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駅

高輪地区総合支所
協働推進課　協働推進係

高輪1-16-25

芝浦港南地区総合支所
協働推進課　協働推進係

芝浦1-16-1（みなとパーク芝浦内）

ちぃばす芝ルート・麻布ルート
「港区役所」徒歩1分
ちぃばす芝ルート・麻布ルート
「港区役所」徒歩1分

ちぃばす麻布ルート・田町ルート
「麻布地区総合支所前」徒歩0分
ちぃばす麻布ルート・田町ルート
「麻布地区総合支所前」徒歩0分

ちぃばす赤坂ルート・青山ルート
「赤坂地区総合支所前」徒歩0分
ちぃばす赤坂ルート・青山ルート
「赤坂地区総合支所前」徒歩0分

芝地区総合支所
協働推進課　協働推進係

芝公園1-5-25

麻布地区総合支所
協働推進課　協働推進係

赤坂地区総合支所
協働推進課　協働推進係

六本木5-16-45 赤坂4-18-13

　港区では、空き巣等による被害を防ぐための防犯対策に要した費用の一部を

助成する「住まいの防犯対策助成事業」を行なっています。

玄関への防犯性能の高い
錠・補助錠等の取付け

窓への防犯フィルムの
貼付・補助錠等の取付け

センサー付ライト・
センサー付アラームの取付け・

防犯カメラ

港区役所北（ちぃばす）港区役所北（ちぃばす）

白金高輪駅前白金高輪駅前

高輪二丁目
（ちぃばす）
高輪二丁目
（ちぃばす）

空き巣の手口

知っていますか？空き巣犯が侵入をあきらめる時間

　空き巣は、家人等が不在の住宅内に侵入し、金品を盗む行為です。犯人は、あらかじめ、
入念に下見や観察を行い、備えが十分でない住居を探してから、犯行におよびます。
住宅への侵入犯罪の中でも多い手口です。マンションなどの集合住宅は、それぞれの
部屋の構造や設備が似ているため、経験のある犯人にとっては、犯行をしやすい場所と
なります。意外ですが、１階や２階だけでなく、人目につきにくい高層階での被害も発生
しています。「高層階だから」「オートロックだから」と油断せず、防犯対策に努めましょう。

　侵入にかかる時間が５分以上で約７０％、１０分以上では約９０％の
空き巣犯が侵入をあきらめると言われています。

世帯主以外も申請できますか？

二世帯住宅ですがそれぞれ申請できますか？

防犯対策のためのお店を紹介してもらえますか？

このようなマークを見ましたが、
何を意味しますか？

世帯としてはじめてのご申請であれば可能です。

７　Q&A

８　お問合せ・申請窓口（各総合支所協働推進課協働推進係）

（令和4年４月）
3

自宅と兼ねている店舗や事務所は対象ですか？ 住宅部分だけは対象となりますが、店舗や事務所部分は対象となりません。

新たな取付けと既存のものの交換が対象なので、利用できません。

以前、助成を受けたが７年経過したかどうかがわからないのですが？ お近くの総合支所協働推進課にお問い合わせください。

質　問 回　答

防犯機器一式のうち、今年度カメラを更新し、
翌年度サーバを更新することは可能ですか？

当時一式で助成を受けて設置している場合、今回も一式を対象とします。
※今年度カメラを更新し助成を受けた場合、翌年度のサーバ更新は助
成対象とはなりません。改めて７年経過後に再助成可能となります。

原則的にそれぞれの世帯が助成対象となりますが、住宅内設備を共用され
ている等の例外ケースがあります。個別に御相談ください。

ホームセキュリティーは対象ですか？

CPマークがついている部品ではないと対象となりませんか？

機器のリース料、月額警備料は対象となりませんが、機器購入費等で
一部対象となるものがあります。個別に御相談ください。

ご紹介することはできません。
鍵専門店や金物店、ガラス店、電器量販店などで取り扱っておりますので、
該当するお近くのお店にお問い合わせください。防犯フィルムは窓の状況に
よっては貼り付けられない場合がありますので、事前にご確認ください。

CPマークがついていなくても対象となりますが、防犯性能が高いものを
選ぶようご注意ください。

７年未満で機器が故障した場合、対象となりますか？ 経年劣化による機器更新を対象とするため、７年未満での故障等は対象
外となります。

同じ機種である必要はありません。更新の際、同じ機種にする必要がありますか？
グレードアップは可能ですか？

機器更新に合わせて、前回の助成を受けて設置した機器を移
設する場合は、助成の対象となりますか？

更新のタイミングで機器を増設したい場合どうすればよいで
すか？

対象となります。落書き防止のために防犯カメラを設置したいが、対象となり
ますか？

区の助成を受けて設置した機器を更新する際に、新たな機器を増設する
場合、その増設部分についての助成を受けることはできません。

リースやレンタルで設置した場合も対象になりますか？ リースやレンタルの場合も対象とします。途中で機器更新があったとしても、
７年経過後に申請可能とし、当該１年分のみ助成します。
機器更新の際に、移設して防犯効果が高まるのであれば対象となります。
※共同住宅防犯対策助成事業の場合は防犯診断が必要です。

「CP マーク」といい、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する
官民合同会議」による「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載、公表され
た部品に表示されるマークです。
「防犯」を意味する英語「CrimePrevention」を図案化しています。
（参考）住まいの情報発信局ホームページ
　　　http://www.sumai-info.jp/bouhan/

住宅を新築しました。防犯対策部分の支払いに
この助成制度を利用できますか？



１　対象者
申請日現在区内に居住し住民登録をしている世帯
※管理者、管理組合、賃貸住宅所有者単位では申請できません。

３　助成金額
対象防犯対策に要した費用の１/２（100円未満切り捨て、上限10,000円）

４　申請方法２　対象防犯対策（防犯対策に要した費用が5,000円以上であることが必要です。）
現に居住する住宅に行った下記の防犯対策

※これら以外についてはお問い合わせください。
※事務所や事業所への対策は対象となりません。

サムターンカバー：鍵を開閉する内側のつまみ（サムターン）に外部から直接接触することを防護する
　　　　　　　　ためのカバー
カム送り防止具：鍵を差込む部分とドアの間にできる隙間から特殊な道具の差込みを防護するた
　　　　　　　　めのカバーなど
ガードプレート：ドアの壁と隙間から道具によるこじ開けを防ぐためのプレート
防犯フィルム：ガラス破りを防ぐためのフィルム
防 犯 ガ ラ ス：２枚の板ガラスの間に特殊な膜を挟み強化したガラス
センサー付ライト・アラーム：人の気配を感じると点灯するライト・鳴るアラーム

品目解説

① （宛名として）申請者氏名（フルネームを記載）
②  領収年月日
③  金額
④  メーカー・製品名、製品番号、施工内容（複数種類あるときは金額の内訳が分かるように全て）
　 （例）
　　 ・玄関錠（シリンダー彫込錠  ○○製造株式会社 AB-123）交換　25,000 円
　　 ・窓防犯フィルム（強化防犯フィルム  ○○防犯株式会社 Z-CD4）貼付２か所　23,000 円

⑤  発行事業者住所・名称・印
※これらの記載がない場合、申請をお受けできないことがあります。
※領収書原本は返却できません。

領収書には必ず次の５点を記載してもらってください！

場所

玄関

窓

その他

①　防犯性能の高い錠の取付け又は交換
②　補助錠の取付け又は交換
③　サムターンカバーの取付け又は交換
④　カム送り防止具の取付け又は交換
⑤　ガードプレートの取付け又は交換
①　防犯フィルムの貼付け
②　防犯ガラスへの交換
③　補助錠の取付け又は交換
④　面格子の取付け又は交換
⑤　ガラス破壊センサーの取付け又は交換
①　センサー付ライトの取付け又は交換
②　センサー付アラームの取付け又は交換
③　防犯カメラの取付け又は交換

品目

玄関ガードプレート（イメージ） 玄関補助錠（イメージ） 窓補助錠（イメージ） 面格子（イメージ）

　防犯対策に要した費用を支払った日から９０日以内に、申請書及び領収書原本をお近くの
総合支所協働推進課協働推進係へご提出ください。
※他にもカタログ等防犯対策の内容を説明する資料をご提出いただく場合がありますので
ご了承ください。

５　注意事項
（１） 一世帯１回に限り申請できます。
　　　ただし、本助成制度を利用して設置した防犯機器を、耐用年数等の理由により更新する
　　　場合に限り、設置の日から7年経過した場合は、その翌年度以降に再度申請が可能です。
　　　（利用回数の制限については設けないこととします。）
（2） 賃貸住宅にお住まいの方も申請できますが、必ず所有者の了解を得てください。
（３） 職員が現地調査を行う場合があります。
（４） この制度を利用した防犯対策により生じた作業上のトラブル、取付け又は交換後の盗難等
　　　による損害について、区は一切その責任を負いません。

６　助成金支給までの流れ
（１） 申請内容を審査し、申請者に対し交付決定又は不交付決定通知書を送付します。
（2） 交付決定通知書が届いた申請者は、同封の請求者に申請者名義の口座情報等必要事項を
　　　記入し、３０日以内に申請した窓口に提出します。
（３） 請求書に記入された口座に、概ね３０日程度で助成金を振り込みます。
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ちぃばす高輪ルート
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旧海岸通り

三
田
駅

高輪地区総合支所
協働推進課　協働推進係

高輪1-16-25

芝浦港南地区総合支所
協働推進課　協働推進係

芝浦1-16-1（みなとパーク芝浦内）

ちぃばす芝ルート・麻布ルート
「港区役所」徒歩1分
ちぃばす芝ルート・麻布ルート
「港区役所」徒歩1分

ちぃばす麻布ルート・田町ルート
「麻布地区総合支所前」徒歩0分
ちぃばす麻布ルート・田町ルート
「麻布地区総合支所前」徒歩0分

ちぃばす赤坂ルート・青山ルート
「赤坂地区総合支所前」徒歩0分
ちぃばす赤坂ルート・青山ルート
「赤坂地区総合支所前」徒歩0分

芝地区総合支所
協働推進課　協働推進係

芝公園1-5-25

麻布地区総合支所
協働推進課　協働推進係

赤坂地区総合支所
協働推進課　協働推進係

六本木5-16-45 赤坂4-18-13

　港区では、空き巣等による被害を防ぐための防犯対策に要した費用の一部を

助成する「住まいの防犯対策助成事業」を行なっています。

玄関への防犯性能の高い
錠・補助錠等の取付け

窓への防犯フィルムの
貼付・補助錠等の取付け

センサー付ライト・
センサー付アラームの取付け・

防犯カメラ

港区役所北（ちぃばす）港区役所北（ちぃばす）

白金高輪駅前白金高輪駅前

高輪二丁目
（ちぃばす）
高輪二丁目
（ちぃばす）

空き巣の手口

知っていますか？空き巣犯が侵入をあきらめる時間

　空き巣は、家人等が不在の住宅内に侵入し、金品を盗む行為です。犯人は、あらかじめ、
入念に下見や観察を行い、備えが十分でない住居を探してから、犯行におよびます。
住宅への侵入犯罪の中でも多い手口です。マンションなどの集合住宅は、それぞれの
部屋の構造や設備が似ているため、経験のある犯人にとっては、犯行をしやすい場所と
なります。意外ですが、１階や２階だけでなく、人目につきにくい高層階での被害も発生
しています。「高層階だから」「オートロックだから」と油断せず、防犯対策に努めましょう。

　侵入にかかる時間が５分以上で約７０％、１０分以上では約９０％の
空き巣犯が侵入をあきらめると言われています。

世帯主以外も申請できますか？

二世帯住宅ですがそれぞれ申請できますか？

防犯対策のためのお店を紹介してもらえますか？

このようなマークを見ましたが、
何を意味しますか？

世帯としてはじめてのご申請であれば可能です。

７　Q&A

８　お問合せ・申請窓口（各総合支所協働推進課協働推進係）

（令和4年４月）
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自宅と兼ねている店舗や事務所は対象ですか？ 住宅部分だけは対象となりますが、店舗や事務所部分は対象となりません。

新たな取付けと既存のものの交換が対象なので、利用できません。

以前、助成を受けたが７年経過したかどうかがわからないのですが？ お近くの総合支所協働推進課にお問い合わせください。

質　問 回　答

防犯機器一式のうち、今年度カメラを更新し、
翌年度サーバを更新することは可能ですか？

当時一式で助成を受けて設置している場合、今回も一式を対象とします。
※今年度カメラを更新し助成を受けた場合、翌年度のサーバ更新は助
成対象とはなりません。改めて７年経過後に再助成可能となります。

原則的にそれぞれの世帯が助成対象となりますが、住宅内設備を共用され
ている等の例外ケースがあります。個別に御相談ください。

ホームセキュリティーは対象ですか？

CPマークがついている部品ではないと対象となりませんか？

機器のリース料、月額警備料は対象となりませんが、機器購入費等で
一部対象となるものがあります。個別に御相談ください。

ご紹介することはできません。
鍵専門店や金物店、ガラス店、電器量販店などで取り扱っておりますので、
該当するお近くのお店にお問い合わせください。防犯フィルムは窓の状況に
よっては貼り付けられない場合がありますので、事前にご確認ください。

CPマークがついていなくても対象となりますが、防犯性能が高いものを
選ぶようご注意ください。

７年未満で機器が故障した場合、対象となりますか？ 経年劣化による機器更新を対象とするため、７年未満での故障等は対象
外となります。

同じ機種である必要はありません。更新の際、同じ機種にする必要がありますか？
グレードアップは可能ですか？

機器更新に合わせて、前回の助成を受けて設置した機器を移
設する場合は、助成の対象となりますか？

更新のタイミングで機器を増設したい場合どうすればよいで
すか？

対象となります。落書き防止のために防犯カメラを設置したいが、対象となり
ますか？

区の助成を受けて設置した機器を更新する際に、新たな機器を増設する
場合、その増設部分についての助成を受けることはできません。

リースやレンタルで設置した場合も対象になりますか？ リースやレンタルの場合も対象とします。途中で機器更新があったとしても、
７年経過後に申請可能とし、当該１年分のみ助成します。
機器更新の際に、移設して防犯効果が高まるのであれば対象となります。
※共同住宅防犯対策助成事業の場合は防犯診断が必要です。

「CP マーク」といい、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する
官民合同会議」による「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載、公表され
た部品に表示されるマークです。
「防犯」を意味する英語「CrimePrevention」を図案化しています。
（参考）住まいの情報発信局ホームページ
　　　http://www.sumai-info.jp/bouhan/

住宅を新築しました。防犯対策部分の支払いに
この助成制度を利用できますか？


