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平成平成平成平成３０３０３０３０年度第年度第年度第年度第１１１１回江別市情報公開審査会回江別市情報公開審査会回江別市情報公開審査会回江別市情報公開審査会    

会 議会 議会 議会 議 録録録録    

 

日 時：平成３０年７月２７日（金） 

           １０：００～１０：３８    

会 場：江別市民会館 ３１号室 

 

出席者：小林会長、樋爪委員、田口委員 

福島総務部次長、宮沼総務課長、阿部総務係長、佐賀主事、蓮田市民生活課長、

星野市民生活課主査（交通防犯担当） 

（傍聴者１名） 

 

開 会：１０時００分 

 

１．開会 

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    ただいまからただいまからただいまからただいまから平成平成平成平成３０３０３０３０年度第年度第年度第年度第１１１１回江別市情報公開審査会回江別市情報公開審査会回江別市情報公開審査会回江別市情報公開審査会をををを開会開会開会開会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    １１１１名名名名のののの傍聴傍聴傍聴傍聴希望者希望者希望者希望者ががががおりおりおりおり、、、、入室入室入室入室をををを許可許可許可許可しましたのでしましたのでしましたのでしましたので報告報告報告報告しますしますしますします。。。。    

 

２．会長挨拶 

（会長挨拶）    

 

３．議事 

（（（（１１１１））））報告事項報告事項報告事項報告事項    アアアア    平成平成平成平成２９２９２９２９年度情報公開制度年度情報公開制度年度情報公開制度年度情報公開制度のののの実施状況実施状況実施状況実施状況についてについてについてについて    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    それではそれではそれではそれでは、、、、議事議事議事議事にににに入入入入りましてりましてりましてりまして、（、（、（、（１１１１））））報告事項報告事項報告事項報告事項、、、、アのアのアのアの平成平成平成平成２９２９２９２９年度情報公年度情報公年度情報公年度情報公        

開制度開制度開制度開制度のののの実施状況実施状況実施状況実施状況にににについてをついてをついてをついてを議題議題議題議題といたしますといたしますといたしますといたします。。。。事務局事務局事務局事務局にににに報告報告報告報告をををを求求求求めますめますめますめます。。。。 

総務総務総務総務係長係長係長係長：：：：    私私私私からからからから、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度情報公開制度年度情報公開制度年度情報公開制度年度情報公開制度のののの実施状況実施状況実施状況実施状況についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いたしまいたしまいたしまいたしま    

すすすす。。。。    

資料資料資料資料１１１１「「「「平成平成平成平成２９２９２９２９年度情報公開制度実施状況及年度情報公開制度実施状況及年度情報公開制度実施状況及年度情報公開制度実施状況及びびびび個人情報保護制度運用状況集個人情報保護制度運用状況集個人情報保護制度運用状況集個人情報保護制度運用状況集

計表計表計表計表」」」」をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

まずまずまずまず、（、（、（、（１１１１））））のののの情報公開制度情報公開制度情報公開制度情報公開制度でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、実施機関実施機関実施機関実施機関ごとのごとのごとのごとの件数件数件数件数ではではではでは、、、、市長市長市長市長

がががが実施実施実施実施したものについてはしたものについてはしたものについてはしたものについては、、、、全部公開全部公開全部公開全部公開が４が４が４が４件件件件でででで前年前年前年前年とととと同数同数同数同数、、、、一部公開一部公開一部公開一部公開が５が５が５が５件件件件でででで

前年比前年比前年比前年比３３３３件件件件のののの増増増増、、、、不存在不存在不存在不存在が１が１が１が１件件件件でででで前年比前年比前年比前年比とととと同数同数同数同数でででで、、、、計計計計１０１０１０１０件件件件でででで前年比前年比前年比前年比３３３３件件件件のののの増増増増

となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    
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教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会がががが実施実施実施実施したものについてはしたものについてはしたものについてはしたものについては、、、、全部公開全部公開全部公開全部公開が１が１が１が１件件件件でででで前年比前年比前年比前年比１１１１件件件件のののの増増増増とととと

なっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。    

議会議会議会議会がががが実施実施実施実施したものについてはしたものについてはしたものについてはしたものについては、、、、全部公開全部公開全部公開全部公開が２が２が２が２件件件件でででで前年比前年比前年比前年比１１１１件件件件のののの増増増増となってとなってとなってとなって    

おりますおりますおりますおります。。。。    

水道事業管理者水道事業管理者水道事業管理者水道事業管理者がががが実施実施実施実施したものについてはしたものについてはしたものについてはしたものについては、、、、全部公開全部公開全部公開全部公開が１が１が１が１件件件件でででで前年比前年比前年比前年比１１１１件件件件のののの    

減減減減となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

消防長消防長消防長消防長がががが実施実施実施実施したものについてはしたものについてはしたものについてはしたものについては、、、、全部公開全部公開全部公開全部公開が３が３が３が３件件件件でででで前年比前年比前年比前年比１１１１件件件件のののの増増増増となっとなっとなっとなっ    

ておりますておりますておりますております。。。。    

ここここのののの結果結果結果結果、、、、全体全体全体全体ではではではでは件数件数件数件数は１７は１７は１７は１７件件件件となりとなりとなりとなり、、、、前年比前年比前年比前年比５５５５件件件件のののの増増増増となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

次次次次にににに、（、（、（、（２２２２））））個人情報保護制度個人情報保護制度個人情報保護制度個人情報保護制度でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、後後後後ほどほどほどほど個人情報保護審査会個人情報保護審査会個人情報保護審査会個人情報保護審査会でででで    

説明説明説明説明いたしますのでここでのいたしますのでここでのいたしますのでここでのいたしますのでここでの説明説明説明説明はははは省略省略省略省略いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

次次次次のページののページののページののページの資料資料資料資料２２２２「「「「情報公開及情報公開及情報公開及情報公開及びびびび個人情報開示請求件数個人情報開示請求件数個人情報開示請求件数個人情報開示請求件数のののの推移推移推移推移」」」」をごをごをごをご覧覧覧覧くくくく    

ださいださいださいださい。。。。    

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度からのからのからのからの請求件数請求件数請求件数請求件数とそのとそのとそのとその推移推移推移推移をグラフでをグラフでをグラフでをグラフで表表表表したものでありますしたものでありますしたものでありますしたものであります。。。。    

請求件数請求件数請求件数請求件数が３０が３０が３０が３０件件件件をををを超超超超えるえるえるえる年度年度年度年度もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、全体全体全体全体をををを通通通通してしてしてして請求件数請求件数請求件数請求件数は２０は２０は２０は２０件件件件

前後前後前後前後でででで推移推移推移推移しておりますしておりますしておりますしております。。。。平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度は１６は１６は１６は１６件件件件とととと過去過去過去過去１０１０１０１０年間年間年間年間で２で２で２で２番目番目番目番目にににに少少少少

ないないないない件数件数件数件数となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

なおなおなおなお、、、、資料資料資料資料１と２において１と２において１と２において１と２において件数件数件数件数がががが合致合致合致合致しないのはしないのはしないのはしないのは、、、、１１１１回回回回のののの請求請求請求請求でででで複数複数複数複数のののの公文公文公文公文    

書書書書のののの請求請求請求請求がありがありがありがあり、、、、資料資料資料資料１において１において１において１において全部公開全部公開全部公開全部公開とととと不存在不存在不存在不存在の２の２の２の２件件件件としてとしてとしてとして数数数数えたことにえたことにえたことにえたことに

よるものでありますよるものでありますよるものでありますよるものであります。。。。    

次次次次ののののページページページページ、、、、資料資料資料資料３３３３「「「「平成平成平成平成２９２９２９２９年度情報公開制度年度情報公開制度年度情報公開制度年度情報公開制度のののの実施状況実施状況実施状況実施状況」」」」をごをごをごをご覧覧覧覧くださくださくださくださ    

いいいい。。。。情報公開情報公開情報公開情報公開のののの個別個別個別個別のののの内容内容内容内容でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、以下以下以下以下、、、、一部公開及一部公開及一部公開及一部公開及びびびび不存在不存在不存在不存在のののの決定決定決定決定をををを

したしたしたした案件案件案件案件についてについてについてについて説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．１の１の１の１の「「「「江別市立病院江別市立病院江別市立病院江別市立病院３３３３ＦＦＦＦ東東東東３５１３５１３５１３５１号室入院者号室入院者号室入院者号室入院者にににに関関関関するするするする平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年３３３３月月月月    

２８２８２８２８日日日日のののの看護日誌及看護日誌及看護日誌及看護日誌及びびびび事故報告書事故報告書事故報告書事故報告書」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、患者情報患者情報患者情報患者情報、、、、病状等病状等病状等病状等をををを江別江別江別江別

市情報公開条例第市情報公開条例第市情報公開条例第市情報公開条例第７７７７条第条第条第条第１１１１号号号号のののの個人情報個人情報個人情報個人情報にににに該該該該当当当当するものとしてするものとしてするものとしてするものとして非公開非公開非公開非公開としてとしてとしてとして

おりますおりますおりますおります。。。。なおなおなおなお、、、、請求者請求者請求者請求者はははは入院者入院者入院者入院者のののの子子子子でありますでありますでありますであります。。。。    

ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．４の４の４の４の「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度にににに寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた陳情陳情陳情陳情・・・・要望要望要望要望・・・・市民市民市民市民のののの声声声声のうちのうちのうちのうち、、、、江別江別江別江別    

小学校及小学校及小学校及小学校及びびびび江別第三小学校江別第三小学校江別第三小学校江別第三小学校のののの統合統合統合統合にかかるにかかるにかかるにかかる江別駅周辺地区江別駅周辺地区江別駅周辺地区江別駅周辺地区のののの土地利用土地利用土地利用土地利用にににに関関関関すすすす

るものるものるものるもの（（（（行政行政行政行政・・・・運営項目以外運営項目以外運営項目以外運営項目以外もももも含含含含むむむむ））））及及及及びびびび行政行政行政行政・・・・運営項目運営項目運営項目運営項目のののの全件名全件名全件名全件名」」」」につきまにつきまにつきまにつきま

してはしてはしてはしては、、、、陳述書及陳述書及陳述書及陳述書及びびびび要望書要望書要望書要望書のののの提出者氏名等提出者氏名等提出者氏名等提出者氏名等をををを江別市情報公開条例第江別市情報公開条例第江別市情報公開条例第江別市情報公開条例第７７７７条第条第条第条第１１１１号号号号

のののの個人情報個人情報個人情報個人情報にににに該当該当該当該当するものとしてするものとしてするものとしてするものとして非公開非公開非公開非公開としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．７の７の７の７の「「「「平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年におけるにおけるにおけるにおける江別市農業委員会委員江別市農業委員会委員江別市農業委員会委員江別市農業委員会委員のののの公募公募公募公募、、、、応募者応募者応募者応募者、、、、選選選選    

考考考考、、、、任用決定任用決定任用決定任用決定、、、、議会提案同意議会提案同意議会提案同意議会提案同意、、、、任用通任用通任用通任用通知知知知などにかかるなどにかかるなどにかかるなどにかかる総総総総てのてのてのての文書文書文書文書」」」」につきましにつきましにつきましにつきまし
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てはてはてはては、、、、応募者申込書及応募者申込書及応募者申込書及応募者申込書及びびびび任命等結果通知書任命等結果通知書任命等結果通知書任命等結果通知書のののの住所等住所等住所等住所等をををを江別市情報公開条例第江別市情報公開条例第江別市情報公開条例第江別市情報公開条例第７７７７

条第条第条第条第１１１１号号号号のののの個人情報個人情報個人情報個人情報にににに該当該当該当該当するものとしてするものとしてするものとしてするものとして非公開非公開非公開非公開としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

またまたまたまた、、、、江別市農業委員会委員江別市農業委員会委員江別市農業委員会委員江別市農業委員会委員のののの選考選考選考選考にににに係係係係るるるる江別市農業委員会委員候補者評価江別市農業委員会委員候補者評価江別市農業委員会委員候補者評価江別市農業委員会委員候補者評価

委員会委員会委員会委員会のののの評価結果報告書評価結果報告書評価結果報告書評価結果報告書のうちのうちのうちのうち、、、、江別市情報公開条例第江別市情報公開条例第江別市情報公開条例第江別市情報公開条例第７７７７条第条第条第条第５５５５号号号号エにエにエにエに該当該当該当該当すすすす

るるるる部分部分部分部分をををを非公開非公開非公開非公開としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．８の８の８の８の「「「「①①①①平成平成平成平成２８２８２８２８年度江別市年度江別市年度江別市年度江別市観光振興観光振興観光振興観光振興計計計計画策画策画策画策定定定定支援支援支援支援業務業務業務業務契約契約契約契約書書書書、、、、②②②②平平平平

成成成成２９２９２９２９年度江別市年度江別市年度江別市年度江別市観光振興観光振興観光振興観光振興計計計計画策画策画策画策定定定定支援支援支援支援業務業務業務業務プロポプロポプロポプロポーーーーザルザルザルザル集計結果集計結果集計結果集計結果、、、、③③③③平成平成平成平成２２２２

９９９９年度江別市年度江別市年度江別市年度江別市観光振興観光振興観光振興観光振興計計計計画策画策画策画策定定定定支援支援支援支援業務業務業務業務契約契約契約契約書書書書」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、②②②②平成平成平成平成２９２９２９２９

年度江別市年度江別市年度江別市年度江別市観光振興観光振興観光振興観光振興計計計計画策画策画策画策定定定定支援支援支援支援業務業務業務業務プロポプロポプロポプロポーーーーザルザルザルザル集計結果集計結果集計結果集計結果のののの社社社社名等名等名等名等をををを江別江別江別江別

市情報公開条例第市情報公開条例第市情報公開条例第市情報公開条例第７７７７条第条第条第条第２２２２号号号号にににに規規規規定定定定するするするする非公開情報非公開情報非公開情報非公開情報にににに該当該当該当該当するものとしてするものとしてするものとしてするものとして非非非非

公開公開公開公開としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

次次次次のページをごのページをごのページをごのページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．１０の１０の１０の１０の「「「「法法法法人人人人にににに関関関関するするするする平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度貸借対照貸借対照貸借対照貸借対照表及表及表及表及びびびび事業事業事業事業活動活動活動活動計計計計算算算算書書書書（（（（いいいい

ずれもずれもずれもずれも総総総総括括括括表表表表ののののみみみみ））））①①①①社社社社会会会会福祉法福祉法福祉法福祉法人知人知人知人知進進進進会会会会②②②②社社社社会会会会福祉法福祉法福祉法福祉法人人人人ええええべべべべつつつつ幸誠幸誠幸誠幸誠会会会会③③③③社社社社会会会会

福祉法福祉法福祉法福祉法人人人人北叡北叡北叡北叡会会会会④④④④社社社社会会会会福祉法福祉法福祉法福祉法人江別人江別人江別人江別わわわわかかかかばばばば福祉福祉福祉福祉会会会会⑤⑤⑤⑤社社社社会会会会福祉法福祉法福祉法福祉法人江別人江別人江別人江別昭光福昭光福昭光福昭光福

祉祉祉祉会会会会⑥⑥⑥⑥社社社社会会会会福祉法福祉法福祉法福祉法人人人人英寿英寿英寿英寿会会会会」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、このうちこのうちこのうちこのうち⑥⑥⑥⑥社社社社会会会会福祉法福祉法福祉法福祉法人人人人英寿英寿英寿英寿会会会会

分分分分はははは、、、、請求請求請求請求時時時時にににに当市当市当市当市でででで保保保保有有有有していなかったためしていなかったためしていなかったためしていなかったため不存在不存在不存在不存在としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．１４の１４の１４の１４の「「「「昭和昭和昭和昭和９９９９年年年年１２１２１２１２月江別月江別月江別月江別町町町町議会議案議会議案議会議案議会議案６６６６号土地号土地号土地号土地買収買収買収買収寄寄寄寄附附附附にににに関関関関するするするする議議議議

案書案書案書案書」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、議案書目録議案書目録議案書目録議案書目録のののの所所所所有有有有者者者者欄欄欄欄にににに記載記載記載記載されたされたされたされた氏名氏名氏名氏名がががが江別市情報江別市情報江別市情報江別市情報

公開条例第公開条例第公開条例第公開条例第７７７７条第条第条第条第１１１１号号号号にににに規規規規定定定定するするするする非公開情報非公開情報非公開情報非公開情報にににに該当該当該当該当するものとしてするものとしてするものとしてするものとして非公開非公開非公開非公開とととと

しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

以以以以上上上上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。    

小林小林小林小林会長会長会長会長：：：：    情報公開情報公開情報公開情報公開にににに関関関関するするするする報告報告報告報告をををを受受受受けましたがけましたがけましたがけましたが、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様からからからから質疑質疑質疑質疑ははははありませありませありませありませんんんん    

かかかか。。。。    

樋爪樋爪樋爪樋爪委員委員委員委員：：：：    資料資料資料資料３の３の３の３の１１１１番番番番ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは入院者入院者入院者入院者のののの子子子子からのからのからのからの請求請求請求請求ですかですかですかですか。。。。    

総務総務総務総務係長係長係長係長：：：：    子子子子からのからのからのからの請求請求請求請求ですですですです。。。。    

樋爪樋爪樋爪樋爪委員委員委員委員：：：：    入院者入院者入院者入院者のののの病状報告病状報告病状報告病状報告はははは、、、、子子子子にににに知知知知らせらせらせらせてはてはてはてはいけないいけないいけないいけないののののですかですかですかですか。。。。    

総務総務総務総務係長係長係長係長：：：：    子子子子からのからのからのからの開示請求開示請求開示請求開示請求であってもであってもであってもであっても、、、、入院者入院者入院者入院者ごごごご本本本本人人人人ががががごごごご健健健健在在在在でしたのででしたのででしたのででしたので、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報

のののの開示開示開示開示ではなくではなくではなくではなく情報公開制度情報公開制度情報公開制度情報公開制度におけるにおけるにおけるにおける公開公開公開公開となりとなりとなりとなり、、、、ほとほとほとほとんんんんどのどのどのどの部分部分部分部分がががが黒塗黒塗黒塗黒塗りとりとりとりと

ななななりましたりましたりましたりました。。。。入院者入院者入院者入院者ごごごご本本本本人人人人からからからからのののの開示開示開示開示請求請求請求請求でででであれあれあれあればばばば、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報保護制度保護制度保護制度保護制度によりによりによりにより

開示開示開示開示することすることすることすることがががができましたができましたができましたができましたが、、、、ごごごご本本本本人人人人からのからのからのからの開示請求開示請求開示請求開示請求ととととははははなななならなかったらなかったらなかったらなかったものでものでものでもので

ごごごござざざざいますいますいますいます。。。。    

樋爪樋爪樋爪樋爪委員委員委員委員：：：：    分分分分かりかりかりかりましたましたましたました。。。。    

次次次次にににに、、、、資料資料資料資料３の３の３の３の１０１０１０１０番番番番でででで不存在不存在不存在不存在としたとしたとしたとした「「「「⑥⑥⑥⑥社社社社会会会会福祉法福祉法福祉法福祉法人人人人英寿英寿英寿英寿会会会会のののの平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年    
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度度度度貸借対照貸借対照貸借対照貸借対照表及表及表及表及びびびび事業事業事業事業計計計計算算算算書書書書」」」」ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは開示請求開示請求開示請求開示請求時点時点時点時点でででで、、、、社社社社会会会会福祉法福祉法福祉法福祉法人人人人

英寿英寿英寿英寿会会会会がががが市市市市にににに該当書該当書該当書該当書類類類類をををを提出提出提出提出していなかったしていなかったしていなかったしていなかったとととというこというこというこということですかですかですかですか。。。。    

総務総務総務総務係長係長係長係長：：：：    そそそそのとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。市市市市へへへへのののの提出提出提出提出期限期限期限期限のののの前前前前にににに開示開示開示開示請求請求請求請求があがあがあがあったものですったものですったものですったものです。。。。後日後日後日後日でででで

あれあれあれあればばばば「「「「⑥⑥⑥⑥社社社社会会会会福祉法福祉法福祉法福祉法人人人人英寿英寿英寿英寿会会会会のののの平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度貸借対照貸借対照貸借対照貸借対照表及表及表及表及びびびび事業事業事業事業計計計計算算算算書書書書」」」」をををを

開示開示開示開示することができすることができすることができすることができるるるる旨旨旨旨、、、、開示請求者開示請求者開示請求者開示請求者にににに通知通知通知通知しましたしましたしましたしましたがががが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、開示開示開示開示請求請求請求請求はははは

ありませありませありませありませんんんんでしたでしたでしたでした。。。。    

樋爪樋爪樋爪樋爪委員委員委員委員：：：：    分分分分かりかりかりかりましたましたましたました。。。。    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    ほかほかほかほかのののの委員委員委員委員はいかがはいかがはいかがはいかがでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。    

（（（（なしなしなしなし））））    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    以以以以上上上上でででで、、、、本本本本件件件件にににに対対対対するするするする質疑質疑質疑質疑をををを終終終終結結結結いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

 

（（（（２２２２））））そのそのそのその他他他他    アアアア    江別市防犯江別市防犯江別市防犯江別市防犯カメラのカメラのカメラのカメラの管理管理管理管理、、、、運用等運用等運用等運用等にににに関関関関するするするする要綱要綱要綱要綱についてについてについてについて    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    次次次次にににに、、、、（（（（２２２２））））そのそのそのその他他他他、、、、アのアのアのアの江別市防江別市防江別市防江別市防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの管理管理管理管理、、、、運用等運用等運用等運用等にににに関関関関するするするする要要要要綱綱綱綱にににに

ついてついてついてついてをををを議題議題議題議題といたしますといたしますといたしますといたします。。。。事務局事務局事務局事務局にににに説明説明説明説明をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    

総務総務総務総務課課課課長長長長：：：：    資料資料資料資料４の４の４の４の江別市防江別市防江別市防江別市防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの管理管理管理管理、、、、運用等運用等運用等運用等にににに関関関関するするするする要要要要綱綱綱綱についてをごについてをごについてをごについてをご覧覧覧覧いたいたいたいた    

だきたいとだきたいとだきたいとだきたいと存存存存じじじじますますますます。。。。市市市市ではではではでは、、、、内部内部内部内部規程規程規程規程としてとしてとしてとして「「「「江別市防江別市防江別市防江別市防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの管理管理管理管理、、、、運運運運

用等用等用等用等にににに関関関関するするするする要要要要綱綱綱綱」」」」をををを制定制定制定制定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。本本本本要要要要綱綱綱綱はははは、、、、市市市市がががが設設設設けるけるけるける公公公公のののの施施施施設設設設、、、、市市市市

のののの庁舎庁舎庁舎庁舎等等等等にににに設置設置設置設置するするするする防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの管理管理管理管理、、、、運営等運営等運営等運営等についてについてについてについて個人情報個人情報個人情報個人情報のののの適正適正適正適正なななな取扱取扱取扱取扱

いをいをいをいを確確確確保保保保するためにするためにするためにするために制定制定制定制定したものでごしたものでごしたものでごしたものでござざざざいますいますいますいます。。。。    

これまでこれまでこれまでこれまで、、、、当市当市当市当市ではではではでは情報公開条例及情報公開条例及情報公開条例及情報公開条例及びびびび個人情報保護条例個人情報保護条例個人情報保護条例個人情報保護条例にににに基基基基づづづづくくくく防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララ    

にににに関関関関するするするする開示請求開示請求開示請求開示請求はごはごはごはござざざざいませいませいませいませんんんんでしたでしたでしたでしたがががが、、、、今今今今後開示請求後開示請求後開示請求後開示請求されるされるされるされる可可可可能性能性能性能性をををを考考考考慮慮慮慮    

いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、このこのこのこの要要要要綱綱綱綱についてについてについてについて当審査会当審査会当審査会当審査会においてにおいてにおいてにおいて情報提情報提情報提情報提供供供供をををを行行行行うものでありうものでありうものでありうものであり    

ますますますます。。。。このこのこのこの詳細詳細詳細詳細につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市民市民市民市民生活課生活課生活課生活課長長長長からからからから説明説明説明説明をををを申申申申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課長課長課長課長：：：：    それではそれではそれではそれでは、、、、私私私私からからからから江別市防江別市防江別市防江別市防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの管理管理管理管理、、、、運用等運用等運用等運用等にににに関関関関するするするする要要要要綱綱綱綱についてについてについてについて、、、、    

ごごごご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

初初初初めにめにめにめに、「、「、「、「１１１１    要要要要綱綱綱綱制定制定制定制定にににに至至至至ったったったった経緯経緯経緯経緯」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

（（（（１１１１））））制定制定制定制定のののの背景背景背景背景でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラについてはラについてはラについてはラについては、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪のののの抑止効抑止効抑止効抑止効果果果果がががが    

あるものとしてあるものとしてあるものとしてあるものとして認識認識認識認識されているされているされているされている一一一一方方方方でででで、、、、個個個個人情報人情報人情報人情報のののの保護保護保護保護にににに関関関関するするするする法律法律法律法律についてについてについてについて

ののののガイドガイドガイドガイドララララインインインインにおいてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラにラにラにラに記記記記録録録録されたされたされたされた情報等情報等情報等情報等本本本本人人人人がががが判判判判別別別別できるできるできるできる

映像映像映像映像情報情報情報情報」」」」がががが個人情報個人情報個人情報個人情報にににに該当該当該当該当するするするする事例事例事例事例とととと示示示示されておりますされておりますされておりますされております。。。。    

よってよってよってよって、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラにラにラにラに記記記記録録録録されたされたされたされた映像映像映像映像はははは、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした適正適正適正適正なななな    

管理管理管理管理とととと運用運用運用運用がががが求求求求めめめめらららられているとこれているとこれているとこれているところろろろでありますでありますでありますであります。。。。    

（（（（２２２２））））制定前制定前制定前制定前のののの管理管理管理管理・・・・運用運用運用運用でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、市市市市有有有有施施施施設設設設のののの管理者管理者管理者管理者はははは、、、、施施施施設設設設のののの安安安安全全全全    

管理管理管理管理やややや防防防防犯対策犯対策犯対策犯対策をををを目目目目的的的的としてとしてとしてとして防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラをラをラをラを設置設置設置設置しししし、、、、施施施施設設設設のののの利用者利用者利用者利用者ののののププププラララライバシイバシイバシイバシ
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ーーーーやややや個人情報個人情報個人情報個人情報にににに配慮配慮配慮配慮しながらしながらしながらしながら、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの管理管理管理管理・・・・運用運用運用運用をををを行行行行ってきたとこってきたとこってきたとこってきたところろろろでででで

ありますがありますがありますがありますが、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの設置設置設置設置表示表示表示表示やややや保存保存保存保存期期期期間間間間などについてなどについてなどについてなどについて、、、、各各各各施施施施設設設設でのでのでのでの取扱取扱取扱取扱

いがいがいがいが異異異異なっておりましたなっておりましたなっておりましたなっておりました。。。。    

（（（（３３３３））））制定制定制定制定のののの理理理理由由由由でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、本本本本要要要要綱綱綱綱によりによりによりにより市市市市有有有有施施施施設設設設におけるにおけるにおけるにおける防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララ    

のののの管理管理管理管理、、、、運用運用運用運用のののの基準基準基準基準をををを定定定定めめめめ、、、、各各各各施施施施設設設設におけるにおけるにおけるにおける取扱取扱取扱取扱いのいのいのいの統一統一統一統一化化化化をををを図図図図ったものであったものであったものであったものであ

りますりますりますります。。。。    

（（（（４４４４））））参参参参考考考考でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、現現現現在在在在、、、、市市市市有有有有施施施施設設設設のののの防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの設置台設置台設置台設置台数数数数はははは、、、、１７１７１７１７    

施施施施設設設設にににに、、、、計計計計６０６０６０６０台台台台でありますでありますでありますであります。。。。    

次次次次にににに、「、「、「、「２２２２    要要要要綱綱綱綱のののの概概概概要要要要」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

（（（（１１１１））））趣旨趣旨趣旨趣旨でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、市市市市のののの庁舎庁舎庁舎庁舎等等等等にににに設置設置設置設置するするするする防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの管理管理管理管理・・・・運用運用運用運用    

等等等等にににに関関関関しししし、、、、個人情報保護条例個人情報保護条例個人情報保護条例個人情報保護条例のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに従従従従ってってってって、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報のののの適正適正適正適正なななな取取取取りりりり扱扱扱扱いをいをいをいを確確確確

保保保保するためにするためにするためにするために、、、、必必必必要要要要なななな事項事項事項事項をををを定定定定めたものでありますめたものでありますめたものでありますめたものであります。。。。    

（（（（２２２２））））定定定定義義義義でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララ及及及及びびびび画像画像画像画像にににに関関関関するするするする用用用用語語語語のののの定定定定義義義義をををを定定定定めめめめ    

たものでありますたものでありますたものでありますたものであります。。。。    

（（（（３３３３））））管理管理管理管理責責責責任者等任者等任者等任者等でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラをラをラをラを設置設置設置設置したしたしたした場場場場合合合合のののの管理管理管理管理責責責責任任任任    

者者者者やややや操作取扱操作取扱操作取扱操作取扱者者者者のののの責責責責務務務務をををを規規規規定定定定したものでありますしたものでありますしたものでありますしたものであります。。。。    

（（（（４４４４））））撮影範囲撮影範囲撮影範囲撮影範囲でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの撮影範囲撮影範囲撮影範囲撮影範囲はははは設置設置設置設置目目目目的的的的をををを達達達達成成成成すすすす    

るためのるためのるためのるための必必必必要要要要最最最最小小小小限限限限のののの範囲範囲範囲範囲にににに限限限限るものとしたものでありまするものとしたものでありまするものとしたものでありまするものとしたものであります。。。。    

（（（（５５５５））））設置設置設置設置のののの表示表示表示表示でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、管理管理管理管理責責責責任者任者任者任者はははは施施施施設設設設利用者利用者利用者利用者のののの見見見見ややややすいすいすいすい場場場場所所所所    

にににに、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラをラをラをラを設置設置設置設置していることをしていることをしていることをしていることを標識標識標識標識によりによりによりにより表示表示表示表示するものとしたものするものとしたものするものとしたものするものとしたものでででで    

ありますありますありますあります。。。。    

（（（（６６６６））））画像画像画像画像のののの管理及管理及管理及管理及びびびび保存保存保存保存でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、管理管理管理管理責責責責任者等任者等任者等任者等がががが画像画像画像画像のののの管理管理管理管理にあにあにあにあ    

たってたってたってたって、、、、遵守遵守遵守遵守しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないならないならないならない事項事項事項事項をををを定定定定めたものでありますめたものでありますめたものでありますめたものであります。。。。    

（（（（７７７７））））提提提提供供供供のののの制制制制限限限限でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、管理管理管理管理責責責責任者等任者等任者等任者等はははは画像画像画像画像をををを第第第第三三三三者者者者にににに提提提提供供供供してしてしてして    

はならないがはならないがはならないがはならないが、、、、提提提提供供供供するするするする場場場場合合合合のののの例外例外例外例外規規規規定定定定をををを定定定定めたものでありますめたものでありますめたものでありますめたものであります。。。。    

（（（（８８８８））））苦苦苦苦情等情等情等情等のののの対対対対応応応応でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、管理管理管理管理責責責責任者任者任者任者はははは苦苦苦苦情等情等情等情等にににに対対対対しししし、、、、迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ    

適切適切適切適切にににに対対対対応応応応をををを行行行行うものとしたものでありますうものとしたものでありますうものとしたものでありますうものとしたものであります。。。。    

（（（（９９９９））））委委委委託託託託等等等等にににに伴伴伴伴うううう措置措置措置措置でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、施施施施設設設設のののの管理管理管理管理をををを指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者がががが行行行行ってってってって    

いるいるいるいる場場場場合合合合においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、協協協協定書等定書等定書等定書等によりによりによりにより、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護にににに関関関関しししし、、、、十十十十分分分分なななな措置措置措置措置をををを    

講講講講ずるようずるようずるようずるよう求求求求めめめめ、、、、本本本本要要要要綱綱綱綱のののの規規規規定定定定をををを遵守遵守遵守遵守するようするようするようするよう必必必必要要要要なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう規規規規定定定定しししし    

たものでありますたものでありますたものでありますたものであります。。。。    

なおなおなおなお、、、、要要要要綱綱綱綱のののの詳細詳細詳細詳細はははは、、、、次次次次ページページページページ以以以以降降降降にににに記載記載記載記載しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、ごごごご参照願参照願参照願参照願いいいい    

ますますますます。。。。    

次次次次にににに、「、「、「、「３３３３    施行施行施行施行期期期期日日日日」」」」でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年５５５５月月月月１１１１日日日日からからからから施行施行施行施行したもしたもしたもしたも
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のでありますのでありますのでありますのであります。。。。    

以以以以上上上上でありますでありますでありますであります。。。。    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    このこのこのこのカメカメカメカメラをラをラをラを設置設置設置設置するするするする目目目目的的的的にににに、、、、施施施施設設設設のののの安安安安全管理全管理全管理全管理などもなどもなどもなども含含含含まれているとまれているとまれているとまれていると思思思思うのうのうのうの    

ですがですがですがですが、、、、名名名名称称称称ははははあくまであくまであくまであくまで防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラとラとラとラと表示表示表示表示していしていしていしていますますますます。。。。それでそれでそれでそれでよよよよろろろろしいのでししいのでししいのでししいのでし

ょょょょうかうかうかうか。。。。 

市民生活市民生活市民生活市民生活課長課長課長課長：：：：    一一一一般的般的般的般的にににに法律法律法律法律でででで防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララとととと表表表表現現現現しているものしているものしているものしているものははははなななないのですがいのですがいのですがいのですが、、、、個人情報保個人情報保個人情報保個人情報保    

護委員会護委員会護委員会護委員会のののの「「「「個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護にににに関関関関するするするする法律法律法律法律についてのについてのについてのについてのガイドガイドガイドガイドララララインインインイン（（（（通通通通則編則編則編則編）」）」）」）」    

においてにおいてにおいてにおいて「「「「防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララ」」」」というというというという記載記載記載記載ががががありありありあり、、、、他他他他のののの市市市市町村町村町村町村もももも一一一一般的般的般的般的にににに防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララ    

とととと表示表示表示表示しているしているしているしていることからことからことからことから、、、、当市当市当市当市においてもにおいてもにおいてもにおいても防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラとラとラとラと表示表示表示表示しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。このこのこのこのカメカメカメカメラはラはラはラは防防防防犯犯犯犯以外以外以外以外にもにもにもにも施施施施設設設設のののの管理管理管理管理上上上上のののの問問問問題題題題改善改善改善改善にもにもにもにも役役役役立立立立    

てているてているてているてているのですのですのですのですねねねね。。。。    

総務総務総務総務課課課課長長長長：：：：    防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラにはラにはラにはラには、、、、市市市市のののの施施施施設設設設のののの管理管理管理管理上上上上のののの必必必必要要要要なななな撮影撮影撮影撮影をするをするをするをする役割役割役割役割ももももありありありあり、、、、そのそのそのその部部部部    

分分分分をををを含含含含めてめてめてめて、、、、このこのこのこの要要要要綱綱綱綱ではではではでは「「「「防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララ」」」」にににに統一統一統一統一したということですしたということですしたということですしたということです。。。。    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。テレビテレビテレビテレビをををを観観観観てててておりおりおりおりますとますとますとますと、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララのののの映像映像映像映像によってによってによってによって犯犯犯犯人人人人がががが    

検挙検挙検挙検挙されるされるされるされることことことことがががが結結結結構構構構あるあるあるあるのですがのですがのですがのですが、、、、あくまであくまであくまであくまで設置設置設置設置目目目目的的的的はははは、、、、防防防防犯犯犯犯とととと施施施施設設設設のののの管理管理管理管理    

のためのためのためのためでありでありでありであり、、、、「「「「防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララ」」」」とととと表示表示表示表示しているしているしているしているといといといということですうことですうことですうことですねねねね。。。。    

ほかにほかにほかにほかに質問質問質問質問ののののあるあるあるある方方方方はいらっしはいらっしはいらっしはいらっしゃゃゃゃいますかいますかいますかいますか。。。。    

田口田口田口田口委員委員委員委員：：：：    要要要要綱綱綱綱第第第第２２２２条条条条のののの定定定定義義義義でででで、、、、「「「「防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララ    犯罪犯罪犯罪犯罪のののの未然未然未然未然防防防防止止止止、、、、施施施施設設設設のののの適正適正適正適正管理管理管理管理、、、、事事事事    

故防故防故防故防止止止止等等等等をををを目目目目的的的的としてとしてとしてとして」」」」とありとありとありとあり、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪のののの未然未然未然未然防防防防止止止止をををを意意意意義義義義としているのにとしているのにとしているのにとしているのに、、、、第第第第４４４４    

条条条条のののの撮影範囲撮影範囲撮影範囲撮影範囲ではではではでは「「「「必必必必要要要要最最最最小小小小限限限限のののの範囲範囲範囲範囲にににに限限限限るるるるものものものものとするとするとするとする」」」」ととととされていますされていますされていますされています。。。。    

防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラでラでラでラでありながらありながらありながらありながら、、、、撮影撮影撮影撮影のののの範囲範囲範囲範囲をををを最最最最小小小小限限限限にににに押押押押さえているというのはさえているというのはさえているというのはさえているというのは、、、、少少少少    

しししし理理理理解解解解にににに苦苦苦苦しむのですがしむのですがしむのですがしむのですが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように理理理理解解解解したらよしたらよしたらよしたらよろろろろしいしいしいしいののののでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課課課課長長長長：：：：    施施施施設設設設のののの安安安安全管理全管理全管理全管理をををを目目目目的的的的とするとするとするとするというというというという面面面面でででで、、、、撮影撮影撮影撮影はははは施施施施設設設設のののの維持維持維持維持及及及及びびびび安安安安全管理全管理全管理全管理がががが    

できるできるできるできる範囲範囲範囲範囲内内内内でででで行行行行うということですうということですうということですうということです。。。。    

田口田口田口田口委員委員委員委員：：：：    施施施施設設設設全体全体全体全体ということですということですということですということですねねねね。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課長課長課長課長：：：：    そそそそのとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。施施施施設設設設以外以外以外以外についてはについてはについてはについては、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラでラでラでラで撮影撮影撮影撮影しないようにといしないようにといしないようにといしないようにとい    

うううう意意意意味味味味でででで、、、、このこのこのこの要要要要綱綱綱綱ではではではでは「「「「必必必必要要要要最最最最小小小小限限限限のののの範囲範囲範囲範囲」」」」ととととしてしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。    

田口田口田口田口委員委員委員委員：：：：    撮影範囲撮影範囲撮影範囲撮影範囲についてについてについてについて「「「「必必必必要要要要最最最最小小小小限限限限」」」」とととと表表表表現現現現するするするするのはのはのはのは、、、、市民市民市民市民からからからから見見見見るとるとるとると防防防防犯犯犯犯なのなのなのなの

にににに必必必必要要要要最最最最小小小小限限限限なのかとなのかとなのかとなのかと不不不不安安安安をををを招招招招くくくくののののではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその施施施施設設設設全体全体全体全体をををを写写写写

ししししてててているということをいるということをいるということをいるということを明明明明記記記記したしたしたした方方方方がががが、、、、理理理理解解解解をををを得得得得られるとられるとられるとられると思思思思うのうのうのうのですがですがですがですが、、、、いかがいかがいかがいかが

ですかですかですかですか。。。。    

総務総務総務総務課課課課長長長長：：：：        防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラによってラによってラによってラによって撮影撮影撮影撮影したしたしたした画像画像画像画像はははは個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護のののの面面面面からからからから適切適切適切適切にににに扱扱扱扱わわわわなけなけなけなけ    

                    れれれればばばばならないというならないというならないというならないという観点観点観点観点とととと、、、、個人個人個人個人ののののププププラララライバシイバシイバシイバシーにーにーにーに配慮配慮配慮配慮しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないとならないとならないとならないと

いういういういう観点観点観点観点からからからから、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの設置設置設置設置目目目目的的的的をををを達達達達成成成成するためのするためのするためのするための必必必必要要要要最最最最小小小小限限限限のののの範囲範囲範囲範囲ででででのののの
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撮影撮影撮影撮影がががが望望望望ましいとのましいとのましいとのましいとの考考考考えによるものでありますえによるものでありますえによるものでありますえによるものであります。。。。    

田口田口田口田口委員委員委員委員：：：：    防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラはラはラはラは、、、、多様化多様化多様化多様化ししししているているているている犯罪犯罪犯罪犯罪をををを防防防防止止止止するためにするためにするためにするために設置設置設置設置すすすするものでありるものでありるものでありるものであり、、、、

市民市民市民市民のののの安安安安全全全全のためのためのためのためのもののもののもののものでもあでもあでもあでもありますりますりますります。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、画像画像画像画像はもちはもちはもちはもちろんろんろんろん個人情報個人情報個人情報個人情報にににに

該当該当該当該当するかもしれませするかもしれませするかもしれませするかもしれませんんんんがががが、、、、それをそれをそれをそれを管理管理管理管理するするするする者者者者がいかにがいかにがいかにがいかに管理管理管理管理するかするかするかするか、、、、撮影撮影撮影撮影するするするする

範囲範囲範囲範囲をををを広広広広げげげげるるるるののののかかかか狭狭狭狭めるめるめるめるののののかというかというかというかという問問問問題題題題とはまたとはまたとはまたとはまた別別別別ななななこととこととこととことと思思思思うのうのうのうのですがですがですがですが、、、、いいいい

かがでしかがでしかがでしかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課長課長課長課長：：：：    防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララのののの設置設置設置設置はははは、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪のののの抑止抑止抑止抑止効効効効果果果果をををを期待期待期待期待するものでもありますがするものでもありますがするものでもありますがするものでもありますが、、、、ああああくくくく

までもまでもまでもまでも施施施施設設設設のののの安安安安全管理全管理全管理全管理がががが目目目目的的的的ですのでですのでですのでですので、、、、撮影範囲撮影範囲撮影範囲撮影範囲というのというのというのというのはははは、、、、必必必必要要要要最最最最小小小小限限限限としとしとしとし

ててててそのそのそのその施施施施設設設設にににに限限限限るるるるというというというということことことことですですですです。。。。    

田口田口田口田口委員委員委員委員：：：：    施施施施設設設設をををを守守守守るのですかるのですかるのですかるのですか。。。。市民市民市民市民とととと施施施施設設設設ではではではではなななないのですかいのですかいのですかいのですか。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課長課長課長課長：：：：    施施施施設設設設をををを利用利用利用利用しているしているしているしている方方方方及及及及びびびび施施施施設設設設のののの安安安安全管理全管理全管理全管理というというというという面面面面でででで施施施施設設設設のののの範囲範囲範囲範囲内内内内というこというこというこというこ    

ととととになりますになりますになりますになります。。。。    

田口田口田口田口委員委員委員委員：：：：    分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。    

総務総務総務総務課課課課長長長長：：：：    例例例例ええええばばばば、、、、問問問問題題題題になるになるになるになるとととと想想想想定定定定されることとしてされることとしてされることとしてされることとして、、、、施施施施設設設設にににに面面面面するするするする不不不不特特特特定定定定多多多多数数数数のののの方方方方

がががが通通通通るるるる又又又又はははは集集集集まるようなまるようなまるようなまるような道道道道路路路路やややや公公公公園園園園をををを撮影撮影撮影撮影するするするすることによってことによってことによってことによって、、、、本本本本人人人人がががが認識認識認識認識しなしなしなしな

いとこいとこいとこいところろろろでででで、、、、非非非非常常常常にににに多多多多くのくのくのくの個人情報個人情報個人情報個人情報がががが集集集集められるめられるめられるめられる可可可可能性能性能性能性があるがあるがあるがあることがことがことがことが挙挙挙挙げげげげられられられられ

ますますますます。。。。それはそれはそれはそれは好好好好ましくないというましくないというましくないというましくないという国国国国のののの考考考考えもごえもごえもごえもござざざざいましていましていましていまして「「「「個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護にににに

関関関関するするするする法律法律法律法律についてのについてのについてのについてのガイドガイドガイドガイドララララインインインイン（（（（通通通通則編則編則編則編）」）」）」）」にににに定定定定められていますめられていますめられていますめられています。。。。そういそういそういそうい

ったったったった面面面面からからからから、、、、要要要要綱綱綱綱ではではではでは「「「「防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの設置設置設置設置のののの目目目目的的的的をををを達達達達成成成成するためのするためのするためのするための必必必必要要要要最最最最小小小小限限限限」」」」

というというというという言葉言葉言葉言葉をををを使使使使ってってってっておりおりおりおりますますますますがががが、、、、あくまであくまであくまであくまで市市市市としてとしてとしてとして防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラをラをラをラを適正適正適正適正にににに設置設置設置設置すすすす

るためのるためのるためのるための取扱取扱取扱取扱いいいいをををを定定定定めたということですめたということですめたということですめたということです。。。。    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    警察警察警察警察からからからから犯罪捜犯罪捜犯罪捜犯罪捜査査査査ののののためにためにためにために画像画像画像画像のののの提提提提供供供供をををを求求求求められためられためられためられたときときときときにはにはにはには、、、、どのようにどのようにどのようにどのように対対対対

応応応応するのですかするのですかするのですかするのですか。。。。例例例例ええええばばばば、、、、総務総務総務総務課課課課長長長長がががが言言言言ったようにったようにったようにったように、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラをラをラをラを設置設置設置設置したしたしたした施施施施

設設設設外部外部外部外部にあるにあるにあるにある道道道道路路路路やややや公公公公園園園園をををを映映映映していたしていたしていたしていたときときときときにににに、、、、そそそそのののの画像画像画像画像をををを犯罪捜犯罪捜犯罪捜犯罪捜査査査査ののののためためためためにににに使使使使

いたいといたいといたいといたいと警察警察警察警察からからからから言言言言わわわわれたらどうなるのですかれたらどうなるのですかれたらどうなるのですかれたらどうなるのですか。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課課課課長長長長：：：：    年年年年に１に１に１に１回回回回程程程程度度度度、、、、施施施施設設設設利用者利用者利用者利用者のののの車車車車ががががイタズイタズイタズイタズラにラにラにラに遭遭遭遭うなどしてうなどしてうなどしてうなどして、、、、警察警察警察警察からからからから捜捜捜捜査関査関査関査関

係事項係事項係事項係事項のののの照照照照会会会会ががががされるされるされるされるこここことがありますとがありますとがありますとがあります。。。。    

総務部総務部総務部総務部次次次次長長長長：：：：    画像画像画像画像のののの提提提提供供供供についてについてについてについてはははは、、、、要要要要綱綱綱綱第第第第７７７７条条条条のほうでのほうでのほうでのほうで規規規規定定定定してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。    

小小小小林会長林会長林会長林会長：：：：    それそれそれそれではではではでは今今今今のののの場場場場合合合合はははは、、、、法令法令法令法令等等等等にににに基基基基づづづづきききき提提提提供供供供をををを求求求求められめられめられめられるるるるということですということですということですということですねねねね。。。。    

総務総務総務総務課課課課長長長長：：：：    そのとおりですそのとおりですそのとおりですそのとおりです。。。。    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    ほかにありませほかにありませほかにありませほかにありませんんんんかかかか。。。。    

樋爪樋爪樋爪樋爪委員委員委員委員：：：：    「「「「江別市防江別市防江別市防江別市防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの管理管理管理管理、、、、運用等運用等運用等運用等にににに関関関関するするするする要要要要綱綱綱綱」」」」にににに対対対対するするするする感想感想感想感想ですですですです。。。。すすすすぐぐぐぐ

にににに要要要要綱綱綱綱のののの条文条文条文条文はははは変変変変えられないえられないえられないえられないとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララををををあくまであくまであくまであくまで施施施施設設設設管理管理管理管理のののの

ためのためのためのためのカメカメカメカメララララととととするのならするのならするのならするのなら、、、、要要要要綱綱綱綱第第第第２２２２条条条条のののの定定定定義義義義でででで、、、、まずまずまずまず「「「「犯罪犯罪犯罪犯罪のののの未然未然未然未然防防防防止止止止」」」」をををを
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挙挙挙挙げげげげているているているているというというというという点点点点はははは、、、、誤解誤解誤解誤解をををを招招招招くくくくとととと思思思思いますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、そのそのそのその付近付近付近付近のののの道道道道路路路路もももも含含含含

めてめてめてめて市市市市がががが防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラをラをラをラを設置設置設置設置してしてしてして、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪のののの未然未然未然未然防防防防止止止止をするをするをするをする義義義義務務務務があるがあるがあるがあるのではないのではないのではないのではない

かかかかといったといったといったといった議議議議論論論論にもなりかにもなりかにもなりかにもなりかねねねねないないないない。。。。    

またまたまたまた、、、、撮影範囲撮影範囲撮影範囲撮影範囲についてについてについてについて、、、、「「「「必必必必要要要要最最最最小小小小限限限限のののの範囲範囲範囲範囲」」」」はははは、、、、「「「「最最最最小小小小限限限限」」」」とととと明明明明記記記記するこするこするこするこ    

とですごくとですごくとですごくとですごく狭狭狭狭いいいいイメイメイメイメージになりますのでージになりますのでージになりますのでージになりますので、、、、「「「「必必必必要要要要なななな範囲範囲範囲範囲」」」」などのなどのなどのなどの表表表表現現現現がががが良良良良かっかっかっかっ

たたたたのではとのではとのではとのではと思思思思いますいますいますいます。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課長課長課長課長：：：：    「「「「犯罪犯罪犯罪犯罪のののの未然未然未然未然防防防防止止止止」」」」というというというという点点点点からからからから申申申申しししし上上上上げげげげますとますとますとますと、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララととととともともともともにににに「「「「防防防防

犯犯犯犯カメカメカメカメララララ作動中作動中作動中作動中」」」」というというというという標識標識標識標識をををを設置設置設置設置しているしているしているしているのですがのですがのですがのですが、、、、このこのこのこの標識標識標識標識ががががあるとあるとあるとあると犯罪犯罪犯罪犯罪

のののの抑止効抑止効抑止効抑止効果果果果があるとがあるとがあるとがあると江別江別江別江別警察署警察署警察署警察署からからからから聞聞聞聞いておりいておりいておりいており、、、、施施施施設設設設のののの安安安安全管理全管理全管理全管理ととととともともともともにににに犯罪犯罪犯罪犯罪

をををを未然未然未然未然にににに防防防防ぐぐぐぐ目目目目的的的的でででで標識標識標識標識設置設置設置設置しているしているしているしているというというというという面面面面もごもごもごもござざざざいますいますいますいます。。。。    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    「「「「防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララ」」」」ではなくではなくではなくではなく「「「「施施施施設設設設管理管理管理管理カメカメカメカメララララ」」」」とするととするととするととすると管理管理管理管理するするするする側側側側ははははややややりりりりづづづづらららら

いとこいとこいとこいところろろろもあるともあるともあるともあると思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、今今今今までまでまでまで各各各各施施施施設設設設ではではではではカメカメカメカメラをラをラをラを何何何何とととと呼称呼称呼称呼称していしていしていしていたたたた

のですかのですかのですかのですか。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課長課長課長課長：：：：    一一一一般的般的般的般的にはにはにはには防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララとしておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

田口田口田口田口委員委員委員委員：：：：    北翔北翔北翔北翔大大大大学学学学にもにもにもにも防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララがががが設置設置設置設置されていますされていますされていますされています。。。。    

資料資料資料資料にはにはにはには、、、、防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの設置台設置台設置台設置台数数数数が１７が１７が１７が１７施施施施設設設設でででで計計計計６０６０６０６０台台台台とありますとありますとありますとあります。。。。施施施施設設設設のののの    

機機機機能能能能によるとによるとによるとによると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、１１１１施施施施設設設設にににに平平平平均均均均３３３３台台台台から４から４から４から４台設置台設置台設置台設置されているというされているというされているというされているという

ことになことになことになことになりますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは多多多多いのでしいのでしいのでしいのでしょょょょうかうかうかうか、、、、少少少少ないのないのないのないのでしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課課課課長長長長：：：：    全全全全てのてのてのての施施施施設設設設にににに１１１１台台台台ずつずつずつずつ設置設置設置設置しているしているしているしているわわわわけではなけではなけではなけではなくくくく、、、、道道道道路路路路にににに関係関係関係関係するするするするものものものものもあもあもあもあ    

りますのでりますのでりますのでりますので、、、、６０６０６０６０台台台台がががが多多多多いのかいのかいのかいのか少少少少ないのかはないのかはないのかはないのかははっきりはっきりはっきりはっきり答答答答えられませえられませえられませえられませんんんんがががが、、、、施施施施設設設設

にににに最低最低最低最低１１１１台台台台をををを設置設置設置設置したしたしたした方方方方がががが防防防防犯犯犯犯のののの観点観点観点観点からもからもからもからも良良良良いといといといと考考考考えるえるえるえる方方方方からするとからするとからするとからすると、、、、少少少少なななな

いといといといと言言言言わわわわれるかもしれれるかもしれれるかもしれれるかもしれませませませませんんんん。。。。            

田口田口田口田口委員委員委員委員：：：：    防防防防災災災災、、、、防防防防犯犯犯犯のののの面面面面でででで、、、、今今今今までまでまでまで当当当当たりたりたりたり前前前前ではなかったではなかったではなかったではなかった状況状況状況状況がががが起起起起きているのできているのできているのできているので、、、、防防防防    

犯犯犯犯にににに関関関関するするするする危危危危機意機意機意機意識識識識をををを高高高高められれめられれめられれめられればばばば良良良良いいいいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、このこのこのこの要要要要綱綱綱綱はははは各各各各施施施施設設設設のののの取扱取扱取扱取扱いがいがいがいが異異異異なっていたのをなっていたのをなっていたのをなっていたのを江別市江別市江別市江別市でででで統統統統    

一一一一しようというしようというしようというしようという面面面面にににに主主主主眼眼眼眼ががががあったあったあったあったわわわわけですけですけですけですねねねね。。。。カメカメカメカメラがラがラがラが多多多多いかいかいかいか少少少少ないかというないかというないかというないかという

点点点点はははは、、、、今今今今後後後後市市市市でででで検検検検討討討討してしてしてしていただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

総務部総務部総務部総務部次長次長次長次長：：：：    今今今今はははは防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメララララをををを増増増増ややややしたしたしたした方方方方がががが良良良良いといいといいといいというううう風潮風潮風潮風潮がありますががありますががありますががありますが、、、、映映映映されることされることされることされること    

にににに抵抗抵抗抵抗抵抗感感感感があるがあるがあるがある方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃいますのでいますのでいますのでいますので、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい部分部分部分部分ががががあるとあるとあるとあると思思思思いいいい

ますますますます。。。。そうそうそうそういったいったいったいった面面面面へへへへのののの配慮配慮配慮配慮とととと、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの「「「「防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラによるラによるラによるラによる撮影範囲撮影範囲撮影範囲撮影範囲はははは、、、、当当当当

該防該防該防該防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの設置設置設置設置のののの目目目目的的的的をををを達達達達成成成成するためのするためのするためのするための必必必必要要要要最最最最小小小小限限限限のののの範囲範囲範囲範囲にににに限限限限るるるる」」」」というというというという

部分部分部分部分とはとはとはとは共共共共通通通通するするするするとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    要要要要するにするにするにするに当該当該当該当該要要要要綱綱綱綱というのはというのはというのはというのは、、、、各各各各施施施施設設設設にににに設置設置設置設置されているされているされているされている防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの取扱取扱取扱取扱いいいい    

をををを放放放放任任任任しておしておしておしておくくくくのはのはのはのは良良良良くないのでくないのでくないのでくないので、、、、個人個人個人個人情報保護情報保護情報保護情報保護のののの観点観点観点観点からあるからあるからあるからある程程程程度度度度のののの制制制制約約約約をををを
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設設設設けけけけ、、、、取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを統一統一統一統一ししししようというようというようというようという方方方方向向向向性性性性があったとがあったとがあったとがあったというこというこというこということですですですですかかかか。。。。    

総務部総務部総務部総務部次長次長次長次長：：：：    決決決決してこれからしてこれからしてこれからしてこれから防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラをラをラをラを増増増増ややややしていこうというしていこうというしていこうというしていこうという考考考考ええええがあるがあるがあるがあるわわわわけではけではけではけではなななな    

                    いのですがいのですがいのですがいのですが、、、、既既既既に６０に６０に６０に６０台台台台のののの防防防防犯犯犯犯カメカメカメカメラがラがラがラがあああありますりますりますりますのでのでのでので、、、、そそそそのののの運用運用運用運用をををを統一統一統一統一するするするする必必必必

要要要要があるとのがあるとのがあるとのがあるとの考考考考ええええからからからから、、、、要要要要綱綱綱綱をををを制定制定制定制定したというしたというしたというしたという経緯経緯経緯経緯ですですですです。。。。    

樋爪樋爪樋爪樋爪委員委員委員委員：：：：    実実実実際際際際のののの運用状況運用状況運用状況運用状況ののののチェックチェックチェックチェックはどのようにしているのですかはどのようにしているのですかはどのようにしているのですかはどのようにしているのですか。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課課課課長長長長：：：：    何何何何かあれかあれかあれかあればばばば施施施施設設設設管理者管理者管理者管理者からからからから市民市民市民市民生活課生活課生活課生活課にににに文書文書文書文書でででで報告報告報告報告してもらうことになっしてもらうことになっしてもらうことになっしてもらうことになっ    

ておりておりておりており、、、、市民市民市民市民生活課生活課生活課生活課がががが全全全全体体体体をををを把握把握把握把握できるできるできるできる仕組仕組仕組仕組みみみみがありますがありますがありますがあります。。。。    

樋爪樋爪樋爪樋爪委員委員委員委員：：：：    例例例例ええええばばばば、、、、施施施施設設設設がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり施施施施錠錠錠錠されているかどうかされているかどうかされているかどうかされているかどうか、、、、市市市市がががが直接直接直接直接見見見見にににに行行行行くくくくことはことはことはことは

あるのでしあるのでしあるのでしあるのでしょょょょうかうかうかうか。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課長課長課長課長：：：：    実実実実際際際際現現現現地地地地にににに行行行行ってはいないってはいないってはいないってはいないのですがのですがのですがのですが、、、、施施施施錠錠錠錠のののの管理管理管理管理はははは施施施施設設設設管理者管理者管理者管理者からからからから文書文書文書文書でででで報報報報

告告告告してもらってしてもらってしてもらってしてもらっていいいいますますますます。。。。    

田口田口田口田口委員委員委員委員：：：：    要要要要綱綱綱綱のののの第第第第６６６６条条条条第第第第３３３３号号号号でででで、、、、画像画像画像画像のののの保存保存保存保存期期期期間間間間が１４が１４が１４が１４日以内日以内日以内日以内となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。１４１４１４１４

日以内日以内日以内日以内となっているのはとなっているのはとなっているのはとなっているのは、、、、何何何何かかかかデデデデーーーータタタタでででで分分分分析析析析されてのことなのでしされてのことなのでしされてのことなのでしされてのことなのでしょょょょうかうかうかうか。。。。    

市民生活市民生活市民生活市民生活課長課長課長課長：：：：    江別市江別市江別市江別市のののの個人情報保護条例個人情報保護条例個人情報保護条例個人情報保護条例第第第第６６６６条条条条にににに規規規規定定定定するするするする「「「「個人情報個人情報個人情報個人情報取扱取扱取扱取扱事務事務事務事務」」」」のののの解解解解釈釈釈釈にににに

おいておいておいておいて、、、、一一一一時的時的時的時的なななな使使使使用用用用のののの目目目目安安安安が２が２が２が２週週週週間間間間ととととなっていまなっていまなっていまなっていますすすすのでのでのでので、、、、これにこれにこれにこれに準準準準じじじじて１４て１４て１４て１４

日日日日としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

田口田口田口田口委員委員委員委員：：：：    わわわわかりましたかりましたかりましたかりました。。。。    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    ほかにありませほかにありませほかにありませほかにありませんんんんかかかか。。。。    

（（（（なしなしなしなし））））    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    それではそれではそれではそれでは（（（（２２２２））））そのそのそのその他他他他、、、、アのアのアのアの江別市防江別市防江別市防江別市防犯犯犯犯カメカメカメカメラのラのラのラの管理管理管理管理、、、、運用等運用等運用等運用等にににに関関関関するするするする要要要要綱綱綱綱

についてのについてのについてのについての質疑質疑質疑質疑をををを終終終終結結結結いたいたいたいたしますしますしますします。。。。    

                    ほかほかほかほかにににに全体全体全体全体をををを通通通通じじじじてててて委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様からからからから質疑質疑質疑質疑はありませはありませはありませはありませんんんんかかかか。。。。    

（（（（なしなしなしなし））））    

小林会長小林会長小林会長小林会長：：：：    以以以以上上上上でででで平成平成平成平成３０３０３０３０年度第年度第年度第年度第１１１１回江別市情報公開審査会回江別市情報公開審査会回江別市情報公開審査会回江別市情報公開審査会をををを閉閉閉閉会会会会いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    


