
沿革

会員募集のご案内
当協力会は、優良な防犯機器・設備およびCP部品の普及促進の活動に加え、「東京防犯優良マンション・駐車場登録制度」の調査・審査業務、防犯相談・診
断、講演会等の事業活動を推進しております。協力会活動の円滑な推進のためには関係各位のご協力と連携が是非必要です。皆様方のご入会、ご参加を
お待ちしております。

入会を希望される場合は、別途提出書類が必要となりますので、詳細は事務局にお問い合わせください。
※登録会員に付きましては、ホームページからの手続きのみになります。

防犯機器の製造・販売・防犯設備の施工などの事業を営む個人および団体で、
当協力会の目的に賛同して入会し、当協力会の事業活動に参画するもの。

会員区分 入会金および会費

入会手続き

●正会員

理事会の推薦により入会した個人及び団体。●特別会員
東京都在住、在勤、東京都において営業活動を営むいずれかで、公益社団法人日
本防犯設備協会が認定した総合防犯設備士及び防犯設備士。

●登録会員

当協力会の目的に賛同し、当協力会の事業を賛助する個人および団体。●賛助会員

会　員

正会員 2万円

年額10万円

無料

無料

年額2万4千円

賛助会員

特別会員

登録会員

入会金 会費
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平成11年02月 仮称「東京都防犯設備促進協力会」開催、警視庁より有志20社に、協力を要請される。
平成11年12月 第1回設立準備会を開催。会の名称「東京都セキュリティ促進協力会」とし、会の設立趣意書・定款・組織・事業計画・

予算・事務局等の打ち合わせを行う。
平成12年03月 設立総会開催、役員承認される。事務所を開設。正会員85法人及び個人。賛助会員5法人、特別会員1法人。
平成13年09月 学校110番特別委員会を設置し、10月に東京都教育庁により学校110番に参画、承認される。
平成14年03月 特定非営利活動法人（NPO法人）として、東京都より認可される。
平成14年10月 「東京都自動車盗難等防止協議会」発足と共に参加する。
平成15年08月 世田谷区住宅部、㈶世田谷区都市設備公社より、防犯相談員の派遣業務を受諾する。
平成15年10月 「東京都安全･安心まちづくり協議会」設立と共に参加する。
平成16年10月 ㈶東京防犯協会連合会より｢東京防犯優良マンション、駐車場登録制度」の調査、審査を受託する。
平成16年11月 中央区より共同住宅生活安全(防犯)アドバイザー派遣業務を受託。以降、毎年アドバイザーを派遣中。
平成17年04月 7委員会を発足。各分野で専門的・具体的活動を実施する。
平成18年03月 セキュリティーショー2006　於・東京ビックサイト｢防犯相談コーナー｣へ防犯相談員を派遣する。

以降、毎年相談員を派遣中。
平成18年10月 ㈳日本防犯設備協会の｢防犯設備（業）協会全国大会｣にて東セ協の活動内容を発表する。

千代田区NPO都市住宅とまちづくり研究会において防犯講習会を行う。港区へ防犯相談員を派遣する。
平成19年01月 テレビ東京、政府広報番組に出演。防犯診断を実施する。
平成19年06月 警視庁が建物防犯協力員委嘱状交付式を開催。東セ協からは36名が交付を受ける。
平成19年10月 ㈶東京防犯協会連合会が東京防犯優良マンション等審査員・調査員委嘱状交付式を開催。

東セ協からは新任10名を含む38名が交付を受ける。また、東セ協独自の資格「防犯アドバイザー」認定制度を開始し、
1期生35名を認定。（平成27年現在75名）

平成19年12月 日本大学文理学部・特別展において、機器を展示し、相談員を派遣。
平成20年06月 東京防犯優良マンション等設計審査合格1号・2号物件を報道発表する。
平成20年08月 港区より共同住宅防犯機器設置助成制度に伴う防犯診断業務を受託。以降、毎年アドバイザーを派遣中。
平成21年04月 中央区より生活安全・防犯アドバイザー派遣業務を受託。中央区内の住居に防犯アドバイザーを派遣する。

以降、毎年アドバイザーを派遣中。
平成21年07月 中央区安心安全おまかせ相談の計21会場に相談員を派遣する。
平成22年02月 創立10周年記念式典及び臨時総会を開催する。
平成22年09月 ㈶東京防犯協会連合会が東京防犯優良マンション等審査員・調査員委嘱状交付式を開催。東セ協から28名が交付を受ける。（平成27年度現在29名）
平成23年03月 朝日新聞の取材対応。
平成23年08月 読売新聞くらし欄「マンション防犯診断」の取材に対応し、記事が掲載される。
平成24年10月 登録会員募集開始。
平成25年02月　 日本ロックセキュリティ協同組合と共に不当要求防止責任者講習を開催する。
平成25年11月　 登録会員第一回セミナーを開催する。以降、定期的にセミナーを開催。
平成26年04月　 東セ協ロゴマーク及び名称を商標として登録する。
平成26年12月 TBSラジオへ出演・取材対応。

私たちは、錠前と防犯設備のプロ集団として、
豊富なノウハウを活かし、東京の安全・安心な

まちづくりに貢献しています。

❶ 優良な防犯機器・設備の普及促進
❷ 東京防犯優良マンション・駐車場登録制度の登録に必要な調査・審査業務
❸ 防犯相談・診断
❹ 防犯講演会・展示会の実施
❺ 学校110番非常通報システムの設置と保守

❶ 優良な防犯機器・設備の普及促進
❷ 東京防犯優良マンション・駐車場登録制度の登録に必要な調査・審査業務

東セ協の主な事業内容

NPO法人
東京都セキュリティ促進協力会の

ごあんない
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　東京都内の犯罪発生件数は、警察署・防犯協会・防犯ボランティア等の方々のご努力
で、平成１４年をピークに平成１５年より減少していることは誠に喜ばしいことであります。
　しかしながら東京都や警視庁が行った都民へのアンケート調査では、
「安全で安心して暮らせる東京にしてほしい」と望む声が非常に高いのであります。
まだまだ東京都民の「体感治安」は決して安心出来るものではありません。
　東京都セキュリティ促進協力会は、東京都より特定非営利活動法人（NPO法人）の
認可を受けて活動しております。
　会員は、主に東京都内に営業拠点を持つ防犯設備・錠前等の製造・販売・設計・
施工・保守業社で組織されています。
　公益財団法人 東京防犯協会連合会より受託しました「東京防犯優良マンション・駐車
場登録制度」の調査及び審査、警視庁生活安全部との連携を図り、学校１１０番事業や
地域安全運動の協力事業等、都民の方々の安全・安心なまちづくりの一翼を担うべく
積極的に活動しております。
　また「東京都自動車盗難等防止協議会」への積極的参画や、「東京都安全・安心まち
づくり協議会」に関連した地域安全活動への協力など、「東京の安全・安心まちづくり」
実現のために活動しております。
　今後も、信頼性の高い防犯設備、錠前の普及活動に一層積極的に活動し、都民の
皆様が「東セ協」の会員ならば、「安心して防犯相談・防犯診断の依頼が出来る」を
モットーに「個人情報保護法の関連規定」と「倫理規定」を遵守し、会員一同、より一層
研鑽して参る覚悟であります。
　今後共、「東セ協」へのご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。

NPO法人 東京都セキュリティ促進協力会

理事長　政 本 　 猛

ごあいさつ 各委員会のごあんない

主な活動内容

　東京都在住、在勤、東京都にて営業活動を営む、のいずれかの防犯設備士
（公益社団法人日本防犯設備協会が認定した「防犯設備士」と「総合防犯設備
士」の両者を指す。）の活用と育成及びスキルアップを図り、警察、自治体等が
実施する地域安全活動に協力し、都民の防犯意識を高め、都民が安心して暮
らせる安全なまちづくりに貢献することを目的としています。

　各警察署や防犯協会が行う地域安全運
動や防犯相談コーナー等の催しに積極的
に参加協力しております。また、「東京都自
動車盗難等防止協議会」へも積極的参画
を行っております。

　平成15年10月に施行された「東京都
安全・安心まちづくり条例」に基づき、住
宅・道路・公園・駐車場・駐輪場・商業施設
または学校等における都民の安全を確保
するために具体的に現場を検証し、防犯診
断結果報告書を作成してご提案致します。

　公益財団法人 東京防犯協会連合会よ
り、「東京防犯優良マンション・駐車場登録
制度」の業務を受託しマンション・駐車場の
調査、審査を実施しております。

　東京都内公立私立の2,000校以上の
保育園、幼稚園、児童館、小・中学校に『学
校110番非常通報装置』を設置し、システ
ムの点検を含めた保守業務を実施してお
ります。また、中央監視センターにて24時
間システムの監視業務を行っております。

　各警察署、防犯協会、自治体等からの要請に
より、建物防犯協力員、防犯アドバイザー、講師
の派遣、防犯機器の展示等の活動を行ってお
ります。

　「防犯アドバイザー」は、防犯設備士等の中
から、各種防犯相談・防犯診断等に応じるため
に所定の研修・考査を受け、合格した当協力会
の認定資格者で、防犯のエキスパートです。自
治体・オーナー・管理組合、各種団体等のご依
頼に対し「防犯アドバイザー」を派遣し、効果的
なアドバイスを
いたしますの
で、皆様の防犯
対策にお役立
てください。

「安全・安心まちづくり」
への協力 防犯相談・防犯診断 東京防犯優良マンション・

駐車場登録制度
学校110番非常通報システムの設置と

保守点検受託事業、
中央監視センター事業

地域安全運動等の
協力事業 「防犯アドバイザー」派遣

登録会員制度

総　会
監　　事

正 会 員

総務委員会 ・事業運営の企画支援、統計調査
・会員動静の把握

・会報の発行、ホームページの更新
・雑誌等媒体への対応、他団体との渉外活動

・（公財）東京防犯協会連合会からの
 受託事業の実施

・防犯設備士の活動支援、活用の検討
・防犯アドバイザーの育成、派遣
・登録会員の活動支援等

・会員相互の交流及び研修会の実施

・新規事業の調査、研究

・学校110番の事業推進と啓蒙

広報・渉外委員会

防犯優良マンション等
特別委員会

防犯設備士委員会

会員研修・交流委員会

調査・研究特別委員会

学校110番委員会

副理事長

顧　　問

賛助会員

特別会員

事 務 局

登録会員

理事長

理事会
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賛助会員

特別会員

事 務 局

登録会員

理事長

理事会

1

2

3

4

5

6

7

NPO Tokyo Security Awareness Association



沿革

会員募集のご案内
当協力会は、優良な防犯機器・設備およびCP部品の普及促進の活動に加え、「東京防犯優良マンション・駐車場登録制度」の調査・審査業務、防犯相談・診
断、講演会等の事業活動を推進しております。協力会活動の円滑な推進のためには関係各位のご協力と連携が是非必要です。皆様方のご入会、ご参加を
お待ちしております。

入会を希望される場合は、別途提出書類が必要となりますので、詳細は事務局にお問い合わせください。
※登録会員に付きましては、ホームページからの手続きのみになります。

防犯機器の製造・販売・防犯設備の施工などの事業を営む個人および団体で、
当協力会の目的に賛同して入会し、当協力会の事業活動に参画するもの。

会員区分 入会金および会費

入会手続き

●正会員

理事会の推薦により入会した個人及び団体。●特別会員
東京都在住、在勤、東京都において営業活動を営むいずれかで、公益社団法人日
本防犯設備協会が認定した総合防犯設備士及び防犯設備士。

●登録会員

当協力会の目的に賛同し、当協力会の事業を賛助する個人および団体。●賛助会員

会　員

正会員 2万円

年額10万円

無料

無料

年額2万4千円

賛助会員

特別会員

登録会員

入会金 会費

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-36-7-413　TEL.03-3985-8676　FAX.03-3985-8678
http://www.tosekyo.org　mail:info@tosekyo.org

NPO Tokyo Security Awareness Association

平成11年02月 仮称「東京都防犯設備促進協力会」開催、警視庁より有志20社に、協力を要請される。
平成11年12月 第1回設立準備会を開催。会の名称「東京都セキュリティ促進協力会」とし、会の設立趣意書・定款・組織・事業計画・

予算・事務局等の打ち合わせを行う。
平成12年03月 設立総会開催、役員承認される。事務所を開設。正会員85法人及び個人。賛助会員5法人、特別会員1法人。
平成13年09月 学校110番特別委員会を設置し、10月に東京都教育庁により学校110番に参画、承認される。
平成14年03月 特定非営利活動法人（NPO法人）として、東京都より認可される。
平成14年10月 「東京都自動車盗難等防止協議会」発足と共に参加する。
平成15年08月 世田谷区住宅部、㈶世田谷区都市設備公社より、防犯相談員の派遣業務を受諾する。
平成15年10月 「東京都安全･安心まちづくり協議会」設立と共に参加する。
平成16年10月 ㈶東京防犯協会連合会より｢東京防犯優良マンション、駐車場登録制度」の調査、審査を受託する。
平成16年11月 中央区より共同住宅生活安全(防犯)アドバイザー派遣業務を受託。以降、毎年アドバイザーを派遣中。
平成17年04月 7委員会を発足。各分野で専門的・具体的活動を実施する。
平成18年03月 セキュリティーショー2006　於・東京ビックサイト｢防犯相談コーナー｣へ防犯相談員を派遣する。

以降、毎年相談員を派遣中。
平成18年10月 ㈳日本防犯設備協会の｢防犯設備（業）協会全国大会｣にて東セ協の活動内容を発表する。

千代田区NPO都市住宅とまちづくり研究会において防犯講習会を行う。港区へ防犯相談員を派遣する。
平成19年01月 テレビ東京、政府広報番組に出演。防犯診断を実施する。
平成19年06月 警視庁が建物防犯協力員委嘱状交付式を開催。東セ協からは36名が交付を受ける。
平成19年10月 ㈶東京防犯協会連合会が東京防犯優良マンション等審査員・調査員委嘱状交付式を開催。

東セ協からは新任10名を含む38名が交付を受ける。また、東セ協独自の資格「防犯アドバイザー」認定制度を開始し、
1期生35名を認定。（平成27年現在75名）

平成19年12月 日本大学文理学部・特別展において、機器を展示し、相談員を派遣。
平成20年06月 東京防犯優良マンション等設計審査合格1号・2号物件を報道発表する。
平成20年08月 港区より共同住宅防犯機器設置助成制度に伴う防犯診断業務を受託。以降、毎年アドバイザーを派遣中。
平成21年04月 中央区より生活安全・防犯アドバイザー派遣業務を受託。中央区内の住居に防犯アドバイザーを派遣する。

以降、毎年アドバイザーを派遣中。
平成21年07月 中央区安心安全おまかせ相談の計21会場に相談員を派遣する。
平成22年02月 創立10周年記念式典及び臨時総会を開催する。
平成22年09月 ㈶東京防犯協会連合会が東京防犯優良マンション等審査員・調査員委嘱状交付式を開催。東セ協から28名が交付を受ける。（平成27年度現在29名）
平成23年03月 朝日新聞の取材対応。
平成23年08月 読売新聞くらし欄「マンション防犯診断」の取材に対応し、記事が掲載される。
平成24年10月 登録会員募集開始。
平成25年02月　 日本ロックセキュリティ協同組合と共に不当要求防止責任者講習を開催する。
平成25年11月　 登録会員第一回セミナーを開催する。以降、定期的にセミナーを開催。
平成26年04月　 東セ協ロゴマーク及び名称を商標として登録する。
平成26年12月 TBSラジオへ出演・取材対応。

私たちは、錠前と防犯設備のプロ集団として、
豊富なノウハウを活かし、東京の安全・安心な

まちづくりに貢献しています。

❶ 優良な防犯機器・設備の普及促進
❷ 東京防犯優良マンション・駐車場登録制度の登録に必要な調査・審査業務
❸ 防犯相談・診断
❹ 防犯講演会・展示会の実施
❺ 学校110番非常通報システムの設置と保守

❶ 優良な防犯機器・設備の普及促進
❷ 東京防犯優良マンション・駐車場登録制度の登録に必要な調査・審査業務

東セ協の主な事業内容

NPO法人
東京都セキュリティ促進協力会の

ごあんない

（2015.9）
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