
神奈川防犯連絡会
平成19年度

活動内容

平成19年 3月31日

今年度も講演会などへの講師派遣や防犯活動団体との交流、懇親を深めた活動
であった。特筆すべきは、 平成19年5月6日横浜スタジアムで計画されていた、
県警本部主催の「ピーガルフェスタ」に神防連として関係団体・会社の協力を得て
準備していたが、雨天のため中止になったのは非常に残念なことであった。



月/日 活 動 内 容 会 場 出席理事

4/11

4/15

鎌倉警察署 杉森

平成19年度活動報告
H19. 9.30

・鎌倉警察署、江崎署長表敬訪問

4/18

4/20

5/06

5/20

5/10

6/02

6/18

6/24

NO.1

番屋 議事録参照・19年度総会開催

5/23

7/21

7/26

7/27

新宿ルノアール 福井、杉森・日本市民安全学会常任理事会出席

県警本部 杉森・県警本部フェスタ用展示パネル素材搬入

番屋 議事録参照・理事会開催

横浜スタジアム他 関係理事・県警本部ピーガルフェスタ開催準備・中止

番屋 杉森・南足柄市・防犯シンポジュウム計画の情報交換

番屋他 福井、杉森・日本市民安全学会総会開催時に番屋を紹介

番屋 杉森・相模原市担当者番屋見学対応

番屋 杉森・小林厚木市市長番屋見学対応

福井、杉森・日本市民安全学会理事会出席 新宿ルノアール

杉森・東戸塚街づくり協議会スーパー防犯灯設置委員会 新一開発事務所

杉森・東戸塚街づくり協議会西地区総会 第一生命ビル

杉森・警察政策学会研究部会 市川市役所 市川市情報センター

8/01 杉森・相鉄不動産鴨居計画 防犯計画現地調査 鴨居駅～菅田団地

8/02 杉森・東戸塚街づくり協議会事務局 細野氏来所 番屋

8/19 福井、杉森・日本市民安全学会理事会 新宿

8/22 杉森・交番相談員との情報交換 吉野町交番

8/31 杉森・警察政策学会 道路交通法改正セミナー参加 グランドアーク半蔵門

9/04 杉森・相鉄不動産 防犯セミナー打合せ 相鉄不動産本社ビル

9/05 杉森・県くらし安全推進課パイロット事業推進状況について 番屋

9/11 平野、河村、河野
杉森

・臨時理事会開催 番屋

杉森9/12 ・中央電子来所 番屋

杉森9/13 ・相鉄不動産防犯セミナー打合せ

杉森9/15 ・足柄上地区防犯セミナー 足柄上合同庁舎

福井、杉森9/16 ・日本市民安全学会理事会 新宿ハイジア会議室

相鉄不動産本社ビル

坂井、河野、杉森9/19 ・新事務所移転の挨拶 徳永ビル

福井、坂井、杉森9/29 ・神奈川防犯連絡会 山下町に事務所移転 山下町徳永ビル



月/日 活 動 内 容 会 場 出席理事

10/01

平成19年度活動報告
H20. 3.31

NO.2

山下町徳永ビル・神防連 山下町事務所 電話工事 開設 杉森

10/06 セシオン杉並ホール・杉並区民地域安全のつどい 講演 杉森

10/08 湘南みずき自治会館・相鉄湘南みずき自治会防犯セミナー講師 杉森

10/19 新一開発会議室・東戸塚街づくり協議会 防犯灯設置委員会 杉森

10/20 横浜開港記念会館他・金田氏朗読ライブと懇親会 福井、坂井、杉森

10/21 新宿ハイジア会議室・日本市民安全学会理事会 福井

11/14 県警本部・県警本部矢沢総務部長、岩本生安対策室長へ挨拶 坂井、杉森

11/17 堺市商工会議所他・日本市民安全学会堺大会コーディネーター、パネラー 福井、杉森

11/28 徳永ビル・理事会 議事録参照

福井、杉森12/16 モンテローザ2F・日本市民安全学会理事会

杉森12/19 第一生命ビル・東戸塚街づくり協議会総会、忘年会

平野、河野、福井
坂井、河村、杉森

12/25 横浜ガーデンホテル・神防連と県警本部関係者の忘年会

平野、杉森1/09 機動隊本部・県警本部年頭視閲式

2/23 徳永ビル・神防連理事会、新年会

福井、坂井、杉森2/29 ・県警本部柔道特練との懇親会

平野、河野、福井
河村、坂井、杉森

モンテローザ2F

印は、付帯資料に活動内容の写真などがあります。

杉森3/06 ・セキュリティーショー見学 東京ビッグサイト

杉森3/16 ・日本市民安全学会理事会出席 新宿ハイジア会議室

坂井、杉森3/19 ・大和警察署表敬訪問(大野署長、福井副署長) 大和警察署



活 動 内 容
活動日 18年 5月06日 主催者、依頼者

展示企画の実施 会員、賛助会員

・横浜スタジアムでのピーガルフェスタに展示準備。

神奈川県警察本部

神奈川防犯連絡会として、県内の防犯活動団体や企業によびかけ、15団体・企業の

参画を得て準備を整えていた。展示計画書と製作された展示パネル。



活 動 内 容
活動日 19年 9月15日 主催者、依頼者

足柄上地区防犯セミナー 杉森会長

・足柄上合同庁舎で防犯ボランティアを対象としたセミナーに講師派遣。

足柄上地区防犯協会連合会

・松田警察署から防犯担当官も出席。

・「考えよう 防犯活動の楽しい進め方」
と言うテーマで、40分間の講演実施。

・パワーポイントを使って熱弁中!!

・地域県政総合センターの呼掛けで多数の
参加者(約100名)が熱心に聴講。



活 動 内 容
活動日 19年10月06日 主催者、依頼者

杉森会長

・セシオン杉並ホールにて「安全・安心まちづくり」について講演。

杉並区・杉並警察署他

区民地域安全の集い

・警視庁生活安全総務課からの紹介で、杉並警察署より講演依頼があった。
当日は、杉並区、杉並・高井戸・荻窪警察署と防犯協会の主催で実施され、
約200名の参加者を前に「地域における安全・安心まちづくり」と題して講演
した。

・講演終了後、
杉並警察署長より
感謝状を頂きました。



活 動 内 容
活動日 19年10月08日 主催者、依頼者

自治会防犯セミナー 杉森会長

・湘南みずき自治会館で防犯セミナー講師として講演。

相鉄湘南みずき自治会

・相鉄不動産が開発分譲中の湘南みずき団地で防犯セミナーを実施。

・戸建て住宅での侵入手口
として、シャッター破りや
ガラス破りの手口も紹介。
(YKKよりサンプル提供)

・約20名の自治会役員や販売担当者、機器納入業者の方が集まった。



活 動 内 容
活動日 19年11月17日 主催者、依頼者

コーディネータ・パネラー 福井顧問・杉森会長

・大阪堺市において日本市民安全学会の堺大会参加。

日本市民安全学会・堺市

・福井学会副会長のコーディネートで、分科会が進められました。

「子どもの自助安全活力を
どうたかめるか」の

テーマでパネルディスカッション。

・指定発言者として発表

・会場には堺市長はじめ
約200名の参加者が集いました。



活 動 内 容
活動日 19年12月25日 主催者、依頼者

忘年会開催 会員、賛助会員

・横浜ガーデンホテルで金田賢一氏による朗読ライブと忘年会を開催。

神奈川防犯連絡会

恒例行事となった、神防連と県警関係者、防犯活動団体との忘年会。
今年は、金田賢一氏の協力で朗読ライブを実施した。

参加者約40名の盛大な忘年会で

会場は熱気一杯。

案内チラシを配布。



活 動 内 容
活動日 20年 1月09日 主催者、依頼者

20年度年頭視閲式 平野理事・杉森会長

・年頭視閲式に出席。

神奈川県警察本部

・平成20年の県警本部年頭視閲式に招かれ、出席。警察の新たな取組みの決意が
伝わった。

視閲官 田端県警本部長

松沢知事も祝辞を述べました。


