
 

埼玉県防犯のまちづくり推進会議規約 

 

 

（名称） 

第1条 この会議は、「埼玉県防犯のまちづくり推進会議」(以下「会議」という。）と

称する。 

 

（目的） 

第２条 会議は、「埼玉県防犯のまちづくり推進条例」（平成16年埼玉県条例第36号）

第７条の規定により、県、市町村、県民及び事業者が、連携、協力して、犯罪を起こ

させにくい地域環境づくりを行う防犯のまちづくりを、県民総ぐるみで推進すること

によって、犯罪のない「日本一安心・安全な埼玉県」を実現することを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第３条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 防犯のまちづくりに関する情報や意見を交換し、相互の連携を強化すること。  

(2) その他前条の目的を達成するために必要な事項について協議すること。  

 

（構成） 

第４条 会議は、別表に掲げる団体等で構成する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、本会議を構成する団体等を追加することがで

きる。 

 

（役員） 

第５条 会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、埼玉県知事をもって充てる。 

３ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、埼玉県警察本部長、埼玉県教育長、埼玉県市長会会長、埼玉県町村会会

長、さいたま市長、彩の国コミュニティ協議会副会長、埼玉県商工会議所連合会会長

及び埼玉県商工会連合会会長とする。 

５ 副会長は、会長を補佐する。 

 

（総会） 

第６条 会議の総会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議の総会に構成団体以外の団体、学識経験

者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 

（部会） 

第７条 会議には、その円滑な運営を図るため、部会を置くことができる。 

２ 部会の設置、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（事務局） 

第８条 会議の事務局を、埼玉県県民生活部防犯・交通安全課に置く。 

 



 

 

（委任） 

第９条 会議に関し必要な事項は、この規約に定めるもののほか、会長が別に定める。 

 

 

附 則 

この規約は、平成17年6月6日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成18年5月19日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成19年6月11日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成20年6月3日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成21年6月18日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成22年5月14日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成23年6月7日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成24年5月25日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成25年5月30日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成26年5月30日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成27年6月8日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成28年6月3日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成29年6月8日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成30年5月17日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和元年6月6日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和2年5月28日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和3年6月3日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和4年7月22日から施行する。 

 

 

 

 



 

 
 別表 
 （順不同） 

行政(7) 

1 埼玉県 

2 埼玉県警察本部 

3 埼玉県教育委員会 

4 埼玉県市長会 

5 埼玉県町村会 

6 さいたま保護観察所 

7 さいたま市 

県民・地域団体(33) 

1 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 

2 公益社団法人 埼玉県防犯協会連合会 

3 一般財団法人 埼玉県交通安全協会 

4 埼玉県交通指導員連合会 

5 埼玉県保護司会連合会 

6 埼玉県警察少年非行防止ボランティア連絡協議会 

7 一般財団法人 埼玉県民生委員・児童委員協議会 

8 埼玉県国公立幼稚園・こども園長会 

9 埼玉県公立小学校校長会 

10 埼玉県中学校長会 

11 埼玉県高等学校長協会 

12 公益社団法人 全埼玉私立幼稚園連合会 

13 一般社団法人 埼玉県私立中学高等学校協会 

14 一般社団法人 埼玉県専修学校各種学校協会 

15 埼玉県国公立幼稚園ＰＴＡ連合会 

16 埼玉県ＰＴＡ連合会 

17 全埼玉私立幼稚園ＰＴＡ連合会 

18 埼玉県高等学校ＰＴＡ連合会 

19 埼玉県特別支援学校ＰＴＡ連合会 

20 さいたま市ＰＴＡ協議会 

21 埼玉県都市教育長協議会 

22 埼玉県町村教育長会 

23 埼玉県公民館連絡協議会 

24 公益財団法人 埼玉県老人クラブ連合会 

25 一般社団法人 埼玉県子ども会連合会 

26 埼玉県地域婦人会連合会 

27 青少年育成埼玉県民会議 

28 公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センター 

29 埼玉県保育協議会 

30 埼玉県学童保育連絡協議会 

31 埼玉県児童館連絡協議会 

32 彩の国コミュニティ協議会 

33 特定非営利活動法人 日本ガーディアン・エンジェルス 

  



 

 

事業者団体等(166) 

1 一般社団法人 埼玉県商工会議所連合会 

2 埼玉県商工会連合会 

3 埼玉県商店街連合会 

4 埼玉県中小企業団体中央会 

5 一般社団法人 埼玉県経営者協会 

6 埼玉経済同友会 

7 一般社団法人 埼玉県医師会 

8 一般社団法人 埼玉県歯科医師会 

9 一般社団法人 埼玉県薬剤師会 

10 一般社団法人 埼玉県建設業協会 

11 一般社団法人 埼玉建築士会 

12 一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会 

13 埼玉県住まいづくり協議会 

14 公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 

15 一般社団法人 埼玉県警備業協会 

16 一般社団法人 埼玉県防犯設備協会 

17 埼玉県ガス協会 

18 埼玉県新聞販売組合 

19 一般社団法人 埼玉県乗用自動車協会 

20 埼玉県麺類業生活衛生同業組合 

21 佐川急便（株）北関東支店 

22 日本通運（株）埼玉支店 

23 東京電力パワーグリッド（株）埼玉総支社 

24 埼玉県石油業協同組合 

25 一般社団法人 埼玉県ＬＰガス協会 

26 赤帽首都圏軽自動車運送協同組合 

27 一般社団法人 日本自動車連盟埼玉支部 

28 （株）関電工 埼玉支社 

29 一般社団法人 埼玉県トラック協会 

30 一般社団法人 埼玉県バス協会 

31 埼玉県牛乳商業組合 

32 埼玉県鮨商生活衛生同業組合 

33 埼玉県小売酒販組合連合会 

34 埼玉ヤクルト販売（株） 

35 埼玉東部ヤクルト販売（株） 

36 かぞヤクルト販売（株） 

37 埼玉西ヤクルト販売（株） 

38 埼玉北部ヤクルト販売（株） 

39 東京ヤクルト販売（株） 

40 埼玉県農業協同組合中央会 

41 埼玉県農業共済組合 

42 全国農業協同組合連合会埼玉県本部 

43 埼玉県電気工事工業組合 

44 公益社団法人 埼玉県柔道整復師会 

45 （株）埼玉りそな銀行 

46 （株）武蔵野銀行 

47 日本ロックセキュリティ協同組合埼玉県支部 



 

 

48 埼玉県コンビニエンスストア防犯協議会 

49 埼玉県金融機関防犯協議会 

50 日本貸金業協会埼玉県支部 

51 一般社団法人 埼玉県自転車防犯協会 

52 一般社団法人 日本損害保険協会 

53 埼玉県二輪車普及安全協会 

54 埼玉県理容生活衛生同業組合 

55 埼玉県カラオケ業防犯協力会 

56 埼玉県販売防犯連絡協議会 

57 公益財団法人 埼玉県公園緑地協会 

58 埼玉県道路協会 

59 一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会 

60 一般社団法人 埼玉県自動車整備振興会 

61 埼玉県クリーニング生活衛生同業組合 

62 秩父鉄道（株） 

63 埼玉新都市交通（株） 

64 東日本電信電話（株）埼玉事業部 

65 （株）ドコモＣＳ埼玉支店 

66 埼玉縣信用金庫 

67 川口信用金庫 

68 青木信用金庫 

69 飯能信用金庫 

70 埼玉県信用保証協会 

71 一般社団法人 情報通信エンジニアリング協会 

72 リコージャパン（株）販売事業本部 埼玉支社 

73 日本郵便（株）関東支社 

74 三井住友海上火災保険（株） 埼玉支店 

75 （株）伊藤園 

76 （株）ダスキン北関東地域本部 

77 アサヒビール（株）埼玉統括支社 

78 キリンビール（株）埼玉支社 

79 キリンビバレッジ（株）首都圏地区本部 

80 (株)ヨシケイ埼玉 

81 (株)ヨシケイ東埼玉 

82 公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部 

83 一般財団法人 関東電気保安協会 

84 積水ハウス(株)埼玉営業本部 

85 東京セキスイハイム(株)埼玉支店 

86 ミサワホーム(株) 

87 旭化成ホームズ(株)埼玉・北関東営業本部 

88 (株)ユカ東京城北支店 

89 大蔵屋商事(株) 

90 金木屋商事(株) 

91 サントリービバレッジサービス（株）首都圏営業本部 

92 サントリー酒類(株)埼玉支店 

93 埼玉県在宅福祉事業者連絡協議会 

94 （株）八洋 

95 埼玉県個人タクシー協会 



 

 

96 東和アークス（株） 

97 （株）富士薬品 

98 公益財団法人  埼玉県学校給食会 

99 協同組合東部給食センター 

100 埼玉西濃運輸（株） 

101 埼玉県管工事業協同組合連合会 

102 一般社団法人 埼玉県測量設計業協会 

103 埼玉県美容業生活衛生同業組合 

104 埼玉県福祉移送事業協同組合 

105 堀川産業(株) 

106 一般財団法人 埼玉県警察福祉協会 

107 埼玉県牛乳流通改善協会 

108 （株）アサンテ 

109 西武商事（株） 

110 伊藤製パン（株） 

111 大和ハウス工業（株）埼玉西支社 

112 東京キリンビバレッジサービス（株） 

113 （株）Success Holders 

114 （株）ベルク 

115 （株）ヤオコー 

116 山田食品産業（株） 

117 赤城工業（株） 

118 （株）エフエムナックファイブ 

119 関東食糧（株） 

120 埼玉ケーブルテレビ連盟 

121 公益社団法人 埼玉県介護老人保健施設協会 

122 一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 

123 埼玉県行政書士会 

124 一般社団法人 埼玉県浄化槽協会 

125 一般社団法人 埼玉県損害保険代理業協会 

126 埼玉県中古自動車販売協会 

127 一般社団法人 埼玉県老人福祉施設協議会 

128 埼玉高速鉄道（株） 

129 （株）寺岡精工 

130 （株）テラオカ 

131 （株）テレビ埼玉 

132 （株）東和銀行 

133 （株）丸石サイクル 

134 三井住友信託銀行（株） 

135 （株）レオパレス２１ 

136 （株）カインズ 

137 JU埼玉オートオークション（株） 

138 一般社団法人全国道路標識・標示業埼玉県協会 

139 第一電波工業（株） 

140 ブリヂストンリテールジャパン（株）関東支社 

141 マックガード日本合同会社 

142 ヤマトダイアログ＆メディア（株） 

143 （株）KADOKAWA 



 

 

144 ポラス（株） 

145 埼玉県民共済生活協同組合 

146 三井ホーム（株） 

147 埼玉県ホテル旅館生活衛生同業組合 

148 埼玉ポスティング協同組合 

149 富国生命保険相互会社 

150 （株）ランシステム 

151 （株）イトーヨーカ堂 

152 永仁会グループ代表社会福祉法人永仁会 

153 （株）セキ薬品 

154 日新火災海上保険（株）関東第２事業部 

155 （株）安楽亭 

156 （株）コモディイイダ 

157 日本マクドナルド（株） 

158 AIRオートクラブ埼玉ブロック 

159 あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

160 アサヒ飲料（株）首都圏統括本部 

161 （有）くらづくり本舗 

162 綜合警備保障（株）第五地域本部 

163 （株）でんきち 

164 （株）ホンダアクセス 

165 （株）マミーマート 

166 山崎製パン（株）埼玉工場 埼玉第一工場 

 

＊＿＿＿の引いてある団体は、 

 新規参画団体 
 


