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平成27年度第2回理事会の開催
　平成27年11月27日（金）第2回理事会がグランドアーク半蔵門において
開催され､以下の議案について審議の結果､原案どおり承認されました。

●平成27年度第2回理事会
　日時：平成27年11月27日（金） 10：30～12：00
　場所：グランドアーク半蔵門 3階 光の間
●議長挨拶 押味 至一
●来賓挨拶 国土交通省　住宅局住宅生産課長　眞鍋　純 様
●議案審議
　第1号議案 平成27年度上半期事業報告及び下半期事業計画の件

　第2号議案 平成27年度上半期決算報告及び下半期収支予算の件
　第3号議案 会員入会承認及び現況報告の件
●報告事項
　第4号議案 協会設立20周年記念事業検討状況報告の件
　第5号議案 職務執行状況報告の件

眞鍋課長挨拶 押味会長（理事会議長）挨拶

編
集
後
記

　セキュリティというと、会社等での入退出管理
システム、コンピューターウィルス対策等は比較
的なじみがありますが、これがまちや住まいのセ
キュリティとなると、昨今、海外においてテロの
発生が多くなり、日本でも発生する恐れがあると
マスコミ等が警鐘していますが、まだまだ日本は
安全な国だと思う様な風潮があり、対策が進んで
いるとはとても思えません。本号でも「日本人は
騙されたと判るまで、人を信じる」と書かれてい
ますが、警視庁が昨年摘発した東京の振り込め詐
欺グループの犯行拠点分析では、全体の80％近
くが防犯カメラの設置されていない賃貸マンショ
ンが使われており、借りていた部屋はフロアごと
だったり、角部屋だったり、うその電話をかける
声が隣戸等に聞こえないよう警戒して部屋を選ん
でいるようです。昔のように地域コミュニティが
醸成されていた時代には、振り込め詐欺は起こり
えなかった犯罪だと思います。このため本号では
多くの方から地域コミュニティが重要であるので

日常生活の中での犬の散歩や買い物をしながら地
域を見守る「ながら防犯パトロール」等の推進、
防犯ボランティア活動による見守り活動に加え防
犯カメラの設置等が効果があると指摘されており
ます。
　かなり前ですが団地の4階に住んでいた時は、
日中等はドアの施錠をしていませんでした。最近
は治安が段々悪化し始めていることから、夜帰宅
した時は周囲を見渡してから鍵を開けるように注
意をはらったりしていますが、つい最近休日に私
が出掛けたあとに、家人が出掛ける際に、私が鍵
を持たないで出掛けたと思い込み、帰宅すると門
扉内の郵便受けの上に、中に鍵を入れてあるとの
メモが貼ってあったことがありましたが、鍵を掛
けていてもピッキング等の侵入盗があるというの
にあまりの防犯意識の無さに驚いたことがありま
した。しかし玄関周りに鍵を隠して出掛けたりす
るようなことを経験されたことがあるかと思いま
す。ピッキングによる侵入盗は激減しているそう

ですが、当たり前ですが、無施錠の侵入盗が最も
多いとのことから十分注意する必要があります。
　トピックスで紹介いただいた配線工事不要で簡
単に後付できる侵入防止機能を持つものは安価で
設置も容易で効果的なものだと思います。又無線
LAN等のワイヤレスカメラで留守中の住宅内部の
安全、子供や高齢者の様子などを離れた場所から
スマホ等でリアルタイムに見守ることができるよ
うなものも増えてきています。セキュリティはコ
ストをかけてこそ手に入るものであることと居住
者同士が見守り合うことが重要で、また自分の身
は自分で守ることが大事だとつくづく感じました。
なお、既築マンションのセキュリティ改修事例な
ども紹介いただきましたがリニューアルの機会な
どをとらまえて、セキュリティの安全度を高めて
いくこと等も必要ではないかと思います。執筆者
の皆様には、年末の多忙の中、原稿を入稿いただ
き感謝申し上げます。

（M.T.）

総会・理事会
� 理事会 11/27

運営委員会・幹事会関係
� 運営委員会 10/7 11/11 12/2
� 20周年記念事業検討部会 
 10/20 11/11(書面開催)
� 広報部会 10/19 11/5(UHF)
　・HN編集委員会 10/19 12/8
� 知的財産権部会 11/13
� 情報・担当者連絡会 11/20
� 設備システム部会 11/17(見学会) 12/18(見学会)
� 耐火構造技術研究開発部会 10/1 11/5 12/3

CFT造普及委員会関係
� CFT造普及委員会 10/14 11/18 12/9
� CFT造耐火設計部会 10/1 11/5 12/3
� CFT造施工部会 10/16 11/9

� CFT造施工管理技術者制度部会  
 10/13(認定試験) 10/22 10/29 11/6
� 技術普及小委員会 10/9
� CFT造研究開発小委員会 10/14
　・CFT造構造設計法研究会
 10/2 10/8 11/25 11/27 12/1
　・CFT造耐火設計法研究会 10/1 11/5 12/3
　・CFT造施工技術研究会 10/23 12/4

都市居住研究委員会関係
� 都市居住研究委員会 10/15
� 都市環境研究会
　・ユニバーサルデザイン分科会 12/16
　・マンションLCP評価分科会 10/30 11/30
� 住宅計画研究会
　・次世代住空間分科会 10/27
　・都市型住宅分科会 10/9 11/16 12/2
� エネルギーシステム研究会  
 10/6 11/16 12/21

長寿命建築システム普及推進委員会関係
� 普及推進幹事会 11/2 12/4
　　スケルトンWG  
　　　スケルトンWG幹事会 10/26 11/30
　　　　設計法SWG 10/28 12/16
　　　　架構部材SWG 10/19 11/24 12/21
　　　　施工法SWG 12/17
　　建築基礎WG 10/6 10/22 11/18 12/17
　　技術インフラWG
 10/22 11/19 12/3 12/10
　　住棟インフラWG 10/21 11/19 12/14
　　長期優良住宅等検討部会 11/6

受託共同研究委員会関係
� 既存集合住宅・調査補修方法等研究委員会  
 12/11

活 動 記 録 2015. 10/1～12/31

人事異動（国土交通省）住宅局人事
旧所属氏名新所属日付

H28 1月 1日 住宅局建築指導課課長補佐 藤原　健二 独立行政法人日本スポーツ振興センター
     新国立競技場設置本部施設部付主幹
H28 1月 1日 住宅局建築指導課建築安全調査室課長補佐 小泉　洋 内閣府沖縄総合事務局開発建設部営繕課長
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C o n t e n t s

1

特集  まち・住まいのセキュリティ
巻頭論文
開いた防犯を目指すまちづくり
樋野　公宏　東京大学大学院　工学系研究科　都市工学専攻　准教授

4レポート
居住者調査からみる防犯モデルマンションの
経年後の状況について  
中迫　由実　熊本大学　教育学部　講師

マンションのセキュリティ例（新築）  
福田　貴一　ALSOK　営業推進部　GS営業室　課長

6

マンションのセキュリティ改修例（既築）
神谷　喜生　一般社団法人インターホン工業会　制度委員会

8

10「Fujisawaサスティナブル･スマートタウン」における
タウンセキュリティへの挑戦
坂本　道弘　パナソニック株式会社　ビジネスソリューション本部　 CRE事業推進部　事業開発課　課長

12福岡アイランドシティにおけるセキュリティの取り組み
佐古田　智哉　積水ハウス株式会社　福岡マンション事業部　アイランドシティ開発室　室長

14侵入犯罪と街頭犯罪の現況
成田　浩司　警察庁　生活安全企画課　都市防犯対策官

16

賃貸アパートなどの防犯に関する認定事業の開始について
羽田　俊之　一般財団法人ベターリビング　住まいづくり連携協力部　部長

市民安全学からの緊急提言
～犯罪情勢の変化を直視し､防犯戦略の再構築を～
石附　弘　日本市民安全学会　会長

18

トピックス
｢かんたんマモリエ｣について
永吉　悠馬　パナソニック株式会社　エコソリューションズ社システム機器部　企画開発部　戸建市場課

20

23新刊紹介
人口減少時代の住宅政策 ～戦後70年の論点から展望する～
川崎　直宏　株式会社市浦ハウジング＆プランニング　代表取締役副社長

22フォトギャラリー
スペイン・バルセロナへの旅  
根田　徳大　東京ガス株式会社　リビングマーケティング部　営業技術企画　グループマネージャー

委員会だより／活動ニュース／活動記録ほか 24

写真：
表紙
長大住棟を短スパン住棟へ減築した住
棟が美しく並び団地全体のイメージが
大きく変化した、団地再生の聖地とも
呼ばれるドイツ・ライネフェルデ団地。

裏表紙
５階建ての階段室型住棟に後付のエレ
ベーター設置と片廊下型にリノベー
ションしたオランダ・アムステルダム
のパークスタッド地区団地再生プロ
ジェクト。

撮　影 藤沼　央子
撮影日　2010年3月




