
第１８回秋田市情報公開・個人情報保護審査会会議録

１ 日 時 平成３１年３月５日（火）午後６時～午後７時

２ 会 場 秋田市庁舎６－Ａ会議室

３ 出席者

（審 査 会） 柴 田 一 宏 会長

天 野 博 子 委員

上 田 晴 彦 〃

櫻 庭 清 〃

中 澤 俊 輔 〃

藤 盛 節 子 〃

（実施機関） 伊 藤 新 財産管理活用課主席主査

菊 地 俊 悦 〃 主査

（実施機関 越後谷 優 文書法制課長

・事務局） 澤田石 真 〃 課長補佐

小 林 真 〃 主席主査

鎌 田 恵 司 〃 主査

４ 議事の概要

(1) 会議録署名委員の指名

(2) 議事 ドライブレコーダーに係る個人情報の収集について



事務局 ただいまから「第１８回秋田市情報公開・個人情報保護審査会」を

（小林） 開催する。

初めに定足数確認だが、本日は、委員全員が出席しており、秋田市

情報公開・個人情報保護審査会規則第３条第２項に基づき、審査会が

成立していることを報告する。

それでは、同規則第２条第２項において、会議を進行することとさ

れている、柴田会長に以降の進行をお願いする。

なお、会議時間は３０分から１時間程度を予定している。

柴田会長 それでは、次第に従って進める。

最初に、次第の２「会議録署名委員の指名」について、今回は櫻庭

委員にお願いする。

櫻庭委員 （了承）

柴田会長 次に、次第の３の議事に入る。本日の会議の進め方について、事務

局から説明願う。

事務局 本日は「ドライブレコーダーに係る個人情報の収集」についてご審

（鎌田） 議いただく。

個人情報の収集については、原則本人から収集しなければならない

が、個人情報保護条例第５条第２項第７号により、審査会が公益上特

に必要と認めた場合は、本人収集の原則の例外となる。よって、歩行

者などドライブレコーダーに映り込む不特定多数の画像情報等を収集

することに、公益上特に必要か否か、又は防犯カメラの取扱いと同様

の考え方等により類型に追加することができるか、などについてご審

議いただきたい。

初めにドライブレコーダーを設置する公用車を管理している財産管

理活用課から運用について説明し、その後に関連する要綱を所管する

文書法制課から、諮問実施機関として説明する。

柴田会長 それでは財産管理活用課から説明をお願いする。

財産管理活 公用車の事故を減らすことを目的に公用車に設置する、ドライブレ

用課 コーダーの運用について説明させていただく。

（菊地） 「１ 設置の目的等」については、(1) 交通事故発生時の証拠、(2)

近年多発する「あおり運転」への対抗策、(3) 常時録画により、職員

の安全運転意識が高まることを目的としている。

「２ 保存期間」については、毎月本体を初期化することで、保存

期間について、１か月の限度を厳守するものである。

続いて、「３ 外部記録媒体の管理」についてである。(1)公用車内



のドライブレコーダー本体に保管する。(2)個人情報を運搬している責

任があることから、車両から離れる際の施錠を職員に周知徹底する。

(3)運行日誌により、媒体の持出しおよび持込みの記録とする。

「４ 設置予定車両」は、財産管理活用課で所管する車両のうち、

平成３１年度に導入予定の５台に設置する予定である。

「５ ドライブレコーダー選定機種仕様」については、Ａ３版の資

料をご参照いただきたい。これは暫定での選定機種だが、事故防止と

あおり運転への対抗策から、前後２カメラの機種を選定したいと考え

ている。また、安全運転の意識高揚のための常時録画機能や、事故時

の記録保存のための衝撃感知による録画機能がある。続いて裏面に移

る。録画時間だが、付属のマイクロＳＤカードにより、通常は１２０

分、２時間の録画となる。なお、通常録画と事故時録画では保存され

るフォルダが異なるため、事故時録画したものは消去されない。運用

としては、毎月の車両点検時、個人情報、ドライブレコーダーに保存

される画像データを初期化して消することを想定している。ＳＤカー

ドの初期化は、内部データを簡単に消去できる仕様となっている。

「６ その他」で、ドライブレコーダーの設置車両については、後

方に「ドライブレコーダー録画中」等のステッカーを貼り、個人情報

の収集について、市民に周知したいと考えている。

以上で、財産管理活用課からの説明を終了する。

柴田会長 続いて、文書法制課から説明をお願いする。

文書法制課 財産管理活用課から具体的な機種や使用方法など、運用面での説明

（鎌田） があったが、文書法制課からは、具体的な要綱の規定など制度面での

対応について、資料２で説明させていただく。

はじめに、「１ 個人情報の収集の制限について」で、秋田市個人

情報保護条例第５条第１項では、個人情報を収集するに当たっては、

あらかじめ利用目的を明確にすること、第２項では、本人から収集し

なければならないことを規定している。同項１号から７号までは、法

令に基づく場合や人の生命身体の危険に関わり緊急に要する場合など

本人以外から収集できる例外について規定し、そのうちの第７号につ

いては、審査会の意見を聴いた上で公益上特に必要と認められる場合

は、本人収集の例外として扱うこととしている。

「２ 平成２４年３月個人情報保護審査会の意見について」は、市

の管理施設に設置した防犯カメラ、不法投棄防止のため山林等に設置

した監視カメラについて、平成２４年に旧個人情報保護審査会で審議

した経緯があった。これも、本人が意図せずに映り込むことが、個人

情報の収集に当たることから、本人以外からの個人情報の収集につい

て、公益上特に必要だと認めていただき、追加類型としたもの。今回

のドライブレコーダーも考え方に共通部分が多く、本審査会で公益上

特に必要と認められた場合、当時の審査会意見を参考するが、簡単に



類推解釈せず、新たな追加類型としたいと考えている。

お手元の「情報公開・個人情報事務の手引き」８６ページ、これが

当時の審議結果であり、追加類型２０として掲載している。当時は、

街なかに設置された防犯カメラに対する違和感が市民感情としてある

が、防犯目的、事故防止あるいは施設管理が目的であれば、公益上特

に必要であるという意見をいただいた。しかしながら、付帯意見とし

て、公益上特に必要だが、要綱のそれ実効性を持たせる工夫、内部的

なチェック体制をとることが望ましいとされている。

「３ 対象となる個人情報」は、具体的に収集する個人情報だが、

財産管理活用課からの説明のとおり、カメラが公用車内の前後２機設

置され、車の前方および後方を映す画像となることから、前方に関し

ては歩行者、後方に関しては後方車の運転手および助手席同乗者等の

容姿に関する個人情報について、画像データを個人情報を収集するこ

ととなる。なお、走行スピードにもよるが、赤信号で停車時に映る横

断歩行者等を除いては、道路端の歩行者は顔の判別ができない程度の

画質になるかもしれない。

「４ ドライブレコーダーの設置目的（個人情報取扱事務の目的）」

だが、大きく三つある。(1)は職員の安全運転意識の向上による交通事

故の未然防止（事故防止）であり、常時撮影状態により、スピードや

荒い運転が減るのではないか。(2)は近年多発する「あおり運転」など

交通犯罪防止（防犯）である。最近報道も多いが、後方ガラスへのス

テッカー貼付けにより、あおり運転者への牽制にもなるのではない

か。(3) 事故発生時の状況証拠だが、映像という決定的な証拠があれ

ば、過失割合の協議など、手続きも迅速に進むかと思う。

「５ 個人情報の管理方法等」だが、(1) 物理的措置は、財産管理

活用課からの説明どおりである。画像データは、ドライブレコーダー

内に挿入された、小型のマイクロＳＤカードに保存され、録画時間は

１２０分間が上限となる。その日に２時間以上運転するとどんどん上

書更新され、前日に２時間、翌日に２時間走った場合、前日の２時間

分は上書きされる。また、毎月初期化し、長くても１か月間しか画像

データ情報を保存しないということで、余計な個人情報を持たないと

いう工夫になっている。

(2) 制度的措置だが、運用が防犯カメラと共通する事項が多いこと

から、ドライブレコーダーに係る個人情報の取扱いについても、基本

的には、資料３｢防犯カメラ等に係る個人情報の取扱いに関する要綱｣

に基づき管理したいと考えている。同要綱による管理のポイントは次

のとおり。「ア 個人情報取扱事務を通知すること。」は、要綱第４

条（個人情報取扱事務の通知）で、「実施機関は、防犯カメラ等の設

置により個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらか

じめ市長に対し、個人情報保護条例第４条第１項の規定に基づく通知

をしなければならない。」とあり、情報公開・個人情報事務の手引き

７７ページにあるとおり、条例第４条で、市の事務執行に当たり、個



人情報を収集する場合、事前に当課を通して市長宛てに事務開始通知

を出していただくことになる。さらに、同条第４項には、一般の閲覧

に供する義務規定もあり、現在は市のホームページで公開している。

通知の具体的は、同手引き２４２ページのとおり、事務の名称、担当

課所室、目的、対象者範囲、どういう内容の個人情報か、収集先、目

的外利用の有無などの項目がある。よって要綱第４条は、確認的に事

務開始通知の提出を規定しているもの。「イ 管理責任者を定めるこ

と。」は、要綱第６条（管理責任者）により画像データの管理責任者

を明確にすることになる。例えば、今回の公用車では、所管する財産

管理活用課長となる。同条第３項では、「管理責任者は、画像の取扱

いに係る基準を作成し、画像の漏えい、滅失又はき損の防止等の個人

情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。」という

規定もある。「ウ カメラを設置している旨の表示をすること。」だ

が、同条第４項で「管理責任者は、防犯カメラ等を設置している施設

等の見やすい場所に、防犯カメラ等を設置している旨を表示しなけれ

ばならない。」とあり、ここで、防犯カメラをドライブレコーダーに

読み替え、公用車の外面に設置をしている旨を表示しなければならな

いということ。「エ １か月を限度とする保存期間を設定するこ

と。」については、要綱第７条（適正な維持管理）第３号で「１箇月

を限度とする必要最小限の期間を設定する」という規定があり、これ

に合わせて上限を１か月とするもの。最後に「オ 画像データにおけ

る目的外の利用・提供は文書法制課と協議すること。」ということ

で、要綱第８条（利用および提供の制限）だが、ここで、本庁舎の防

犯カメラの画像でいえば、仮に同じ市長部局の他課所室で画像を使用

するとすれば、利用といい、外部に渡す場合、例えば、庁舎内での事

件があった際に、法律の根拠に基づいて警察に渡すような場合を提供

という。要綱第８条では、その目的外での利用・提供を、担当課が独

自の判断で行わないよう、文書法制課と協議をしてから、利用・提供

を行うこととしている。これは、平成２４年審査会意見書における、

内部チェックができる体制により要綱に実効性を持たせるべきとの付

帯意見を受けて加えた規定である。実際、防犯カメラ設置施設の所管

課所室に警察から捜査事項等照会があった場合、必ず文書法制課に事

前相談があり、要綱自体が機能していると考えている。ドライブレコ

ーダーについても要綱に沿って運用していきたいと考えている。

説明は以上である。

柴田会長 ただ今の説明に対して、ご意見等があればお願いする。

櫻庭委員 画像データの保存期間が１か月というのは、１か月の間は保存して

おくという意味があるのでは。その場合、毎月１日に初期化した場合

前月末日のデータは１日しか持っていないことにならないか。オーバ

ーライト（上書き）するのであれば、故障により１か月間公用車が動



かない場合など、特別な時の処置になるのではないか。事件や犯罪が

映っていた場合の警察への情報提供などを考えると、もう少し期間を

考えた方がいいのではないか。

文書法制課 財産管理活用課にも確認した。事故発生時は、警察からの照会はと

（鎌田） もかく、保険会社とのやりとりで画像データを使う場面が必ずあるの

で、別パソコンにデータを保存し、原則３０日を上限として保存する

という対応を考えている。

文書法制課 日々乗る運用が基本の公用車なので、毎日上書きされて前日分しか

（小林） 残っていない想定である。ただし、２か月乗車がない場合を考え、上

限の１か月を超えないよう、毎月１日にデータ消去する。日頃は、常

時録画で上書きされ、事故発生時はＳＤカードを抜いてパソコンにそ

の事故部分のデータを保存し、初期化したＳＤカードを公用車に戻し

て常時録画し続ける。

文書法制課 どちらかと言えば、なるべくデータを持たないという考え方に基づ

（鎌田） いた運用である。

上田委員 常時録画で１２０分上限だと、朝乗車後２時間でデータは消えてい

く。公用車だと、１日か２日しかデータ保存できないのではないか。

文書法制課 ほとんどはそうだが、櫻庭委員から話があったとおり、修理などが

（小林） あれば、ずっとデータが残るので、毎月ＳＤカードを初期化する。

櫻庭委員 初期化作業を忘れることもあろうし、そもそも毎月初期化する必要

はないのでは。公用車自体で考えれば説明のとおりかもしれないが、

公用車周辺で発生した事件事故に役立つことも考え得る。報道でも、

事件現場の防犯カメラに映っていた車のドライブレコーダーに、事件

解決の手がかりになる画像があったなどというケースを目にする。

柴田会長 事故時に衝撃を検出した際のデータは、ＳＤカードの別領域に保存

され、パソコン等に移して保存すると聞いた。そのパソコンに移した

データは、保存上限１か月の対象外となるのか。防犯カメラでの取扱

いを含めてご説明願う。

財産管理活 当課で庁舎に設置した防犯カメラは、要綱に従って３０日を限度と

用課 して、保存期間を設定している。警察から捜査関係事項照会があれ

（菊地） ば、画像データを提供しているが、本体にある元データは３０日を超

えれば消えている。提供されたデータの取扱いは警察次第である。



柴田会長 保険会社の方から事故から１か月経ってからデータをほしいと言わ

れてたらもう消去されていることになると思うが、それで良いのか。

文書法制課 警察や保険会社など、１か月以内に手続きしなければデータが消滅

（鎌田） するということもあるが、要綱第７条第２項の規定「特別の事由があ

る場合は、あらかじめ市長と協議の上、１箇月を超えて保存期間を設

定することができる」を適用し、文書法制課と協議の上で１か月以上

保存することもできる。この規定も、平成２４年の個人情報保護審査

会で、実施機関で勝手に保存期間を決めないように工夫が必要との意

見をいただいたことを受け、保存上限を原則３０日間とし、必要があ

れば文書法制課と協議するという規定にしたものである。ドライブレ

コーダーについてもこの規定を利用して対応したいと考えている。

柴田会長 必要なデータは別場所に保存して、１か月以内に廃棄しなければな

らないが、事前に相談し、市長と協議の上で１か月以上保有すること

ができるという対応をするということと了解した。

文書法制課 この要綱に基づき、各課において、施設ごとの防犯カメラ画像管理

（小林） 運用基準を定めることとしており、その中で保存期間も定めることと

なる。ドライブレコーダーについても、保存期間を原則１か月とした

上で、保険手続き時の対応を記載するなどの方法もあるので、各課所

室に周知する際に、必要な手続きに支障が出ない形で対応したい。

柴田会長 ドライブレコーダー用の要綱も整備するということでよいか。

文書法制課 この要綱は、防犯カメラなどにしか対応していないので、第２条の

（鎌田） 定義のところで、防犯カメラ等の中にドライブレコーダーも入るとい

う改正を加えて、同じような取扱いをしていきたいと考えている。

柴田会長 ドライブレコーダーと防犯カメラは別物である。前者が施設に設置

された固定的なカメラであるのに対し、ドライブレコーダーは移動し

て様々なものが映り込む性質なので、要綱改正で対応するなら工夫が

必要である。また、先ほどの対象となる個人情報だが、赤信号停車時

は対向車も映ると思う。車の前方ガラスに、ステッカーは必要ない

か。

文書法制課 前に貼る想定はしていない。あおり運転の抑止効果が高いこともあ

（鎌田） り後ろには貼る。前だと、走行中はステッカーを認識できない。

中澤委員 ドライブレコーダーの設置目的は、交通事故発生時の証拠やあおり

運転の防止であり、公用車に関わる事項を収集することだと思うが、

そうであれば、偶発的に映り込んだ周辺の情報は、本来目的外なので



はないか。だとすれば、保存の期間や対象範囲などは、防犯カメラ等

とは異なるのではないか。当初の運用基準では、目的外の情報は収集

の対象外なので即座に捨てても構わないという解釈もあろうかと思う。

運用等の基準等に盛込む際に整備していただければと思う。

柴田会長 中澤委員の言うとおり、たまたま映り込んだ、公用車の事故とは関

係なく、怪しい通行人などについて警察から情報提供の依頼があると

思うが、それは目的外だから出さないということになるのか。

文書法制課 防犯カメラの場合も警察の捜査関係事項照会に対して情報提供して

（鎌田） いるが、同様にドライブレコーダーの画像データへの照会があれば、

刑事訴訟法に基づく照会になることから、提供することになる。つま

り、本来の目的ではないが、法律に根拠がある場合は出せるという規

定に基づく、個人情報の提供となる。

柴田会長 了解した。

天野委員 公用車と聞き、市長が乗る公用車を想像したが、ほかにもたくさん

あると思う。ごみ収集車も公用車か。また、市全体で何台くらいある

のか。

財産管理活 ごみ収集は、環境部で業務委託しているので、業者所有の車であっ

用課 て公用車ではない。本庁舎の駐車スペースにある公用車は、１４０台

（菊地） 程度になる。

柴田会長 ５台のみ設置とのことだが、今後設置車両を増やす予定はあるか。

財産管理活 確実に事故防止や事故減少の効果があれば、検討の余地はあると思

用課 っているが、まずは、５台で検証してみたいと考えている。

（菊地）

藤盛委員 ５台だけだと、特別仕様車や幹部職員用の公用車に設置するのか。

財産管理活 交通事故の防止や、職員に対する安全意識の啓発が目的であること

用課 から、一般的な職員が運転する公用車に設置する。

（菊地）

藤盛委員 ステッカーを貼ることで、導入当初、市民には大変インパクトがあ

ると思う。設置目的をしっかり周知するような工夫をしていただきた

い。

柴田会長 車を離れるときの施錠などは防犯カメラとは違う。施設に設置され



た防犯カメラと異なり、ドライブレコーダーは車とともにデータが移

動するので、管理責任者はそこも運転者に指導する必要がある。

あとは、条例第５条第２項第７号は、単に公益上必要なだけではだ

めで、公益上特に必要な場合に目的外収集が可能としているのであ

り、引用する際は「特に」を落とさないよう留意していただきたい。

柴田会長 他にないようであれば、質疑はここで終了する。

資料２の２にあるとおり、例外の追加類型に新たに追加し、防犯カ

メラとの違いがある部分には配慮していただければ。

それでは、公益上特に必要があるということで、本人以外からの情

報収集に関して、追加類型に加えるということでよろしいか。

各委員 （了承）

柴田会長 それでは、これらの意見をまとめて、文書で市長へ報告したい。

文書の作成は事務局にお願いする。

次に、次第の４その他で、委員から何かないか。

藤盛委員 以前当審議会で、オンライン結合の例外について審議した、コンビ

ニエンスストアにおける各種証明書の交付だが、制度がスタートして

その後の利用状況はどうか。

事務局 市民課でデータを把握していると思うので、確認の上で、会議録を

（小林） 送付する機会に情報提供させていただく。

柴田会長 ほかに特にないようなので、以上で第１８回秋田市情報公開・個人

情報保護審査会を閉じる。


