
【志津学区】　 令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度
事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。



【志津南学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度
事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。



【草津学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度



【大路区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度
事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。



【渋川学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度
事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。



【矢倉学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度
事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。



【老上学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度
事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。



【老上西学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度
事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。



【玉川学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度
事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。



【南笠東学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度
事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。



【山田学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度



【笠縫学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度



【笠縫東学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度



【常盤学区】　令和４年度　防犯カメラの設置箇所 　   は、今年度設置箇所

     は、既設の防犯カメラ

★地域団体への補助（各学区１台/年）も引き続き実施します！

問い合わせ　草津市危機管理課　電話077-561-2325

事業手法 町内会・学区設置に対する補助金 市設置

設置候補箇所

①防犯パトロールおよび立ち
番等防犯活動を通じた、地域
住民の目による危険箇所の選
定。

①方針（子ども・女性を対象）
を基に、草津警察署による犯
罪予防についての専門的見
地による選定。

②主に過去の不審者事案発
生箇所等にピンポイントに設
置されています。

②過去の不審者事案発生箇
所等への出入り口となる主要
な交差点に設置しエリアとして
市内のどこかで不審者等を捉
えられるようにします。

草津市街頭防犯カメラ設置補助金 子ども見守り防犯カメラ設置事業

事業実施年度 平成26年度から毎年度 令和4、5年度


