
令和５年４月１日現在
No. 区等 設　　置　　施　　設　　箇　　所 No. 区等 設　　置　　施　　設　　箇　　所

1 北　 区  新潟市文書館 84 中央区  高志中等教育学校
2 北　 区  北区郷土博物館 85 中央区  白山小学校
3 北　 区  北区役所 86 中央区  教育相談センター
4 北　 区  黒山駅前公衆トイレ 87 中央区  生涯学習センター
5 北　 区  葛塚東児童館 88 中央区  若者支援センター「オール」
6 北　 区  三ツ森児童館 89 中央区  新潟市芸術創造村・国際青少年センター
7 北　 区  早通児童センター 90 中央区  中央図書館
8 北　 区  豊栄児童センター 91 中央区  舟江図書館
9 北　 区  北区文化会館 92 中央区  明鏡高等学校

10 北　 区  水の駅「ビュー福島潟」 93 江南区  亀田清掃センター
11 北　 区  北地区スポーツセンター 94 江南区  さつき荘
12 北　 区  北区松浜１丁目地内 95 江南区  中央卸売市場
13 北　 区  豊栄駅自由通路・エレベーター 96 江南区  亀田地区コミュニティセンター
14 北　 区  松浜中学校 97 江南区  曽野木コミュニティセンター
15 北　 区  木崎小学校 98 江南区  亀田東児童館
16 東　 区  ふじみ苑 99 江南区  江南区福祉センター
17 東　 区  東総合スポーツセンター 100 江南区  亀田排水路公園
18 東　 区  新潟市庭球場 101 江南区  亀田総合体育館
19 東　 区  下山スポーツセンター 102 江南区  江南区文化会館
20 東　 区  寺山公園子育て交流施設 103 江南区  亀田駅東西自由通路
21 東　 区  桃山保育園 104 江南区  亀田駅前地域交流センター
22 東　 区  こども創作活動館 105 江南区  東曽野木小学校
23 東　 区  津島屋地下道 106 江南区  亀田中学校
24 東　 区  大形駅北口広場駐輪場 107 秋葉区  新津美術館
25 東　 区  新潟東スマートＩＣ 108 秋葉区  新津鉄道資料館
26 東　 区  石山地下道 109 秋葉区  バイオリサーチセンター
27 東　 区  東区役所庁舎 110 秋葉区  新津地域交流センター
28 東　 区  木戸中学校 111 秋葉区  秋葉区総合体育館
29 東　 区  石山中学校 112 秋葉区  秋葉区文化会館
30 東　 区  東石山中学校 113 秋葉区  秋葉区役所
31 東　 区  東特別支援学校 114 秋葉区  小須戸温泉健康センター　花の湯館
32 東　 区  石山図書館 115 秋葉区  花とみどりのシンボルゾーン（花ステーション）
33 中央区  新潟市民芸術文化会館 116 秋葉区  新津本町中央公園
34 中央区  マンガ・アニメ情報館 117 秋葉区  新津駅自由通路・駅前広場
35 中央区  マンガの家 118 秋葉区  秋葉区大関４６-１番地地先（ＪＲアンダー）
36 中央区  水族館 119 秋葉区  矢代田駅東西自由通路・駅前広場
37 中央区  新潟市會津八一記念館 120 秋葉区  新津第二中学校
38 中央区  美術館 121 秋葉区  結小学校
39 中央区  歴史博物館 122 秋葉区  新津第二小学校
40 中央区  旧小澤家住宅 123 秋葉区  新津図書館
41 中央区  旧新潟税関庁舎 124 南　 区  アグリパーク
42 中央区  陸上競技場 125 南　 区  しろね大凧と歴史の館
43 中央区  新潟市体育館 126 南　 区  旧笹川家住宅
44 中央区  新潟市総合福祉会館 127 南　 区  南区役所
45 中央区  新潟市立乳児院「はるかぜ」 128 南　 区  白根健康福祉センター
46 中央区  こども創造センター 129 南　 区  白根児童センター
47 中央区  こころの健康センター 130 南　 区  味方・白根北・白根南児童館
48 中央区  新潟市急患診療センター 131 南　 区  白根北中学校
49 中央区  口腔保健福祉センター 132 南　 区  白根学習館
50 中央区  動物愛護センター 133 西　 区  文化財センター
51 中央区  新潟市産業振興センター 134 西　 区  ふれあい健康センター（アクアパークにいがた）
52 中央区  西堀地下駐車場 135 西　 区  新田清掃センター
53 中央区  新潟勤労者総合福祉センター（新潟テルサ） 136 西　 区  新潟市食肉センター
54 中央区  食育・花育センター 137 西　 区  西総合スポーツセンター
55 中央区  万代島多目的広場 138 西　 区  黒埼地区総合体育館
56 中央区  下水道管理センター 139 西　 区  坂井輪児童館
57 中央区  新潟市役所ふるまち庁舎 140 西　 区  内野駅自由連絡通路
58 中央区  市役所本館 141 西　 区  青山停留所バス待合室
59 中央区  鳥屋野総合体育館 142 西　 区  寺尾駅自由連絡通路
60 中央区  西海岸公園市営プール 143 西　 区  内野五十嵐跨線橋
61 中央区  旧齋藤家別邸 144 西　 区  内野西が丘駅自由連絡通路
62 中央区  新潟市児童センター 145 西　 区  鳥原バス停駐車場
63 中央区  万代市民会館 146 西　 区  西区役所庁舎・庁舎周辺
64 中央区  八千代保育園 147 西　 区  西出張所・西地域保健福祉センター・内野街づくりセンター
65 中央区  万代保育園・東地域保健福祉センター 148 西　 区  黒埼出張所
66 中央区  老人憩の家鳥屋野荘 149 西　 区  黒埼市民会館
67 中央区  関新2-1-15地先（千歳大橋アンダー) 150 西　 区  内野中学校
68 中央区  白山歩道橋エレベーター 151 西　 区  新通つばさ小学校
69 中央区  八千代橋東詰・西詰エレベーター 152 西　 区  内野小学校
70 中央区  関屋駅自由通路・エレベーター 153 西　 区  坂井輪地区公民館
71 中央区  新潟駅南口ペデストリアンデッキ 154 西　 区  内野図書館
72 中央区  新潟駅西側連絡通路 155 西蒲区  巻処理センター
73 中央区  白山公園駐車場入出庫口・エレベーター 156 西蒲区  鎧潟クリーンセンター
74 中央区  市役所旧第２分館前歩道橋エレベーター 157 西蒲区  潟東樋口記念美術館
75 中央区  日和山山田町線１号交通安全施設 158 西蒲区  西蒲区役所
76 中央区  市役所ターミナル上屋，待合室 159 西蒲区  岩室地域児童館
77 中央区  白山駅南北自由通路 160 西蒲区  西川健康センター
78 中央区  鳥屋野小学校前横断歩道橋エレベーター 161 西蒲区  岩室駅地下通路
79 中央区  西堀地下通路エレベーター 162 西蒲区  巻西中学校
80 中央区  中央区役所庁舎 163 西蒲区  西特別支援学校
81 中央区  水道局本庁舎 164 西蒲区  西川中学校
82 中央区  水道局お客さまコールセンター 165 西蒲区  潟東小学校・潟東中学校
83 中央区  市民病院 166 消　 防  消防局，各消防署，各出張所等

167 その他  不法投棄抑止・防止対策箇所

防  犯  カ  メ  ラ  等  設  置　状  況  一  覧


