
神奈川防犯連絡会
平成２３年度

活動内容

平成２４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。
キャンペーンへの参加は７回で、講演等の
講師派遣は５回と活発な活動となった。
各種キャンペーンの参加人数も多く、金田氏が
特別顧問に就任いただいた効果である。
下の写真は、年末特別警戒でのショットで、久我
県警本部長、黒沢知事、林横浜市長、江崎生安
部長などとの１枚で印象深い。



月/日 活 動 内 容 会 場 出席理事

4/１ 県警察本部 杉森

平成23年度活動報告
H24.3.31

・県警察本部生安総務課 打合せ

NO.1写真記録あり

4/12 県警察本部 杉森・県警察生安部長より震災対策助成感謝状受領

4/28 関内 坂井、杉森・平成22年会計報告内容確認及び残高証明確認

5/11

5/17

5/20

5/31

6/18

6/18

6/29

7/4

県警察本部 杉森・県警察本部へ総会案内状持参

㈱ライコム社長室 河野、杉森・平成22年会計監査実施

横浜開港記念会館 杉森・ひったくり・振り込め詐欺抑止緊急対策会議出席

中区相生町 米谷、杉森・神防連事務所移転、山下町→相生町へ

横浜中華街・加賀町署管内パトロール活動

ホテルガーデン横浜 議事録参照・平成２３年度神防連総会

県警察本部 中山、杉森・県警察本部生安総務課 打合せ

相模大野駅北口 金田、山下、江口、
米谷、松原、小菅、
杉森

・振り込め詐欺、ひったくり抑止合同防犯キャンペーン

横浜駅東口新都市プラザ 高光、河村、米谷、
松原、山下、江口、
鈴木、杉森

・ひったくり被害防止キャンペーン7/10

9/2

9/6

9/12

9/25

9/27

10/4

10/15

10/16

10/17

日ノ出町バザール・黄金町キャンペーン 山下、米谷、杉森

相生町事務所内・県警察本部との打合せ 米谷、杉森

県警察本部１９階会議室・サポート本部会議出席・防犯コンシェルジュ委嘱式 杉森

ホテルガーデン横浜・サポート本部一周年記念式典出席 杉森

県警察本部 杉森・県警察本部生安総務課 打合せ

県警察本部 杉森・久我県警察本部長表敬訪問

北山田サンエス技研本社 福井、中山、河野
山下、金田、杉森

・つづき安全・安心フェア

京急上大岡駅改札口前・全国地域安全犯罪抑止キャンペーン

・子ども１１０番の家等安全ネットワーク会議講演

山下、金田、米谷
河村、高光、杉森

県警察本部１９階会議室 杉森

10/20

10/26

11/12

11/30

12/9

12/17

12/22

・県警察本部生活安全担当防犯設備勉強会講師 ホテルガーデン横浜 杉森

・神防連懇親会 横浜西口 福井、高光、米谷
江口、上原、坂井
中西、川井、杉森

・都筑区地域自主パトロール隊研修会講演 都筑区役所６階会議室

・県警察本部生活安全担当防犯設備勉強会講師 金沢警察署４階会議室 杉森

杉森

・神防連忘年会・クリスマスパーティー モンテローザ二階 会員１７名含む４８名

・防犯・交通安全キャンペーン イオン大和店

・年末県内一斉特別警戒 伊勢佐木モール

福井、高光、河野、
河村、米谷、山下、
江口、松原、坂井
鈴木、川井、杉森

金田、山下、小菅
高光、杉森

金田、山下、米谷
高光、松原、杉森



月/日 活 動 内 容 会 場 出席理事

１/1１ 金沢区第一機動隊 杉森

平成23年度活動報告
H24.3.31

・平成２４年 年頭視閲式

NO.２写真記録あり

２/７ 県警本部１９階会議室 杉森・サポート連絡会出席

2/10 小田原合同庁舎会議室 杉森・西湘地域防犯コミュニティー講座講演と情報交換会

3/2 戸塚ブリジストン厚生館 杉森・戸塚企業防犯連絡会研修会講師

3/8 東京ビッグサイト 杉森・セキュリティーショー見学

3/18 モンテローザニ階 関係者・「せんにゅうかん」打ち上げ

3/22 保土ヶ谷警察署 杉森・福井保土ヶ谷署長へ表敬訪問



活 動 内 容
活動日 23年4月12日 主催者、依頼者

杉森会長

・女性警察官の福島派遣に当り、神防連よりジャンパー製作費を賛助した。

感謝状の受領

・。

・江崎生活安全部長より感謝状を。

・新聞記事。

県警察本部生活安全総務課

・「和」の文字が入ったジャンパー。



活 動 内 容
活動日 23年6月18日 主催者、依頼者

福井顧問、高光副会長、坂井理事、河野理事、河村理事、松原理事、
江口理事、米谷理事、山下理事、川井理事、鈴木理事、杉森会長

・加賀町署管内の防犯ボランティア団体と合同で振り込め詐欺防止活動や中華街の
防犯パトロールを実施した。

加賀町署

パトロール活動

・加賀町署管内の防犯団体と合同の活動となりました。

・加賀町署講堂でまずは、ご挨拶・・・・。



活 動 内 容
活動日 23年6月18日 主催者、依頼者

杉森会長他会員多数参加

・平成24年度神奈川防犯連絡会総会をホテルガーデン横浜で開催。

神奈川防犯連絡会

定期総会

・総会の議事終了後、懇親会が実施されました。

・金田特別顧問も入って参加者全員の集合写真。



活 動 内 容
活動日 23年7月4日 主催者、依頼者

金田特別顧問、杉森会長、米谷理事、松原理事、
江口理事、山下理事、小菅理事、

・相模大野駅北口で振り込め詐欺防止キャンペーン参加。

県警察本部生活安全総務課

防犯キャンペーン

・当日の参加メンバー。

・県警本部ホームページより

・金田特別顧問の挨拶。



活 動 内 容
活動日 23年7月10日 主催者、依頼者

金田特別顧問、杉森会長、高光副会長、河村理事、
米谷理事、松原理事、江口理事、山下理事、鈴木理事

・横浜駅東口で実施された、ひったくり被害防止キャンペーン参加。

・参加したメンバー。

・防犯グッズの展示。

県警察本部生活安全総務課

防犯キャンペーン

・黒岩神奈川県知事の挨拶。



活 動 内 容
活動日 23年9月12日 主催者、依頼者

杉森会長

・県警察のサポート本部主催の第三回連絡会会議が本部会議室で開催

サポート連絡会会議

・。

・県警本部ホームページより

県警察本部生活安全総務課



活 動 内 容
活動日 23年9月12日 主催者、依頼者

杉森会長

・生活安全部長名で委嘱状と指定書が授与されました。

防犯コンシェルジュ委嘱式

・。

・県警本部ホームページより

県警察本部生活安全総務課



活 動 内 容
活動日 23年9月25日 主催者、依頼者

杉森会長

・ホテルガーデン横浜で記念式典が実施されました。

サポート本部一周年式典

・県警本部ホームページより

県警察本部生活安全総務課



活 動 内 容
活動日 23年10月15日 主催者、依頼者

金田特別顧問、福井顧問、杉森会長、河野理事、
中山理事、

安全・安心フェアがサンエス技研の本社ビルで実施された。

安全・安心フェア

・都筑署署長と参加者の皆さん。

サンエス技研㈱



活 動 内 容
活動日 23年10月16日 主催者、依頼者

金田特別顧問、杉森会長、高光副会長、河村理事
山下理事、米谷理事

・京急上大岡駅改札口前広場で全国地域安全キャンペーンが実施された。

犯罪抑止キャンペーン

・福井生安総務課長の挨拶。

・一日署長に委嘱された日テレの中田アナウンサーと金田特別顧問。

県警察本部生活安全総務課



活 動 内 容
活動日 23年10月17日 主催者、依頼者

杉森会長

・県警察本部１９階会議室で安全ネットワーク会議が実施されました。

横浜市消防局・県警察本部

子ども１１０番の家

・。

・県警本部ホームページより

・消防局ホームページより



活 動 内 容
活動日 23年12月9日 主催者、依頼者

金田特別顧問、福井顧問、杉森会長、高光副会長
他会員１７名を含む４８名が参加

・恒例の忘年会、クリスマスパーティーがモンテローザで実施された。

神奈川防犯連絡会

神防連忘年会

・福井顧問の中締め。

・杉森会長と金田特別顧問の挨拶で開会されました。

・皆さん和気あいあいの歓談。



活 動 内 容
活動日 23年12月17日 主催者、依頼者

金田特別顧問、杉森会長、高光副会長、山下理事
松原理事、小菅理事、

・大木大和市長も出席してのイオン大和店で開催されたキャンペーン。

防犯・交通安全キャンペーン

・防犯グッズの展示説明を実施しました。。

・挨拶に立つ金田特別顧問と福井顧問。

県警察本部生活安全総務課



活 動 内 容
活動日 23年12月22日 主催者、依頼者

金田特別顧問、杉森会長、高光副会長、山下理事
米谷理事、松原理事

・伊勢佐木モールで年末県内一斉特別警戒が実施されました。

一斉特別警戒

・。

・県警本部ホームページより

県警察本部生活安全総務課

・知事、市長、県警本部長、生安部長と一緒に。



活 動 内 容
活動日 24年1月11日 主催者、依頼者

杉森会長

・第一機動隊で黒岩知事も出席し、久我本部長の視閲式が実施された。

神奈川県警察本部

平成２４年年頭視閲式

・県警察本部ホームページより。



活 動 内 容
活動日 24年2月10日 主催者、依頼者

杉森会長

・小田原合同庁舎で開催された西湘地域防犯コミュニティ講座講師派遣。

県西湘地区センター

講演講師

・約８０名の地域防犯指導員が参加。


