
神奈川防犯連絡会
平成18年度

活動内容

平成19年 3月31日

自治体、警察、市民の三位一体となった防犯意識高揚と防犯対策の普及に取り組んでいる。

防犯講話、講演、研修を通しての防犯意識高揚と防犯診断、また、防犯交流会等を通しての

防犯情報交換や防犯機器の展示説明による防犯対策機器の普及促進など幅広い活動になった。



月/日 活 動 内 容 会 場 出席理事

4/02

4/04

福富町西公園

港南警察署

河村、杉森

杉森

平成18年度活動報告
H18. 8.31

・大岡川桜祭り防犯機器展示参加

・港南警察署遠藤署長表敬訪問

4/13 まち協、戸塚区役所 杉森・東戸塚まち協、戸塚区長へ防犯カメラ設置説明

4/16 日本女子大 杉森・日本市民安全学会出席

4/18 街づくり組合 杉森・大崎駅西口再開発事業組合へ防犯講話実施

4/20 番屋 杉森・厚木市役所安全・安心部長、次長、課長が番屋来所

5/10 ホンダビル 杉森・警察政策学会市民生活と地域安全創造研究部会

番屋 議事録参照・18年度総会開催
5/21 日本女子大 福井、杉森・日本市民安全学会出席

5/25 まち協事務所 杉森・東戸塚街づくり推進協議会

5/19

5/31 戸塚警察 杉森・佐藤戸塚警察署長に東戸塚防犯灯設置計画説明

6/06 九段会館 平野、生原、伊東
杉森

・日本防犯設備協会20周年記念パーティー出席
6/08 パシフィコ横浜 杉森・画像センシング展見学

6/13 県警理事官室 杉森・県警本部早川生活安全理事官へ防犯灯計画説明

6/14 東京ホンダビル・警察政策学会市安研部会出席

NO.1

4/21 番屋 議事録参照・理事会開催

4/28 情報文化会館 杉森・中区安全・安心まちづくり推進協議会総会出席

5/23 番屋 杉森・シティーデザインとホームページ作成打合せ

杉森

杉森

杉森、福井

杉森

6/15 大宮・ライトロンに画像解析技術見学
6/18 日本女子大・日本市民安全学会出席

6/23 グランドアーク半蔵門・警察政策学会総会、懇親会出席

福井、杉森6/28 足柄上合同庁舎・足柄上教育事務所学校安全研修会講演

杉森6/29 ホテルセンチュリー静岡・静岡県職場防犯管理協会防犯研修会講師

杉森7/04 番屋・ありんこパワー代表平田氏、平井氏と打合せ

杉森7/06 第一生命会議室・東戸塚上品濃地区総会で防犯カメラ説明

杉森7/13 ロイヤルパークホテル・東戸塚西地区都市計画事業決定祝賀会出席

杉森7/14 東京ホンダビル・警察政策学会市安研部会出席

福井、杉森7/15 県警本部会議室・日本市民安全学会理事会出席

議事録参照7/21 番屋・理事会開催

7/25

7/21 厚木市役所・厚木市とIT化検討

・東戸塚西地区総会で防犯カメラ説明 第一生命会議室 杉森

杉森

7/31 アクロス福岡・福岡県防犯環境設計セミナーパネラー出席 福井、杉森

8/23 番屋・ホームページ作成打合せ、シティーデザイン 杉森

8/02 まちづくり協議会事務局・東戸塚まちづくり協議会防犯カメラ設置打合せ 杉森

8/31 番屋・世田谷区たすけあいネット5名来所、安全マップ関係 杉森



月/日 活 動 内 容 会 場 出席理事

9/06

平成18年度活動報告
H19. 1.31

9/12

9/13

NO.2

9/15

9/16

9/26

9/26

9/30

10/04

東京ホンダビル・警察政策学会市安研部会出席 杉森

まち協事務所 杉森・東戸塚街づくり推進協議会

番屋 杉森・厚木市役所安全・安心課長来所

番屋 議事録参照・理事会開催

福井、杉森県警本部会議室・日本市民安全学会理事会出席

杉森・足柄上地域県政総合センター副主幹来所 番屋

杉森・県安全・安心まちづくり推進課課長代理来所 番屋

福井・足柄上地域安全・安心まちづくりフォーラム講演 足柄上合同庁舎

杉森・大和市鶴間地区自治会防犯診断 大和市西鶴間地区

10/06 杉森・警視庁小金井警察地域安全のつどい防犯講話 国分寺市いずみホール

10/09 杉森・警視庁荒川警察署地域安全のつどい防犯講演 サンパール荒川

10/12 杉森・警視庁小平警察署地域安全のつどい防犯講話 小平市中央公民館

10/14 会員他37名参加・大磯海岸地曳網大会 大磯海岸 台船

10/15 福井、杉森厚木市文化会館・日本市民安全学会理事会出席

10/17 坂井、杉森モンテローザ2階・FBI地域安全活動受賞記念パーティー出席

杉森10/30 第一生命会議室・東戸塚上品濃地区合同説明会で防犯カメラ説明

杉森11/07 番屋・県遊技場共同組合理事と自主防犯活動打合せ

11/08 東京ホンダビル・警察政策学会市安研部会出席 杉森

11/11
福井、坂井、河村
杉森

厚木市文化会館・日本市民安全学会厚木大会後援

杉森11/21 番屋・柏市防犯交通安全組合23名番屋見学
米谷、福井、坂井
杉森

11/22 関内さん太・県警柔道特練激励会出席

杉森12/06 警察庁、警視庁、ホンダビル・警察庁、警視庁訪問、警察政策学会会議

米谷、坂井、杉森12/19 伊勢佐木モール街他・曙町防犯拠点開所式、パトロール活動参加

杉森12/20 第一生命ビル・東戸塚まちづくり協議会忘年会出席

議事録参照12/22 番屋、関内・神奈川防犯連絡会理事会、忘年会

12/29 番屋・相鉄企業来所、防犯セミナー依頼の件 杉森

1/09 JR香川・相鉄不動産「湘南みずき団地」防犯診断 杉森

1/17 金沢区機動隊・神奈川県警察本部年頭視閲式出席 平野、杉森

1/20 JR香川・相鉄不動産「湘南みずき団地」防犯セミナー講師 杉森

1/24 東京ホンダビル・警察政策学会研究部会出席 杉森

1/24 モンテローザ2F・FBI、伊勢佐木警察署の賀詞交歓会出席 坂井、杉森

1/28 第一生命大ホール・東戸塚西地区、上品濃地区防犯カメラ説明会 杉森

1/31 泉区役所・泉区上飯田地区パトロールモデル事業報告書提出 米谷、杉森



月/日 活 動 内 容 会 場 出席理事

2/06

平成18年度活動報告
H19. 3.31

2/13

NO.3

3/17

中区蓬莱町マンション・伊勢佐木警察の依頼により防犯診断実施。 杉森

モンテローザ2階・日本市民安全学会役員会出席。

杉森・西東京市防犯の集いで防犯講話実施。 西東京市文化ホール

福井、杉森

2/14 東京ホンダビル・警察政策学会研究部会「市安研」に出席。 杉森

2/16 番屋・神奈川防犯連絡会理事会 議事録参照

2/22 横浜市南区・神奈川県警察本部寮の防犯カメラ設置見積の現調。 伊東、杉森

2/21 関内・ピーガルフェスタ打合せ 福井、米谷、坂井、
杉森

2/22 番屋・相鉄企業と地域防犯診断打合せ 杉森

2/24 県警本部～厚木署・県警本部へ見積書提出、厚木警察訪問。 杉森

3/18 杉森・市民安全学会理事会出席。 新宿

3/05 福井、杉森・市民安全学会打合せ。 関内

3/07 杉森・セキュリティーショー見学。 東京ビッグサイト

・警察政策学会研究部会「市安研」に出席。 東京ホンダビル 杉森3/14

・県警交通部長を送る会出席。 コンチネンタルH横浜 米谷、福井、坂井、
杉森3/16

3/19 杉森・東戸塚まちづくり協議会出席。 第一生命ビル研修所

3/22 米谷、杉森・横浜市泉区まちづくり推進協議会防犯講習会講師。 泉区役所

3/27 米谷、坂井、河野、
杉森・G・エンジェルス横浜支部青色パトカー 贈呈式出席。 横浜市庁舎



活 動 内 容
活動日 18年 4月 1日 主催者、依頼者

防犯機器展示 杉森副会長、河村理事

・中区主催大岡川桜祭りに防犯機器を展示

伊勢佐木警察署

伊勢佐木警察髙久署長、松本次長、國武課長、
後藤専門官も参加。

伊勢佐木警察の防犯コーナに
錠前機器を展示。

展示説明を実施した河村理事、杉森副会長。



活 動 内 容
活動日 18年 4月19日 主催者、依頼者

18年度総会の開催 会員、賛助会員

・番屋で１８年度総会を開催、役員改選で杉森会長、米谷副会長が就任。

神奈川防犯連絡会

総会風景



活 動 内 容
活動日 18年 6月28日 主催者、依頼者

防犯講話の実施 福井事務局長、杉森会長

・足柄上教育事務所学校安全研修会で福井事務局長講演

足柄上郡教育委員会

福井事務局長の
防犯講話「犯罪から子どもを守る対策」が
参加者に大変わかり易く好評でした。

パネルディスカッションには
前伊勢佐木警察署の須藤係長、
杉森会長も出席。



活 動 内 容
活動日 18年 6月29日 主催者、依頼者

防犯講話の実施 杉森会長

・静岡ホテルセンチュリーで職場防犯管理者の研修会で講演。

静岡県職場防犯管理者協会

杉森会長が防犯講話
「職場防犯管理者のための防犯環境設計の進め方」を
実施した。

防犯対策の事例や街に必要な防犯機能などをスライドを使って説明した。

会場には静岡県担当官や
静岡県警本部の担当官を
含め約40名が参加した。



活 動 内 容
活動日 18年 7月 6日 主催者、依頼者

防犯カメラの設置 杉森会長

・東戸塚上品濃地区総会でスーパー防犯灯の設置計画について説明。

東戸塚まちづくり協議会

協議会の顧問である県議、市議も出席し
ての、会議となった。

まちづくり協議会の会員約40名の出席で開催された。



活 動 内 容
活動日 18年 7月15日 主催者、依頼者

市民安全の研究 杉森会長、福井事務局長

・県警本部会議室で市民安全学会厚木大会の実施に向け検討中。

日本市民安全学会

日本市民安全学会理事会風景



活 動 内 容
活動日 18年 7月31日 主催者、依頼者

パネラーとして出席 杉森会長、福井事務局長

・福岡県防犯環境設計セミナーにパネラーとして出席。情報交換会も。

福岡県警察本部

福岡県警戸谷警視と福井事務局長

警察庁都市防犯対策官福田警視正もパネラー
として出席。

防犯機器の展示も行われました。

杉森会長パネラーとして発言。



活 動 内 容
活動日 18年10月 4日 主催者、依頼者

防犯診断の実施 杉森会長

・鶴間地区の自治会役員と地域防犯パトロール、防犯診断を実施。

神奈川県大和市

8地区の自治会役員と町並み防犯診断を
実施した。

大和市担当係長、県くらし安、G・A大和支部長などと防犯診断の総評を実施。



活 動 内 容
活動日 18年10月 6日 主催者、依頼者

防犯講話の実施 杉森会長

・国分寺市いずみホールで地域安全のつどいで、防犯講話を実施した。

警視庁小金井警察署

小金井市と国分寺市合同の市民のつどいが開催された。

犯罪にあわない工夫について講話。



活 動 内 容
活動日 18年10月 9日 主催者、依頼者

防犯講話の実施 杉森会長

・サンパール荒川で荒川市民地域安全の集いで、防犯講話を実施した。

警視庁荒川警察署

荒川区長、荒川警察署長も出席した
地域安全のつどいで防犯環境設計について
講演した。



活 動 内 容
活動日 18年 9月30日 主催者、依頼者

防犯講話の実施 福井事務局長

・犯罪から子どもを守る対策、地域・学校・家庭の連携について講演。

足柄上地区防犯協会連合会

意見交換会にも発言。

子どもたちも防犯活動事例を発表。

30団体・130名が参加しました。

パワーポイントを使って熱弁中。



活 動 内 容
活動日 18年10月12日 主催者、依頼者

防犯講話の実施 杉森会長

・小平市中央公民館で地域安全のつどいで、防犯講話を実施した。

警視庁小平警察署

市民の集いで「安全・安心まちづくりには防犯意識と対策が必要」について講話。



神奈川防犯連絡会

秋の地曳網大会 ご案内

平成18年10月14日(土)実施

JR大磯駅にAM８時集合

ご家族、お友達、仲間を誘って楽しく過ごしましょう !!

大磯駅からタクシーで

予算は
4,000円/人

(女性は半額、子どもは無料)

(雨天決行)

問合せ・申込みは 090-6180-4138 杉森へ



活 動 内 容
活動日 18年10月14日 主催者、依頼者

会員親睦の実施 会員と防犯活動仲間

・大磯の海岸で宝探し・ビンゴゲーム、バーベキューで大いに盛り上がりました。

神奈川防犯連絡会

子ども13名を含む
37名が集いました。

お父さんも
お母さんも今日は
防犯忘れました。

宝探しで楽しく!!

秋刀魚は塩をして!

バーベキューも

楽しんでいます!!

皆が協力して盛り上げました。



活 動 内 容
活動日 18年11月11日 主催者、依頼者

後援団体として支援 杉森会長、福井事務局長、坂井理事、河村理事

・厚木市文化会館にて市民フォーラム「おとなの目・子どもの目」を開催。

厚木市、日本市民安全学会

平井学会副会長挨拶

山口厚木市長挨拶 三島厚木警察署長挨拶

学会研究発表会場

金田賢一氏による基調講演

学会パネルディスカッション

雨天の中参加いただいた多くの市民
金田氏を囲んで､戸谷福岡県警警視､
福井神奈川県警警視､杉森神防連会長



神奈川防犯連絡会主催

日時 : 平成18年12月22日(金) 18時～

場所 : 横浜市中区吉田町２―７ヴァルス吉田町2F(地図参照)

会費 :  6,000円 /人

内容 :

注) 各自プレゼント(1,000円程度)を準備して参加下さい。

1.テレビでおなじみの
金田賢一氏による朗読

「マッチ売りの少女」

2.紙芝居文化推進協議会
森内直美さんによる紙芝居

「かさじぞう」

3.楽しいプレゼントがもらえる
「ビンゴゲーム」

℡045-241-8554

JR関内駅

交番

会場「さん太」

県警本部の皆さんと防犯ボランティアの集い

*会場地図



活 動 内 容
活動日 18年12月19日 主催者、依頼者

防犯講話の実施 杉森会長、米谷副会長、坂井理事

・関外地区歓楽街再生総合対策推進委員会街頭キャンペーンに参加。

横浜市中区、伊勢佐木警察

・髙久署長、松本次長も出席

・GAやFBIのメンバーも積極的に参加



活 動 内 容
活動日 19年 1月 17日 主催者、依頼者

視閲式出席 杉森会長、平野理事

・平成19年の年頭視閲式に出席。雨の中気迫あふれる行進でした。

神奈川県警察本部

・井上本部長の視閲



活 動 内 容
活動日 19年 1月20日 主催者、依頼者

防犯講話の実施 杉森会長

・JR香川駅近くの湘南みずき団地で防犯セミナー開催。約20名の参加。

相鉄企業

・防犯対策の基本について

・ガラス破りの実演も実施



活 動 内 容
活動日 19年 3月17日 主催者、依頼者

防犯講話の実施 杉森会長

・こもれびホールで開催された安全の集いで防犯講話を実施した。

警視庁～西東京市



活 動 内 容
活動日 19年 3月22日 主催者、依頼者

防犯講話の実施 杉森会長、米谷副会長

・泉区地域防犯まちづくり推進協議会で防犯講習会実施。

横浜市泉区役所

「地域ぐるみでの防犯対策」について講話

・泉警察署大窪生安課長も犯罪情勢
について講話

・松原部長が


