
防犯カメラの運用状況について （令和５年３月１日現在）

狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例第14条の規定に基づき、以下について公表します。

（１）設置運用基準の届出状況

№
管理責任者

（市設置のものは設置場所）
設置台数 カメラ設置箇所 撮影対象区域 分類 設置年度

1 狛江市立狛江第一小学校
カメラ４台
モニター３台

用務室外壁
昇降口外壁
西階段外壁
校舎南側外壁

正門周辺
正門周辺
北門周辺
南門周辺

平成18年度

2 狛江市立狛江第三小学校
カメラ４台
モニター３台

図書室北側外壁
東階段外壁
中央昇降口外壁
図書室東側外壁

北門周辺
北東門周辺
南門周辺
正門周辺

平成18年度

3 狛江市立狛江第五小学校
カメラ３台
モニター３台

給食休憩室外壁
給食室外壁
保健室外壁

東門周辺
通用門周辺
正門周辺

平成18年度

4 狛江市立狛江第六小学校
カメラ４台
モニター３台

正門前
北校舎昇降口外壁
給食室外壁
西階段外壁

正門周辺
北門周辺
東門周辺
同棟内通路

平成18年度

5 狛江市立和泉小学校
カメラ４台
モニター３台

新校舎南側外壁
保健室外壁
給食休憩室外壁
通級教室外壁

正門周辺
通用門周辺
北門周辺
東門周辺

平成18年度

6 狛江市立緑野小学校
カメラ４台
モニター３台

昇降口外壁
用務室外壁
給食室外壁
通級学級外壁

正門周辺
校舎周辺
西門周辺
北門・通用門周辺

平成18年度

7 狛江市立狛江第一中学校
カメラ４台
モニター３台

第一理科室外壁
渡り廊下
給食搬入口外壁
職員室外壁

正門周辺
渡り廊下周辺
北門周辺
南門周辺

平成18年度

8 狛江市立狛江第二中学校
カメラ５台
モニター３台

西側トイレ外壁
昇降口外壁
東側昇降口外壁
木工室外壁
屋上内側外壁

通用門周辺
正門周辺
正門周辺
通用門周辺
屋上プール

平成18年度

9 狛江市立狛江第三中学校
カメラ４台
モニター３台

第二美術室外壁
体育館外壁
トイレ外壁
昇降口外壁

西門周辺
通用門周辺
プール
正門周辺

平成18年度

10 狛江市立狛江第四中学校
カメラ４台
モニター３台

昇降口外壁
金工室外壁
２階廊下外壁
昇降口外壁

正門周辺
北西門周辺
北門周辺
校舎南側通路

平成18年度

11 狛江駅北口 カメラ１台 狛江駅北口噴水裏 狛江駅北口周辺 市 平成25年度

12 狛江駅南口 カメラ１台 狛江駅南口駐輪場付近 狛江駅南口周辺 市 平成25年度

13 和泉多摩川駅周辺 カメラ４台 和泉多摩川商店街周辺 和泉多摩川商店街周辺 商店街 平成25年度

14 電力中央研究所南側七差路付近 カメラ２台 電力中央研究所南側七差路付近 電力中央研究所南側七差路周辺 市 平成26年度

15 銀行町親和会 カメラ３台
東和泉一丁目８番周辺
東和泉二丁目３番周辺
東和泉二丁目７番周辺

東和泉一丁目８番周辺
東和泉二丁目３番周辺
東和泉二丁目７番周辺

町会 平成26年度

16 和泉本町一丁目 カメラ１台 和泉本町一丁目32番周辺 和泉本町一丁目32番周辺 町会 平成26年度

17 緑野小学校通学路 カメラ５台

市民総合体育館周辺
藤塚第三児童公園周辺
上和泉地域センター周辺
前原公園周辺
西野川せせらぎ周辺

市民総合体育館前信号機北側道路周辺
藤塚第三児童公園北側道路周辺
上和泉地域センター北側道路周辺
前原公園南側道路周辺
西野川せせらぎ周辺

通学路 平成26年度

18 狛江第三小学校通学路 カメラ５台

狛江第三小学校体育館周辺
清水川公園周辺
岩戸児童センター周辺
岩戸地域センター周辺
狛江市消防団第三分団器具置場周辺

狛江第三小学校体育館西側周辺
清水川公園東側道路周辺
岩戸児童センター西側道路周辺
岩戸地域センター西側道路周辺
狛江市消防団第三分団器具置場北側道
路周辺

通学路 平成26年度

19 狛江駅南口 カメラ１台 狛江駅南口駐輪場付近 狛江駅南口周辺 市 平成27年度

20 狛江市役所前交差点 カメラ１台 狛江市役所前交差点付近 狛江市役所前周辺 市 平成27年度

21 水神前交差点付近 カメラ１台 水神前交差点付近 水神前モニュメント周辺 市 平成27年度

学校



22 駒井町会 カメラ５台

駒井町二丁目22番周辺
駒井町二丁目32番周辺
駒井町三丁目９番周辺
駒井町三丁目24番周辺
駒井町三丁目42番周辺

駒井町二丁目22番周辺
駒井町二丁目32番周辺
駒井町三丁目９番周辺
駒井町三丁目24番周辺
駒井町三丁目42番周辺

町会 平成27年度

23 和泉北町会 カメラ３台
和泉本町三丁目31番周辺
和泉本町三丁目34番周辺
和泉本町三丁目39番周辺

和泉本町三丁目31番周辺
和泉本町三丁目34番周辺
和泉本町三丁目39番周辺

町会 平成27年度

24 和泉小学校通学路 カメラ５台

狛江こだま幼稚園西周辺
中和泉樹林地周辺
兜塚古墳周辺
田中橋児童遊園周辺
西河原公園周辺

狛江こだま幼稚園西周辺
中和泉樹林地周辺
兜塚古墳周辺
田中橋児童遊園周辺
西河原公園周辺

通学路 平成27年度

25 狛江第六小学校通学路 カメラ５台

猪方二丁目18番周辺
猪方三丁目38番周辺
狛江第六小学校東周辺
猪方交番東周辺
供養塚児童公園周辺

猪方二丁目18番周辺
猪方三丁目38番周辺
狛江第六小学校東周辺
猪方交番東周辺
供養塚児童公園周辺

通学路 平成27年度

26 西河原公園 カメラ１台 西河原公園 西河原公園内 市 平成28年度

27 狛江第一小学校通学路 カメラ５台

和泉中央児童遊園周辺
中和泉一丁目４番周辺
泉龍寺周辺
けやき児童遊園周辺
岩戸北一丁目20番周辺

和泉中央児童遊園周辺
中和泉一丁目４番周辺
泉龍寺周辺
けやき児童遊園周辺
岩戸北一丁目20番周辺

通学路 平成28年度

28 狛江第五小学校通学路 カメラ５台

小足立児童グランド周辺
東野川二丁目３番周辺
丸山児童遊園周辺
岩戸北二丁目13番周辺
東野川四丁目９番周辺

小足立児童グランド周辺
東野川二丁目３番周辺
丸山児童遊園周辺
岩戸北二丁目13番周辺
東野川四丁目９番周辺

通学路 平成28年度

29 和泉児童館 カメラ２台
玄関上部外壁
児童館北側外壁西

和泉児童館周辺 児童館 平成28年度

30 猪方町会 カメラ３台
猪方三丁目21番周辺
猪方三丁目32番周辺
猪方四丁目２番周辺

猪方三丁目21番周辺
猪方三丁目32番周辺
猪方四丁目２番周辺

町会 平成28年度

31 岩戸町会 カメラ３台
岩戸南三丁目15番周辺
岩戸北四丁目15番周辺
駒井町二丁目18番周辺

岩戸南三丁目15番周辺
岩戸北四丁目15番周辺
駒井町二丁目18番周辺

町会 平成28年度

32 元和泉2・3丁目町会 カメラ１台 元和泉二丁目33番周辺 元和泉二丁目33番周辺 町会 平成28年度

33 上和泉学童保育所 カメラ１台 上和泉地域センター西南側外壁軒下 学童保育所玄関周辺 平成29年度

34 猪方学童保育所 カメラ１台 玄関軒下 猪方学童保育所入口付近 平成29年度

35 松原学童保育所 カメラ１台 玄関軒下 門周辺 平成29年度

36 東野川学童保育所 カメラ１台 玄関付近外壁軒下 門周辺 平成29年度

37 岩戸児童センター カメラ１台 玄関軒下 正門周辺 児童センター 平成29年度

38 中和泉町会 カメラ５台

中和泉一丁目20番周辺
中和泉二丁目22番周辺
中和泉二丁目24番周辺
中和泉三丁目16番周辺
中和泉四丁目21番周辺

中和泉一丁目20番周辺
中和泉二丁目22番周辺
中和泉二丁目24番周辺
中和泉三丁目16番周辺
中和泉四丁目21番周辺

町会 平成29年度

39 元和泉１丁目町会 カメラ１台 元和泉一丁目23番周辺 元和泉一丁目23番周辺 町会 平成29年度

40 元和泉2・3丁目町会 カメラ２台
元和泉三丁目６番周辺
元和泉三丁目８番周辺

元和泉三丁目６番周辺
元和泉三丁目８番周辺

町会 平成29年度

41 岩戸町会 カメラ２台
岩戸北一丁目６番周辺
岩戸北一丁目８番周辺

岩戸北一丁目６番周辺
岩戸北一丁目８番周辺

町会 平成29年度

42 狛江駅前親栄会 カメラ３台
東和泉一丁目12番周辺
東和泉一丁目16番周辺
東和泉一丁目21番周辺

東和泉一丁目12番周辺
東和泉一丁目16番周辺
東和泉一丁目21番周辺

商店街 平成29年度

43 覚東町会 カメラ２台
東野川四丁目13番周辺
東野川一丁目10番周辺

東野川四丁目13番周辺
東野川一丁目10番周辺

町会 平成30年度

44 猪方町会 カメラ２台
猪方一丁目９番周辺
猪方三丁目１番周辺

猪方一丁目９番周辺
猪方三丁目１番周辺

町会 平成30年度

45 元和泉1丁目町会 カメラ１台 元和泉一丁目16番周辺 元和泉一丁目16番周辺 町会 平成30年度

46 元和泉2・3丁目町会 カメラ２台
元和泉二丁目５番周辺
元和泉三丁目13番周辺

元和泉二丁目５番周辺
元和泉三丁目13番周辺

町会 平成30年度

47 中和泉町会 カメラ５台

中和泉一丁目21番周辺
中和泉一丁目13番周辺
中和泉二丁目27番周辺
中和泉三丁目６番周辺
中和泉四丁目７番周辺

中和泉一丁目21番周辺
中和泉一丁目13番周辺
中和泉二丁目27番周辺
中和泉三丁目６番周辺
中和泉四丁目７番周辺

町会 平成30年度

48 和泉多摩川駅 カメラ３台
東和泉三丁目12番周辺
東和泉三丁目10番周辺
東和泉三丁目６番周辺

東和泉三丁目12番周辺
東和泉三丁目10番周辺
東和泉三丁目６番周辺

商店街 平成30年度

学童



49 北部児童館 カメラ４台

児童館庭屋外
事務室外
玄関ホール外
屋上テラス

児童館庭屋外周辺
駐輪場周辺
玄関ホール外周辺
屋上テラス周辺

児童館 平成30年度

50 第五小学校放課後クラブ カメラ２台
正門前
狛江市立狛江第五小学校側通用門

正門周辺
園庭周辺

放課後クラブ 平成30年度

51
狛江郵便局東交差点北側
付近

カメラ１台 狛江郵便局東交差点北側付近 狛江郵便局東交差点北側周辺
まちづくり条
例に基づく要
望により設置

平成30年度

52 狛江第三小学校通学路 カメラ４台

狛江岩戸南郵便局周辺
狛江みずほ幼稚園周辺
岩戸南一丁目6地周辺
岩戸南三丁目7番周辺

狛江岩戸南郵便局東側周辺
狛江みずほ幼稚園北側周辺
岩戸南一丁目６番周辺
岩戸南三丁目７番周辺

通学路 平成31年度

53 狛江第五小学校通学路 カメラ３台
東野川一丁目35番周辺
東野川一丁目7番周辺
東野川四丁目5番周辺

東野川一丁目35番周辺
東野川一丁目7番周辺
東野川四丁目5番周辺

通学路 平成31年度

54 狛江第六小学校通学路 カメラ１台 駒井町一丁目41番周辺 駒井町一丁目41番周辺 通学路 平成31年度

55 緑野小学校通学路 カメラ２台
野川地域センター周辺
西野川二丁目33番周辺

野川地域センター北側周辺
西野川二丁目33番周辺

通学路 平成31年度

56 小足立町会 カメラ２台
西野川四丁目19番周辺
東野川四丁目12番周辺

西野川四丁目19番周辺
東野川四丁目12番周辺

町会 平成31年度

57 松原睦会 カメラ１台 和泉本町三丁目７番周辺 和泉本町三丁目７番周辺 町会 平成31年度

58 駄倉町会 カメラ２台
東和泉一丁目25番周辺
東和泉一丁目１番周辺

東和泉一丁目25番周辺
東和泉一丁目１番周辺

町会 平成31年度

59 銀行町親和会 カメラ１台 東和泉二丁目２番周辺 東和泉二丁目２番周辺 町会 平成31年度

60 和泉本町一丁目 カメラ３台
和泉本町一丁目17番周辺
和泉本町一丁目10番周辺
和泉本町一丁目７番周辺

和泉本町一丁目17番周辺
和泉本町一丁目10番周辺
和泉本町一丁目７番周辺

町会 平成31年度

61 元和泉1丁目町会 カメラ１台 元和泉一丁目13番周辺 元和泉一丁目13番周辺 町会 平成31年度

62 元和泉２・３丁目町会 カメラ２台
元和泉二丁目17番
元和泉三丁目13番

元和泉二丁目17番周辺
元和泉三丁目13番周辺

町会 平成31年度

63 中和泉町会 カメラ５台

中和泉一丁目９番周辺
中和泉一丁目21番周辺
中和泉二丁目24番周辺
中和泉三丁目８番周辺
中和泉三丁目27番周辺

中和泉一丁目９番周辺
中和泉一丁目21番周辺
中和泉二丁目24番周辺
中和泉三丁目８番周辺
中和泉三丁目27番周辺

町会 平成31年度

64 狛江駅前親栄会 カメラ３台
東和泉一丁目18番周辺
東和泉一丁目29番周辺
東和泉一丁目34番周辺

東和泉一丁目18番周辺
東和泉一丁目29番周辺
東和泉一丁目34番周辺

商店街 平成31年度

65 狛江第一小学校通学路 カメラ２台
元和泉一丁目15番周辺
岩戸北一丁目20番周辺

元和泉一丁目15番周辺
岩戸北一丁目20番周辺

通学路 令和２年度

66 狛江第五小学校通学路 カメラ３台
和泉本町二丁目23番周辺
東野川一丁目16番周辺
東野川一丁目１番周辺

和泉本町二丁目23番周辺
東野川一丁目16番周辺
東野川一丁目１番周辺

通学路 令和２年度

67 和泉小学校通学路 カメラ３台
中和泉四丁目３番周辺
中和泉三丁目５番周辺
中和泉二丁目25番周辺

中和泉四丁目３番周辺
中和泉三丁目５番周辺
中和泉二丁目25番周辺

通学路 令和２年度

68 緑野小学校通学路 カメラ２台
西野川四丁目４番周辺
和泉本町二丁目23番周辺

西野川四丁目４番周辺
和泉本町二丁目23番周辺

通学路 令和２年度

69 西河原公園 カメラ１台 西河原公園 西河原公園内 市 令和２年度

70 西河原自然公園 カメラ１台 西河原自然公園 西河原自然公園内 市 令和２年度

71 前原公園 カメラ１台 前原公園 前原公園内 市 令和２年度

72 みつおさ児童公園 カメラ１台 みつおさ児童公園 みつおさ児童公園内 市 令和２年度

73 元和泉１丁目町会 カメラ１台 元和泉一丁目２番周辺 元和泉一丁目２番周辺 町会 令和２年度

74 猪方町会 カメラ２台
猪方二丁目４番周辺
東和泉三丁目14番周辺

猪方二丁目４番周辺
東和泉三丁目14番周辺

町会 令和３年度

75 岩戸町会 カメラ１台 岩戸南三丁目１番周辺 岩戸南三丁目１番周辺 町会 令和３年度

76 元和泉１丁目町会 カメラ１台 元和泉一丁目10番周辺 元和泉一丁目10番周辺 町会 令和３年度

77 狛江中央商店会 カメラ２台
岩戸北一丁目13番周辺
岩戸北二丁目２番周辺

岩戸北一丁目13番周辺
岩戸北二丁目２番周辺

商店街 令和３年度

78 狛江第一小学校通学路 カメラ２台
和泉本町一丁目37番周辺
和泉本町一丁目14番周辺

和泉本町一丁目37番周辺
和泉本町一丁目14番周辺

通学路 令和３年度

79 狛江第三小学校通学路 カメラ１台 岩戸南二丁目８番周辺 岩戸南二丁目８番周辺 通学路 令和３年度

80 狛江第六小学校通学路 カメラ４台

岩戸南四丁目25番周辺
駒井町三丁目30番周辺
駒井町一丁目11番周辺
猪方三丁目33番周辺

岩戸南四丁目25番周辺
駒井町三丁目30番周辺
駒井町一丁目11番周辺
猪方三丁目33番周辺

通学路 令和３年度



81 和泉小学校通学路 カメラ２台
元和泉二丁目36番周辺
中和泉四丁目23番周辺

元和泉二丁目36番周辺
中和泉四丁目23番周辺

通学路 令和３年度

82 緑野小学校通学路 カメラ１台 和泉本町四丁目４番周辺 和泉本町四丁目４番周辺 通学路 令和３年度

83 中村児童公園 カメラ１台 中村児童公園 中村児童公園内 市 令和３年度

84 西河原公園 カメラ１台 西河原公園 西河原公園内 市 令和３年度

85 やまもも児童遊園 カメラ１台 やまもも児童遊園 やまもも児童遊園内 市 令和３年度

86 緑の丘児童遊園 カメラ１台 緑の丘児童遊園 緑の丘児童遊園内 市 令和３年度

87 元和泉１丁目町会 カメラ１台 元和泉一丁目20番周辺 元和泉一丁目20番周辺 町会 令和４年度

88 中和泉５丁目町会 カメラ４台

中和泉五丁目３番周辺
中和泉五丁目21番周辺
中和泉五丁目25番周辺
中和泉五丁目32番周辺

中和泉五丁目３番周辺
中和泉五丁目21番周辺
中和泉五丁目25番周辺
中和泉五丁目32番周辺

町会 令和４年度

89 和泉多摩川児童公園 カメラ１台 和泉多摩川児童公園 和泉多摩川児童公園内 市 令和４年度

90 清水川公園 カメラ１台 清水川公園 清水川公園内 市 令和４年度

91 松林児童遊園 カメラ１台 松林児童遊園 松林児童遊園内 市 令和４年度

92 元和泉さんかく広場 カメラ１台 元和泉さんかく広場 元和泉さんかく広場内 市 令和４年度

カメラ合計 217 台

（２）防犯カメラの設置又は運用の報告徴収状況

　報告の徴収の事例なし

（３）指導状況

　指導の事例なし

（４）勧告状況

　勧告の事例なし

（５）苦情の申出の状況

　勧告の事例なし


