月 9日 主催者、依頼者

防犯機器展示実施 福井理事、河村理事、杉森事務局長

・厚木市長出席の市民フォーラムで防犯機器展示。

厚木市役所

美和ロック(株)の錠前機器と賛助会員の(株)ライコムの協力により、防犯関連
のシステム・機器を展示した。

厚木文化会館
１階フロアーに展示



活 動 内 容
活動日 17年 7月 9日 主催者、依頼者

市民フォーラム後援 福井理事、坂井理事、河村理事、杉森事務局長

・厚木市市民フォーラム「子どもシンポジューム」の共催。

日本市民安全学会

ガーディアン・エンジェルスによる
護身術実演は好評でした。

地元と日本市民安全
学会によるパネラー陣

主催者挨拶をする山口市長。

1400名の参加で会場は一杯。



活 動 内 容
活動日 17年 7月27日 主催者、依頼者

防犯診断の実施 杉森事務局長

・南林間地区防犯診断、防犯パトロール実施。

大和警察署

大和市と大和警察署の要請により、地域防犯活動団体と地域の安全パト
ロール及び防犯診断を実施。猛暑の中でしたが意義ある内容でした。



活 動 内 容
活動日 17年 8月 3日 主催者、依頼者

防犯診断の実施 米谷理事、杉森事務局長

・防犯パトロール、防犯対策検討のため防犯診断を実施した。

泉区役所

見通しの悪い通学路

植栽が生い茂る公園

廃屋が環境を悪化



活 動 内 容
活動日 17年 8月10日 主催者、依頼者

防犯診断の実施 杉森事務局長

・鶴間地区防犯診断、パトロールの実施。

大和警察署

大和警察署生安係長の参加もあり、熱心に行われた地域の防犯診断を
終えて、講評と意見交換を実施。



活 動 内 容
活動日 17年 8月27日 主催者、依頼者

防犯機器の展示 河村理事、生原理事、杉森事務局長

・綾瀬市いきいき祭りで錠前機器の展示実施。

綾瀬市、大和警察署

綾瀬市、大和警察署からの要請で地域の祭りに錠前関連機器を展示。
地域の防犯活動団体との情報交換もでき有意義でした。



活 動 内 容
活動日 17年10月11日 主催者、依頼者

防犯パトロール実施 平野会長、米谷理事、生原理事、坂井理事、杉森

・松沢知事と安全・安心まちづくり旬間伊勢佐木モールパトロール。

伊勢佐木警察署

伊勢佐木モール街を松沢県知事などと伊勢佐木署関内の防犯ボランティア
団体が一緒になってパトロールし、市民に防犯をアピールした。

佐熊伊勢佐木署長も参加



活 動 内 容
活動日 17年10月15日 主催者、依頼者

防犯研修の実施 福井理事、杉森副会長

・市民総ぐるみの防犯決起大会で防犯講演実施。1000名出席。

厚木市

厚木市の要請で、防犯環境設計について60分の防犯講話を実施。
主催者として、山口市長の挨拶があった。

会場の厚木市文化会館が1000名の
防犯リーダーが集まった。



活 動 内 容
活動日 17年10月21.22日 主催者、依頼者

防犯機器の展示 杉森副会長

・厚木市商工観光まつりに防犯機器展示。(株)ライコム賛助会員の協力を得て。

厚木市

厚木中央公園で実施された観光商工まつりに神奈川防犯連絡会と地元の
防犯ボランティア団体4Aと一緒に防犯機器を展示、市民へのPRを実施した。

厚木市役所係長も
説明員として活動

山口厚木市長も参加



活 動 内 容
活動日 17年10月25日 主催者、依頼者

防犯診断の実施 米谷理事、杉森副会長

・泉区上飯田地区通学路の安全診断実施。

泉区役所

上飯田小学校の通学路の安全診断を実施、狭い路地と見通しの悪い
交差点が多く、ミラーの整備や植栽の剪定など対策が必要。

通学路には連れ込
みに注意も必要



活 動 内 容
活動日 17年11月11日 主催者、依頼者

防犯パトロールの実施 坂井理事、杉森副会長

・パトロール隊、暮らし安、警察官による夜間合同パトロールに同行。

F・B・I、伊勢佐木警察署

長者町の繁華街を二班でパトロール、地域の安全を呼びかけた。

電話ボックスのピンク
チラシを撤去

放置自転車も多く
通行の妨げになっている。



活 動 内 容
活動日 17年12月24日 主催者、依頼者

防犯キャンペーンの実施 平野会長、福井理事、生原理事、米谷理事、
杉森副会長

・イセザキモールで防犯カルタ、防犯グッズを配布、防犯意識高揚活動。

伊勢佐木モール商店街

・松坂屋入り口でワゴンによるキャンペーン風景

・キャンペーンの対象は子供達。

・平野会長も参加。



活 動 内 容
活動日 17年12月25日 主催者、依頼者

活動のテレビ放映 杉森副会長

・県のパイロット事業「GPS携帯による安全マップづくり」事例の放映。

テレビ神奈川

・地域パトロール隊の活動も紹介された。

・県知事から先進的な事例として
紹介された。



活 動 内 容
活動日 18年 1月11日 主催者、依頼者

年頭視閲式に出席 平野会長、杉森副会長

・県警本部よりのご招待により出席。

神奈川県警察本部

・松沢知事も出席し、金沢区の
第一機動隊訓練場で実施された。

・視閲する伊藤県警本部長。



活 動 内 容
活動日 18年 3月 4日 主催者、依頼者

防犯講話の実施 杉森副会長、福井理事

・区民フォーラムで「団塊世代と今後の治安対策」パンフレット配布。

宮前区役所

大下宮前区長が基調講演と
コーディネータ役をされました。


