
1 第一小学校 柴崎町1-15-15付近　諏訪神社周辺 周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある

2 第一小学校
柴崎町4-9付近　用水池東側南北道
路～根川緑道

児童への付きまとい事案が多発している地点。
夕方から夜間にかけて人通りが少ない。
付近に子ども110番の家がない。

3 第二小学校
曙町3-9-2付近　曙三第二公園およ
び周辺道路

公園東側角は道路から奥まった位置にあり、防犯灯もないた
め、夕方以降人目につきづらい。
児童に対する声掛けが発生している。

4 第三小学校 錦町3-9-18　錦第三公園付近
公園南西角交差点について、東西・南北方向共に通行する自
動車が多い。
交差点横断の際に自動車側の見通しが悪い。

5 第三小学校 錦町6-18-11　錦六公園付近
公園管理状況に問題あり。（たばこの吸い殻多数）
周辺は駐車場のため、周囲の目も少ない。

6 第三小学校
錦町6-12、13付近　多摩教育セン
ター跡

不審者情報有。
人通りが少なく、付近に子ども110番の家がない。

7 第四小学校
富士見町4-13-20　富士見四公園付
近

公園南東角交差点について、東西・南北方向共に通行する自
動車が多い。
信号および停止線のない道路だが、車両の進入速度が速
い。

8 第四小学校
富士見町5-12-15　富士見五丁目公
園～滝ノ上会館付近

樹木剪定の必要有。人通りが少なく、周囲の目が少ない。

9 第四小学校 富士見町1-15-10　富士塚公園付近
西立川学童保育所北側（ヤマダ電機跡）
人目につきづらく、連れ込まれやすい場所になっている。

10 第五小学校 栄町4-28-3　南部公園付近　栄緑道
緑道について樹木剪定の必要有。
公園の生垣が児童の身長相当に高いため、周囲の目が行き
届きにくい。

11 第五小学校 高松町2-37-26　高砂公園
周囲に子ども110番の家がない。
日中から人通りは少ない。

12 第五小学校 高松町2-31付近　立川競輪場北側
狭い路地が多く、見通しが悪い。
周囲に子ども110番の家がない。

13 第六小学校 羽衣町２丁目　六小周辺道路
児童への付きまとい・声掛け事案が多発している。
小学校北東周辺部は住宅が密集しており、狭い路地が多い。
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14 第七小学校
柴崎町6-14　立川公園南側道路およ
び立川公園

人通りが少なく、周囲の民家まで距離がある。
路上駐車が多く、待ち伏せをしやすい環境になっている。

15 第七小学校 錦町5-9-23　第六天錦公園付近
人通りが少ない。
樹木剪定の必要有。

16 第七小学校 錦町2-10　ラッコ公園付近 夕方以降人通りが少ない。

17 第八小学校
幸町1-12付近　江の島公園周辺道
路

団地内道路は人通り少なく、周囲の目が少ない。

18 第八小学校 栄町6-3付近
車の通行はできない路地。
周囲を壁（民間企業敷地）に囲まれており、通行人がいない
場合、周囲の目は全く届かない。

19 第八小学校 栄町2-45　愛宕神社付近 神社敷地内は樹木等により日中も暗く、人通りがない。

20 第九小学校 一番町２丁目　玉川上水沿道
夕方以降暗い。
不審者情報有。

21 第九小学校 砂川町3-13-2　見影橋公園付近
付近にグラウンド駐車場有。
管理がなく、人通りが少ないため待ち伏せをしやすい環境に
ある。

22 第九小学校 砂川町2-45付近　流泉寺墓地周辺
人通りが少なく、周辺の民家から距離がある。
周囲の目が少ない。
周囲に子ども110番の家がない。

23 第十小学校 緑町集合住宅周辺
官舎周辺の生垣について剪定の必要有。
路上駐車が多く、待ち伏せをしやすい環境にある。

24 第十小学校 柏町団地周辺
帰宅時間以外は人通りが少ない。
周囲に子ども110番の家がない。
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25 西砂小学校 西砂町4-1-9　西砂第二公園付近
人通りが少ない。西砂会館は夜間利用が少ない。
西砂公園向かいに空き家有。待ち伏せしやすい環境。

26 西砂小学校 殿ヶ谷緑道
人通りが少なく、周囲からの目が行き届かない。
周囲に子ども110番の家がない。
不審者情報有。

27 西砂小学校
西砂町1丁目付近　西武立川駅北側
道路

人通りが少ない。
子ども110番の家が1軒（松中公園西側）あるが、追加で依頼
の必要有。

28 南砂小学校
栄町3-33付近　栄保育園南東角交
差点

信号機のないＴ字路交差点。
抜け道として通行する車が多い。

29 南砂小学校 栄町1-30付近交差点
信号機のない交差点。
道幅が狭く、見通しが悪い。

30 南砂小学校
栄緑道　栄町３丁目交差点～国立市
境

人通りが少なく、暗い。
周囲の目が行き届かない。

31 幸小学校
幸町5-98付近　保護樹林地北側道
路

人通りが少なく、暗い。
周囲の目が行き届かない。
保護樹林地のフェンスが解放されていることがあり、児童が中
に入ってしまう可能性。道路から中が見通せない。

32 幸小学校
幸町5丁目付近　幸小東側～四中北
側～川越道緑地

人通りが少なく、暗い。
周囲に子ども110番の家がない。

33 幸小学校
幸町５丁目付近　平成新道　幸町南
側～四中南側～川越道緑地

川越道緑地周辺は夕方以降暗い。
車の通りは多いが人通りは少ない。
車道からは緑地内は全く見通せない。

34 松中小学校 一番町4-50付近
人通り少ない。沿道は田畑、駐車場が多い。
有事の際に児童が逃げ込める場所がない。
周辺に子ども110番の家がない。

35 松中小学校 西武拝島線南　天王橋交差点以西
人通り少なく、周囲の目も行き届かない。
付近の住宅から距離がある。

36 大山小学校
上砂町3-1付近　スーパーはしもと南
側および上砂三東公園

公園について樹木剪定の必要有。
不審者情報有。
周辺道路から見渡しがきかない。

37 大山小学校
上砂町3-14付近　大山郵便局～藤
幼稚園

周囲に子ども110番の家がない。

網掛け箇所は交通
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38 大山小学校
上砂町1-14付近　大山公園南および
都営上砂町一丁目アパート西側道路

人通りが少なく、団地住民以外からは目が届かない。

39 柏小学校
砂川町4-1付近　阿豆佐味天神社東
側道路

人通り少ない。周囲の目が行き届かない。
付近に子ども110番の家がない。

40 柏小学校 砂川町6丁目付近　砂川六南公園
市掲示板補修が必要。
人通りが少なく、街灯が少なく夕方以降暗い。

41 柏小学校
砂川町6-41付近　砂川浄水所南側
道路

街灯が少なく、人通りが少ない。
西武拝島線踏切付近は歩道が狭い。

42
上砂川小学
校

上砂町5-84、85付近道路
人通り、街灯が少ない。
子ども110番の家があるが、周囲からの目が行き届かない。

43
上砂川小学
校

砂川町8-76、84付近道路
狭い道路、歩車道の区別なし。街灯少ない。
ちかん、ひったくり、事故のあった交差点あり。

44 新生小学校
富士見町6-59-1　富士見六西公園
付近

公園向かいに保育園有。送迎の為夕方まで人通りはある。
公園樹木剪定の必要有。公園の環境整備要。

45 新生小学校
富士見町6-37付近　たちかわ創造舎
北西角交差点

変則的な交差点。児童の横断方法が複雑。
横断歩道異動の必要有。

46 新生小学校
富士見町4-20-32付近　富士見第二
公園周辺

付近の住宅まで距離があり、周囲の目が行き届きにくい。
街灯が少なく、公園についても暗く、連れ込まれやすい環境。

47
若葉台小学
校

若葉町団地北側道路
道路沿いに林有。周囲からの見通しが悪い。
児童が連れ込まれやすい環境。

48
若葉台小学
校

若葉町1-24-88付近　府中道および
若葉公園周辺

不審者事案多発箇所。
公園について樹木により周囲からの見通しが悪い。

49
若葉台小学
校

若葉町2-39、2-54付近南北道路 周囲に子ども110番の家がない。

網掛け箇所は交通


