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１ 年頭の挨拶

一般社団法人鳥取県警備業協会

会長 藤田泰央

令和３年の年頭に当たり、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

皆様には、旧年中、当協会の業務につきまして格別なご支援、ご協力を賜りまして厚

く御礼申し上げます。

さて、昨年はコロナ禍という未曾有の事態となりました。我々警備業界も協会挙げて

取り組む予定であった東京オリンピックの鳥取県内での聖火リレーの中止や各種イベン

トの中止、さらには各地における夏祭りや花火大会が中止となるなど様々な影響を受け、

大きな打撃を受けました。

しかし、警備業界は今だコロナが収束しない厳しい現状の中、コロナと立ち向かいな

がら日々業務を続けています。警備業は日常生活に欠かせない職種、エッセンシャルワ

ーカーとしての務めを果たしていることを私自身も再認識させられました。

今年は、このコロナ禍が収束することを願うばかりです。このような中で、夏には延

期となった東京オリンピック、パラリンピックが開催予定であり、我々の会員の中にも

五輪警備に参加する企業もあります。さらに鳥取県内におけるオリンピックの聖火リレ

ーが実施される予定であり、実施となれば聖火リレー警備に協会一丸となって参加した

いと考えています。

また、今年の東京オリンピックの開催に向けては、コロナ禍の影響もあり様々な課題

も多く残っているかと思います。

しかし、体操の金メダリストの内村航平選手が、昨年１１月８日、コロナ禍で入国制

限が設けられた以降、五輪競技で国内に海外選手を招いた初の国際競技大会の閉会式の

スピーチの中で五輪開催について『「できない」ではなく「どうやったらできるか」に

考えを変えてほしい』と訴え国民に協力を求めたことは記憶に新しいところです。

この様に東京オリンピック開催に向け課題もありますが、我々の警備業界もしかりで、

我々を取り巻く環境もますます厳しさを増しており、コロナ禍の対応はもとより少子高

齢化による生産人口の減少を背景とした「警備員不足問題」であります。これらの問題

解決にも「どうやったらできるか」とういう前向きな考えで、今後も「警備業における

適正取引推進等に向けた自主行動計画」をさらに推進し、適正な警備業務を確保すると

ともに「警備員の処遇改善」と「適正価格の確保」を図りたいと考えています。

本年も皆様のご理解とご支援をいただきながら、一つ一つ着実に課題の解決に努め、

皆様のご期待に応える所存ですので、本年もよろしくお願い致します。



鳥取県警察本部

生活安全部 河本 雅樹 部長

新年明けましておめでとうございます。

令和３年の年頭に当たり、一般社団法人鳥取県警備業協会会員の皆様には、健やかに

新年を迎えられたことと心からお慶び申し上げます。

皆様には、平素から警察業務の各般にわたり、深い御理解と御協力を賜りますことに

厚く御礼を申し上げます。

昨年は、新型コロナウィルスが全世界に猛威を振るい、開催される予定であった「2

0 2 0年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」が延期されるほか、緊急事態宣

言への対応、生活様式や日常業務に感染症対策を盛り込んだ生活など、社会全体が、か

つてない対応を迫られる激動の一年であったと言えます。

さて、当県の治安情勢は、近年、刑法犯認知件数は減少傾向で推移しているものの、

昨年は、電子マネー型の架空料金請求詐欺の手口の特殊詐欺被害が多発しました。これ

は、パソコン画面に偽警告を表示して不安を煽り、電話で電子マネー型プリペイドカー

ドを購入させ、カード番号を電話で通知させる等の方法で聞き出して、電子マネーの利

用権利をだまし取るというものです。

また、警察としましては、こうした社会情勢を踏まえ、特に子どもや女性に対する児

童虐待・ストーカー犯罪や、各種犯罪の予防・検挙活動や被害者支援の取組をより一層

推進する所存であります。

本年は、延期されたオリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。大会の

成功に向け、安全安心サービスを担う警備業務に世界中が大きな期待をしているなど、

警備業界に求められる役割は益々重要となっています。

警備業協会におかれましても、県民の安全・安心と平穏の確保に向け、協会会員の皆

様が、連携して適正な業務を推進されることを期待いたします。

皆様には、今後も警察業務に対する御支援と御協力を賜りますことをお願い申し上げ

ますとともに、本年が皆様にとりまして幸多き年となりますよう祈念いたしまして、年

頭の御挨拶とさせて頂きます。

令和３年元旦



２ 令和２年度の主な行事（事業）

1 4/10 会計監査 監事・専務

2 4/14 県警（新）生活安全部長挨拶 会長・専務

指導教育責任者講習及び現任指導教育責任者講習委託

3 4/15 事業入札前事前書類提出 専務

4 4/17 定例理事会（鳥取市） 理事・監事

5 5/14 交通誘導警備部会東部支部会（鳥取市） 部会員

指導教育責任者講習及び現任指導教育責任者講習委託

6 5/13 事業入札（鳥取県警） 専務

7 5/15 定例総会（ホテルニューオータニ） 会員・事務局

8 5/27 総務委員会 （鳥取市） 委員・専務

9 6/4 鳥取県暴追センター評議委員会（鳥取市） 会長

10 6/5 三役会（事務局） 会長･副会長･専務

11 6/10 法務局へ法人役員登記提出 専務

12 6/11 交通誘導警備部会役員会 （倉吉市） 役員・専務

13 6/30 鳥取県営繕課からの機械警備業務についての検討会 県営繕課・専務

14 7/9 交通誘導警備部会中･西部支部会 （米子市） 会長・部会員・専務

15 7/13 機械警備部役員会 （鳥取市） 役員・専務

16 7/14 施設・常駐警備部役員会 （鳥取市） 役員

県営繕課・役員・専

17 7/16 鳥取県営繕課・機械警備部会との検討会（鳥取市） 務



18 7/14 施設常駐警備部会（鳥取市） 部会員

19 7/20 指導教育責任者講習打合せ（県警） 専務

20 7/21 機械警備部会（倉吉市） 部会員・専務

県営繕課・副会長・

21 7/30 鳥取県営繕課と協会役員との検討会（県庁） 部会長・専務

22 8/25 経営者研修会及び第17回安全衛生大会（倉吉市） 会員・事務局

23 8/28 暴追会議（鳥取市） 専務

9/7～

24 15 指導教育責任者講習（県庁） 講師・事務局

県営繕課・委員・専

25 9/11 鳥取県営繕課と機械警備部会との検討会（県庁） 務

26 9/17 三役会（鳥取市） 会長・副会長・専務

27 10/2 定例理事会（倉吉市） 理事・監事

28 10/8 現任教育責任者（3号警備業務）講習（県庁） 講師・専務

29 10/12 全警協eﾗｰﾆﾝｸﾞ説明会web会議 専務

30 10/16 機械警備部役員会 （倉吉市） 役員・専務

31 10/22 現任教育責任者（4号警備業務）講習（県庁） 講師・専務

32 10/29 親睦ゴルフ大会（鳥取市） 会員・専務

33 11/11 暴力追放県民大会（米子市） 会長・専務

34 11/12 ｢警備の日｣全国大会（東京） 専務

35 11/27 被害者支援フォーラム（倉吉市） 専務

36 12/15 三役会(鳥取市） 会員・副会長・専務



３ 平成２８年度以降の特別講習の開催状況並びに検定合格警備員
（１）本県主催の交通誘導警備１級・２級等の実施状況の推移

年度 種 別 本・再 受講者数 合格者数 合格率（％）

本 ２４ ２０ ８３．３
交通１級

再 ７ ４ ５７．１
２８

本 ４５ １５ ３３．３
交通２級

再 １２ ４ ３３．３

本 ４３ ２５ ５８．１
２９ 交通２級

再 １１ ５ ４５．５

本 ２０ １８ ９０．０
交通１級

再 ０
３０

本 ４３ ２３ ５３．５
交通２級

再 ６ ４ ６６．６

本 １５ ８ ５３．４
交通１級

再 １ ０
元年

本 ３２ １６ ５０．０

交通２級
再 ５ ２ ４０．０

※令和２年は、交通１，２級を開催予定としていましたが新型コロナウイルス感染

症予防を考慮して中止とした。

※令和３年は、５月下旬から６月初旬にかけて米子ポリテクセンターでの開催予定

としています。



令和元年に実施の特別講習の状況

「検定合格警備員」 合格おめでとうございます。
（２） 検定合格者(当協会分)

施設警備業務２級 ポリテクセンター島根
１

１０月２４・２５日 受講者４２名（うち再４名） 合格者３９名(うち再４名）

(アトラス) 川上 嘉朗
(富士警備) 秋田 成治、 前田 昌志、 小林 道久、 磯田 智

雑踏警備業務２級 ポリテクセンター島根

１１月２１・２２日 受講者１８名 合格者１４名
２

(競馬セキュリティ) 長谷川 和明
(富士警備) 山本 清美

交通誘導警備業務２級 ポリテクセンター島根

１１月２１・２２日 受講者３８名（うち再４人） 合格者２３名(うち再３名）
３

(富士警備) 西村 栄一、 沖 正司

４ 各種研修会・会議等の開催
（１）警備員指導教育責任者資格取得者講習及び現任指導教育責任者講習の開催

○警備員指導教育責任者資格取得者講習

区 分 受講者数 合格者数 実施日 実施場所

１号 １０人 ９人

新規 ２号 １２人 ７人 ９月７日～９月１５日 県庁第二庁舎

３号 ２人 ２人

４号 なし



１号 ２人 ２人

追加 ２号 １人 １人 ９月１０日～９月１５日 県庁第二庁舎

３号 １人 １人

４号 なし

○現任指導教育責任者講習

区 分 受講者数 実施日 実施場所

３号 １０人 １０月 ８日 県庁第二庁舎

４号 １０人 １０月２２日 同 上

※令和元年度から一般社団法人鳥取県警備業協会が鳥取県公安委員会から業務

委託を受けて実施

警備員指導教育責任者 現任指導教育責任者講習

資格取得者講習

（２）特別講習講師研修会の開催状況～（事業センター主催）

今年度に開催が予定されていた研修会はコロナ禍の影響により中止、また、令和

元年度分で令和２年３月以降の残りの研修会は延期となった。

○ 令和2年度に開催される予定だったが中止となった研修会(県内講師のみ）

次の各種講師研 雑踏１級 令和２年 安井主任（ルート）
修会は中止 5/11～5/13 河原條講師（アシスト）

雑踏２級 令和３年 高見講師（アトラス）
２/２～2/５

○ 令和元年度分で延期となった研修会(県内講師のみ）

次の講師研修会 施設２級 3/10～3/13 佐々木講師（富士）
は延期

※上記施設２級の研修会は、次年度以降に延期となり、開催日は改めて通知予定
※講師委嘱については、令和２年１０月３１日で満了する委嘱状は、委嘱期間を令
和３年３月３１日までと読み替え。新たな委嘱状の交付はしないが、同年４月１日
からの委嘱状は、期限を定めて交付となる。（事業センターから通知）



（３）特別講習講師研修会の開催状況～（各県協会等主催）

12/2５ 県下講師研修会 諸般の事情により中止
(鳥取市内で開催)

１２月と 中国地区講師研修会 コロナ禍により中止
１月に開

催予定 島根県との合同研修会 コロナ禍により中止

（４）定例理事会、各委員会等開催状況

定例（臨時）理事会 4/１７(定例）10/２(定例）１/１３(臨時・予定）

三役会議 ６/５ 9/1７ １２/1５

総務 ５/2７
委
員 業務
会

教育

機械・貴重品 ７/１３ ７/２１ １０/1６
部
会 施設・常駐 ７/１４

交通誘導警備 5/１４ 6/１１ 7/９

※コロナ禍の影響により委員会、部会とも開催の回数が減少となったが、この様

な中でも鳥取県営繕課から「県有施設につき県営繕課において発注・契約及び業

務管理を行う予定である機械警備業務について当協会の意見を聞きたい」とのこ

とで機械部会員を中心とした機械・貴重品警備部会については活発に行われた。

理事会開催状況

鳥取県と機械警備部会との

検討会の開催状況



５ 協会ゴルフ大会の開催について
令和２年１０月２９日水曜日、鳥取市御熊の旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部白兎コ

ースで、１２人が参加して日頃の腕前を競いました。なお、天候にも恵まれて楽し

くプレーすることができました。参加者の皆さんからは、「来年は春と秋の２回に

分けてゴルフ大会を開催したい。」との意見も出ていました。

６ 事務局から
未だ収束の見通しがつかない新型コロナウイルス感染症により、昨年は、各種協会

行事の中止等によって会員の皆様とお目にかかれる機会が少なくなり、皆様には大変

ご不便やご迷惑をおかけしました。

皆様におかれましても大変なご苦労をされておられることと案じております。今年

は、昨年は中止となった特別講習を始め、協会の各種行事を新型コロナウイルス感染

症対策を徹底し開催、実行したいと考えています。

何かと不便の多い今日ですが、この状況が一日も早く解消され、平穏な日々が戻り

ますようにお祈りするとともに、事務局も当協会所属の皆様のために全力を尽くす所

存でございますので、本年も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。


