
街頭防犯カメラシステム
映像ダウンロード wi-fi仕様 のご紹介

（関電柱・ＮＴＴ柱）

日 付 ：
営 業 所 ：
営 業 名 ：
携帯番号：
メ ー ル：

創業1981年（昭和56年）
官公庁指名業者・全省庁統一資格取得

ホームページ

■神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3－1－13
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

■ 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1-19 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430

■名 古 屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 川島第一ビル３A
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375

URL： http://www.tokaisecurity.net Mail： info@tokaisecurity.net

2019年2月



街頭防犯カメラとは、警視庁や県警などの警察、商店街の組合や商工振興団体、市などの行政団体によって、繁華街・
街頭・街路周辺に設置されている防犯カメラのことを指します。

犯罪が発生する可能性が極めて高い繁華街等の公共空間に、複数の監視カメラを設置することで、映像データを一括管
理する施設です。これは、繁華街を常時監視することができ、また映像を録画することで、犯罪の捜査にも役立てるこ
とができます。

さらに、監視カメラがあることを公表することで、犯罪の抑止や被害の事前防止、風俗環境の浄化等の効果が期待する
ことができます。

■サンプル画像①

信頼のパナソニック製カメラを使いＳＤカードにて録画。

画像の確認とバックアップはwi-fiでＰＣにダウンロードします。
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１．街頭防犯カメラシステムとは？



■サンプル②パナソニック製360度魚眼カメラ
• 映像は何種類かある中で選ぶことが出来ます。
• 上記写真のカメラと違い、電柱から横に伸びてるカメラを支える腕金の長さが２０１８年３月以降、電柱より３０ｃｍ

以上離して設置することになったため、この電柱では６０cmの腕金を使っています。
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夜間の映像 昼間の映像

3



２．関西電力の電柱に設置の場合

（１）保守保安上に関する取扱い

a. 撮影妨害の責任免除
電柱への昇降時や工事の際にカメラの撮影を妨げた場合においても、当社および当該柱の共架事業者は責任を免除
されること。

b. 破損時の責任免除
当社、および当社の発注した工事会社は業務遂行上、防犯カメラ等を破損させた場合においても責任が免除されるこ
と。ただし、作業者の故意または重過失により破損した場合は、復旧に要する工事費のみを負担する。

c. 工事会社との長期的な保守契約
電柱移設時に即時対応できるよう、工事会社との長期的な保守契約（写）を結んでいただくことをお願いします。

① 防犯カメラが取付可能な電柱か関西電力に確認をします。（事前協議）

②事前調査申請

提出する書類は、申請書類一覧（次ページ）参照。

③竣工届提出

提出する書類は、申請書類一覧（次ページ）参照。
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（２）関西電力の電柱に設置の際に必要な書類
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【注意事項】
• 本申請提出後、関西電力が契約書及び覚書を作成し送付します。双方が捺印し契約締結となります。
• 事前申請の回答日から６０日以内に本申請を行わない場合は、その調査結果は原則無効となります。

【料金】
• 電柱使用料 １，４００円／本・年（税抜き）
• 電気代 約３，３００円／台・年（税抜き）
• 事前検討費用 ５５０円／本（税抜き）
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使用形態 使用料

機器
高さ30ｃｍ×幅60ｃｍ×突き出し100ｃｍ以下 1,400円／箇所・本・年 ※1

高さ60ｃｍ×幅60ｃｍ×突き出し100ｃｍ以下 2,600円／箇所・本・年 ※1

通信線
単独共架 1,400円／箇所・本・年 ※1

一束化 1000円／箇所・本・年 ※２

※1 機器と通信線を設置する場合、別使用料が必要
※2 関電の吊線を使用する場合、吊線使用料300円／条・本・年（消費税等相当額除く）が別途必要。
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【関西電力】



9



10

（１）ＬＡＮケーブル仕様
関電柱と違い、NTT柱は下記写真のように上下BOXを設置できます。下のBOXにランケーブルを巻いて入れておけば、
確認をするときにPCとランケーブルをつないで、ライブ、録画、ダウンロードが行えます。

３．ＮＴＴ柱に設置の場合



（２）NTTの電柱に設置の場合
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ＮＴＴ電柱に設置するには
① 事前調査申請

防犯カメラが取付可能な電柱かＮＴＴに確認をします。
【提出書類】

□自治会名、自治会長連絡先（氏名・住所・電話番号）、関西電力柱の電柱番号を記入してください。
（事前相談シートのコピー可）
□使用場所地図（撮影範囲を記入してください。）

【注意事項】
・郵送もしくは持参してください。
・電話問合せも可。
・１～２日後にＮＴＴから、取付の可否について連絡があります。

② 本申請
【提出書類】

□ 添架申請書（自治会長名）
□添加施設明細書（電柱番号記載）
□添加物件についての責任分担表（連帯保証人欄あり）３種類）

【添付書類】
□使用場所地図（撮影範囲も記載）
□ 着工前写真（電柱全体、取付箇所、電柱番号の３種類）
□同意書（NTT柱が民地に立っている場合）
□ 防犯カメラの管理規程
□ その他（総会議事録、防犯カメラの仕様書など）
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【注意事項】
・調査費用は無料です。
・７日～１０日程度でＮＴＴから回答があります。
・ＮＴＴが契約書及び覚書を作成して双方捺印。

【注意事項】
・調査費用は無料です。
・７日～１０日程度でＮＴＴから回答があります。
・ＮＴＴが契約書及び覚書を作成して双方捺印。

③ 工事完了後
・防犯カメラ設置基準を遵守していることを証する書類
・竣工後写真（電柱全体、取付箇所、電柱番号の３種類）

【注意事項】
年間電柱使用料１，２９６円／本（税込）
カメラに配線引き込み１カ所につき１，２９６円

※４道路占用許可について
市道上の関西電力柱やＮＴＴ電柱などに防犯カメラを設置する場合は、道路占用の許可が必要です。
（原則、防犯カメラの設置は電柱に限ります。ポール等を新設してカメラを設置する場合は、近隣に既設の電柱が無く通行の安全性
が確保される場合に限ります。）



４．保守メンテと保守規定

• 監視カメラやそれに接続する録画装置は、長時間の稼働が求められる機器です。種類やモデル、設置場所などによって違いはあ
りますが、機械である以上、寿命は存在します。

• 監視カメラや録画装置の運用は、その寿命を想定した計画的なメンテナンスや更新を行うことで、より確実なものとなります。

• 防犯/監視カメラの税法上の耐用年数は6年とされています。このため、導入から6年間は資産としての減価償却が可能です。
しかし、実際の運用では6年を待たずして不具合が発生する場合があります。これは、防犯/監視カメラが機械である以上、避け
られないことです。また、現在使用中の機種よりも性能の良い製品が発表されたりで機器の入れ替えが行われることもあります。
具体的には、導入から最長でも5年前後で新しい機器に入れ替えるのが一般的な交換スケジュールとなっているようです。

• 防犯/監視カメラで重要なのは、重要な局面で決定的瞬間を逃さず記録できることです。これを実現するには、少しでも不具合
が発生したり徴候が見られたら調整や修理を行うことが重要です。また、ハードウェアである限り物理的な劣化は避けられませ
んから、状況に応じて部品の交換を行うなど保守作業も必要になります。

第１条（無料保証規定の内容）

• 保証期間内に正常な使用状態・環境において万一故障した場合、弊社がその原因調査・障害の検証を行い、機器構造上の瑕疵・
欠陥が有ると認定されたら、無料修理又は該当部品の交換を行う。

• 但し、消耗部品の交換及び弊社の責めに帰し得ない事由による故障や損傷は除く。

• 消耗部品とはハードディスク・バッテリー・SDカード等を指す。

• 現金買取の場合、保証期間は納品日から起算して１年間とする。

• 信販リース契約の場合、保証期間はリース契約成立日から満了日までとする。
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第２条（有料保守規定および免責条項）
但し、保証期間内においても以下の場合は有料になります。

• 防犯カメラのバックアップ作業及び同付帯作業。

• 保守サービス提供時間（平日９時から１７時）以外の作業、土日祭日、年末年始、弊社カレンダー休日の作業。

• 使用上の不注意・誤用・故意過失による故障や損傷。

• 機械の改造や指定品以外の機器の使用に関連した故障や損傷。

• 他社による保守サービス行為が実施された場合の故障や損傷。

• 外的要因（落下・衝撃・圧力等の負荷・液体薬品等の付着・水没等）により生じた故障や損傷。

• 災害（火災、地震、風水害、落雷、台風）や侵入者による機器の破損や損傷。但し、リース物件の場合、動産保険の対象となる
損害については保険申請が可能です。

• 防犯機器の消耗品、ハードデイスク等の交換。

• 機器の移動、移設、撤去工事。

• 他社にて設定、施工したことに起因する故障や損傷。

• その他弊社の責めに帰し得ない事由による故障や損傷。

• エレベーター内カメラ設置、修理に伴うエレベーターの配線、業者立会にかかる費用。
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■街頭防犯配線図
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■施工例写真 ※現在は電力会社の規定が変わったため、電柱から30㎝以上離して設置する必要があります。
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会社概要
商 号 トーカイセキュリティ株式会社
代表取締役 淺井 達司

本 社
〒653-0037
兵庫県神戸市長田区大橋町３丁目１番１３号

ケミカルシューズ産業会館1階
TEL 078-643-1901
FAX 078-643-1902

神戸営業所 〒653-0037
兵庫県神戸市長田区大橋町３丁目１番１３号

ケミカルシューズ産業会館1階
TEL 078-643-1901
FAX 078-643-1902

堺営業所 〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19 グランビルド堺東507

TEL 072-232-6440
FAX 072-232-6430 

名古屋営業所 〒464-0851
愛知県名古屋市千種区今池南29-24 川島第一ビル3A

TEL 052-251-8748
FAX 052-733-0375

創立年月 法人設立 昭和６３年１月（個人創業 昭和５６年４月）

営業エリア 近畿地区・東海地区

主要取引先

ＮＥＸＣＯ西日本関西支社（西日本高速道路株式会社）
大和ハウス工業株式会社 積水ハウス株式会社 株式会社デンソー
富士通株式会社
京都・梅小路みんながつながるプロジェクト
（京都・梅小路まちづくり推進協議会）
特定非営利活動法人(NPO 法人) 明日の京都文化遺産プラットフォーム
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
ＳＭＦＬキャピタル株式会社（旧社名:日本ＧＥ合同会社）
オリックス株式会社 株式会社クレディセゾン
日立キャピタルNBL株式会社
株式会社オリエントコーポレーション
三井住友ファイナンス＆リース株式会社
トヨタファイナンス株式会社 アツミ電氣株式会社
NECプラットフォームズ株式会社
オプテックス株式会社 株式会社ＲＯＤ 株式会社ティービーアイ

事業内容

・防犯システム／防犯カメラシステム 設計・施工・保守
・ＩｏＴシステム 設計・開発・販売・施工
・ネットワークカメラシステム 設計・施工・保守
・侵入警報セキュリティシステム 設計・施工・保守
・ソーラー防犯カメラシステム 設計・施工・保守
・太陽光発電所向けセキュリティシステム 設計・施工・保守
・遠隔監視画像転送システム 設計・施工・保守
・街頭防犯カメラシステム 設計・施工・保守
・熱源監視サーマルカメラシステム 設計・施工・保守
・オートロック電磁錠システム 設計・施工・保守
・駐車場無人管理装置（チェーン式・バー式・電動式門扉・垂
直昇降ポール）設計・施工 保守
・駐輪場設備（サイクルユニット・二段式ラック・搬送コンベ
ア）設計・施工・保守
・駐車場管制装置（車輌検知器・信号灯・IVTカメラ・入出庫
管理機器）設計・施工・保 守
・業務用ウェアラブルカメラシステム 設計・施工・保守
・入退室管理システム 設計・施工・保守
・110 番緊急通報システム 設計・施工・保守
・NEC ビジネスホン コニカミノルタ複合機 三菱 LED 照明
・高齢者見守りシステム 設計・施工・保守
・バイタルセンサシステム 設計・施工・保守

・公益社団法人日本防犯設備協会正会員
・NPO 法人大阪府防犯設備士協会会員防犯アドバイザー認定
・NPO 法人兵庫県防犯設備協会会員防犯アドバイザー認定
・愛知県セルフガード協会会員防犯アドバイザー認定
・公益社団法人大阪府防犯協会連合会大阪府防犯モデル駐車場
審査委員
・NPO 法人大阪府防犯設備士協 熊取町・田尻町・泉佐野市
幹事
・大阪府保険医協同組合

・警察庁公認防犯設備士
・第２種電気工事士
・低圧、高圧電路作業受講済み
・高所作業車講習受講済み
・第３級陸上特殊無線技士

メディア掲載
・ＴＶ東京「ワールドビジネスサテライト」で放映されました。
（平成２２年６月）
・日本経済新聞電子版に掲載されました。（平成２２年６月）
・日刊工業新聞に掲載されました。（平成２２年６月）

保有資格等

加入団体等
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