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議 事 録

令和４年度第２回川崎市情報公開運営審議会

出

席

者

委 員 実 施 機 関 ・ 事 務 局

市民代表

 浦 野 敏 行

 岡 倉  進

後 藤 正 巳

齊 藤 恵 治

星 川 美代子

八 巻 義 德

渡 辺 俊 夫

学識経験者

 冨 田 千 鶴

中 澤 陽 子

村 上 佳 子

湯 淺 墾 道

渡 辺  渉

委員 計１２人

（実施機関）

市民文化局地域安全推進課 課長 上野 進

 担当課長 米林 和広

（事務局：総務企画局情報管理部）

情報管理部長 新井 信宏 行政情報課長 田村 博

担当課長 井野 進 担当係長 葛原 淳 担当係長 鈴木 麻里子

           職員 ７人

開催日時 令和４年１０月２７日（木）１０時００分から１１時２５分まで

開催場所 川崎市役所第３庁舎 １５階 第２会議室

議  題

１ 議 題

(1) 審議事項

【諮問第２４２号】神奈川県警察における特殊詐欺犯罪防止・検挙活動に係る保有個人情

報の外部提供について［市民文化局地域安全推進課]

 (2) 報告事項

川崎市の個人情報保護制度の考え方（案）に対するパブリックコメントの実施結果につい

て

 ２ その他

傍聴者数 ０人
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【会議開始・資料説明】

湯淺会長 ただいまから令和４年度第２回川崎市情報公開運営審議会を開催いたします。

本審議会は、「川崎市審議会等の会議の公開に関する条例」に基づき原則公開としております。

本日は、現時点では公開、傍聴の希望者はいらっしゃらないということですが、会議中に傍聴

の希望があった場合には傍聴を許可し、随時入室していただくということでよろしいでしょうか。

（異議なし）

     それでは、そのように事務局に対応をお願いいたします。

     それでは、次に、事務局から、資料の確認と本日のスケジュールについての説明をお願いします。

鈴木担当係長 承知いたしました。本日はお忙しいところ、お越しいただきましてありがとうございます。

また、Ｗｅｂ会議で御参加の委員の皆様におかれましても、機器や通信環境の御準備に御協力

いただきましてありがとうございました。今回は、対面会議とＷｅｂ会議とを併用する初のハイ

ブリッド開催となりますので、至らない点も多々あるかと思いますが、何とぞよろしくお願いい

たします。

     本日の定足数でございますが、現在、１２名の委員に御出席いただいており、過半数を超えてお

りますので、審議会が成立していることを御報告いたします。

     なお、嘉藤委員、早川委員、山本委員におかれましては、残念ながら御欠席となっております。

     次に、お手元の資料の確認をお願いいたします。

まず、本日の資料でございますが、対面会議で御参加の皆様にはクリアファイルに入れた状態

で配布しておりまして、上から、議事次第、次に座席表、委員名簿でございます。Ｗｅｂ会議で

御参加の皆様におかれましては、事前にメールでお送りした資料を御確認ください。

     次に、諮問資料が一つございまして、今回は諮問第２４２号、市民文化局地域安全推進課からの

神奈川県警察における特殊詐欺犯罪防止・検挙活動に係る保有個人情報の外部提供についての資

料を御用意しております。

     また、次に報告事項の資料として、「川崎市の個人情報保護制度の考え方（案）に対するパブリ

ックコメントの実施結果について」という冊子を御用意しております。

     以上が本日の資料となりますが、もし不足しているものがございましたら、お知らせいただけれ

ばと思います。よろしいでしょうか。

     また、いつもどおりの参考資料となりますが、二つのハンドブックを置かせていただいておりま

して、紫色が「情報公開」、黄色が「個人情報保護」のハンドブックとなっております。その下に

フラットファイルを二つ置いておりまして、一つが審議会におけるこれまでの諮問答申をつづっ

たもの、もう一つは「川崎市の情報セキュリティ基準」となっております。諮問答申に続いて、

情報セキュリティ基準の件につきましては、申し訳ございませんが、Ｗｅｂ会議の皆様には御提

供しておりませんが、必要に応じて画面上でファイルを共有させていただきますので、御了承く

ださい。

     次に、本日のスケジュールでございますが、議事次第を御覧ください。

     次第に記載してあります議題に沿いまして、審議事項として、市民文化局からの諮問が１件、報

告事項として、個人情報保護制度に係るパブリックコメントの実施結果に関する報告の計２件で

ございます。これらを合わせまして、およそ１時間３０分、１１時３０分までの終了をめどに進

めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

     事務局からは以上でございます。 
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【議題（１）【諮問第２４２号】神奈川県警察における特殊詐欺犯罪防止・検挙活動に係る保有個人情報の

外部提供について】

湯淺会長 ありがとうございました。

それでは、早速本日の議題に入ります。

     審議事項の１番目、諮問第２４２号、神奈川県警察における特殊詐欺犯罪防止・検挙活動に係る

保有個人情報の外部提供についてということで、市民文化局地域安全推進課からの諮問です。

事務局から概要の説明をお願いします。

葛原担当係長 それでは、諮問第２４２号について概要を説明いたします。

     現在、神奈川県警察では、特殊詐欺犯罪防止に向けまして巡回連絡や戸別訪問などの各種活動を

行っておりますが、被害の件数及び被害額は川崎市内においても増加傾向にあります。市民文化

局地域安全推進課では、被害者の対象となりやすい７０代、８０代の高齢者に関する情報を神奈

川県警察に情報提供することにより、巡回連絡や戸別訪問の効率化が図られ、増加する被害に歯

止めをかけられるのではないかと考えております。川崎市が警察へ個人情報を提供することに関

しまして、川崎市個人情報保護条例第１１条第２項に基づき諮問がありました。

     事務局からは以上でございます。

湯淺会長 それでは、実施機関に入っていただきたいと思います。

（実施機関入室）

湯淺会長 それでは、まず出席者を御紹介いただいて、その後、１０分以内で概要の説明をお願いします。

その後、質疑応答に入りたいと思います。

上野課長 皆さん、おはようございます。市民文化局地域安全推進課長の上野と申します。本日はよろしく

お願いいたします。隣におりますのが、米林担当課長でございます。資料等の説明につきまして

は、米林課長から行いますので、よろしくお願いいたします。

米林担当課長 失礼します。地域安全推進課の米林です。私は、神奈川県警からの出向者で本年で２年目と

なります。本日は、よろしくお願いいたします。

     それでは、神奈川県警における特殊詐欺犯罪防止・検挙活動に係る保有個人情報の外部提供につ

いて審議会に諮問させていただきます。

資料に沿って御説明させていただきます。

３ページの３の（１）を御覧ください。

今回提供する個人情報については、令和４年１０月３１日時点で７０歳以上８９歳以下の年齢

となる川崎市民に関するものとなり、生年月日としましては、昭和８年１０月３１日から昭和２

７年１０月３１日となります。

目的は、昨今、社会問題となっております特殊詐欺被害の未然防止、犯人の検挙活動となりま

す。

続きまして、３ページ３の（２）現状と課題についてですが、令和４年８月末現在の特殊詐欺

被害の件数は、神奈川県は１，１８０件、前年比プラス３４１件、川崎市は１５３件、前年比プ

ラス９件となっており、被害額は、神奈川県内は約２５億６，０００万円、川崎市内は約２億９，

１００万円と被害増加の一途であり、被害対象者である方々への早急な対応が常に必要な情勢で

す。

具体的な個人情報の使用想定として、３ページの３の（３）に挙げましたが、巡回連絡、戸別
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訪問等による情報提供を実施します。その際、使われる資料にあっては、１４ページ、１５ペー

ジのようなものとなります。

続きまして、４ページ（４）を御覧ください。

県内他都市の状況についてですが、県内他都市では同様の個人情報提供を挙げている都市はあ

りません。他都道府県については、平成３０年１０月に新宿区内４警察署に提供していることを

確認しております。

さらに、４ページ（５）に各種通達・法的根拠について挙げましたが、各種通達については警

察部内資料であるため、添付はできませんでしたが、口頭で説明させていただきます。警察庁か

らは令和４年２月２８日付で、各都道府県警察に対して特殊詐欺対策の推進に関する通達が発せ

られており、その中で官民一体となった対策の実施として地方公共団体、金融機関等と連携する

よう記載されております。また、神奈川県警察本部からは令和４年５月１７日付で本部各所属、

県内各警察署に対して当面の特殊詐欺対策に関する通達が発せられており、その中で官民一体と

なった効果的な被害防止対策の推進として、自治体をはじめとした関係機関、団体等と連携する

よう記載されております。これらのことからも分かるとおり、特殊詐欺対策は警察だけで対応で

きるものではなく、様々な自治体、機関等が協力し合うことにより犯罪者から県民、市民を守る

ことが可能となります。法的根拠については、警察法第２条にあります犯罪の予防のためとなり

ます。

次に、４の個人情報提供についてですが、１３ページの外部提供基準表にある（３）個人の生

命、身体、健康、又は財産に対する急迫の危険を避けるためにやむを得ないときに準じると考え

ております。

続いて、５の個人情報の提供に至るまでの日程につきましては、記載のとおり予定しておりま

す。

５ページを御覧ください。

６、取り扱う個人情報の内容についてですが、各警察署、それぞれに管轄する川崎市民の方の

個人情報を提供します。

７、運用体制についてですが、７ページにあります実施要領を定め、警察署、川崎市とそれぞ

れ責任者を定めております。

８、具体的な個人情報保護対策についてですが、個人情報にあっては戸籍住民サービス課へ依

頼し、データを記録した外部記録媒体、または印字した紙媒体のものを入手し、個人情報を管轄

する警察へ直接赴き、提供します。保管方法は、鍵がかかる場所で行い、保管期限にあっては５

年となります。

７ページ、８ページは、実施要領に関して、目的、基本的な考え方などを挙げております。

９ページは、特殊詐欺年代別発生状況を挙げましたが、６０歳以上の方が同犯罪の対象となっ

ていることが分かると思います。また、特殊詐欺犯罪の認知件数にあっては、令和３年が減少傾

向であったものの、本年から再度増加傾向になっていることが分かります。

１０ページは、川崎市内の年齢別人口統計で７０歳から８９歳までの方のデータを挙げました

が、各区おおむね３万人前後となっております。

１１ページは警察署から川崎市への依頼文、１２ページは個人情報を提供する際に徴する受領

書、１３ページは外部提供基準表、１４ページ、１５ページは先ほど説明しました特殊詐欺に関

する啓発チラシとなっております。

説明は、以上となります。

湯淺会長 ありがとうございました。
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それでは、これから質疑応答に入りたいと思います。各委員から御質問等がございましたら、

お願いいたします。オンラインの委員の皆様も御質問等がございましたら、Ｗｅｂｅｘの挙手ボ

タンを押していただければ、こちらから指名をさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

では、早速どうぞ。

後藤委員 はい。後藤と申します。よろしくお願いします。

何点かあるのですが、一つは、県内他都市の状況の部分ですね。確認をなさったということな

のですが、例えば大きなところの横浜市がなぜ今まで実施していないのか。あるいは、今後検討

する状況にあるのか。そういうところを触れていただきたいなということと、あと５ページ、各

警察署に対する依頼文については、１１ページ目のもの、そのものでしょうか。

それから、３点目が、５ページの８の（１）「紙媒体の物を入手します」という記載があります

けども、依頼文の中では依頼内容のところ、「資料の紙媒体、電子媒体での提供」という記載もあ

ります。電子媒体という部分は、整合性の問題でどうかな、と思いました。

それから、保存期間ですが、５年間ということですが、対象者が７０歳から８９歳とういうこ

とですので、単純に５年間としますと、７５歳から９４歳というような感じになってしまうのか

なと。そうすると、その５年間の意味合いがそこで区切ることによって９４歳の方と７５歳の方

では狙われる、あるいは実際の犯罪につながる頻度、リスクというものは、違ってくるのではな

いかなという感じを持つのですが、その点、いかがでしょうか。

幾つか申し上げましたけど、そんな印象を持ちましたので、お答えいただけたらと思います。

よろしくお願いします。

米林担当課長 それでは、回答させていただきます。

     まず、横浜市等の大都市、ほかの都市はどうなのかというお話ですけれども、各出向者は横浜、

相模原、横須賀、秦野には県警から行っており、その方たちとも連絡は取ったのですが、過去に

そういうことを検討したことがなかったという話でした。このようなやり方については、県警で

は一度もないのですが、平成２０年代の半ば頃に、警察官を区役所に派遣して、３年ほどかけて

閲覧台帳から全部手写しでやったことがありました。それが、かなり時間等もかかって難しいと

いうことで、それは継続できなかった経緯があります。

今後横浜市であったり相模原とかはやらないのかという御質問ですが、こういったことを担当

するのは、県警本部では生活安全総務課の犯罪防止対策室というところになりますが、そこの室

長と副室長と話をしたところ、今回は県警からの依頼に基づいて川崎市が提供するのですが、と

てもいい施策なので、川崎市で実際にこれをやっていただけるのであれば、横浜であったり相模

原等にも働きかける動きはしたいという話はありました。私自身も他の市におります出向者に改

めて働きかければ、被害が防げることになると思いますので、動きたいとは思っております。

続きまして、二つ目の５ページの依頼文についてなんですけども、おおむねこのような形で出

していただきたいということで各警察署に提示をさせていただきますので、全く同じということ

ではない可能性はあります。あくまでも例示になりますが、趣旨としては同じ内容で書いていた

だく予定でございます。

     ３点目、８の（１）の紙媒体と電子記録媒体についてですが、警察の担当者と話をして、電子記

録媒体でも問題ないというような意見は出ていますが、まだどちらかというのは特定はしていま

せん。今回の諮問の結果も踏まえた上になりますが、量が多いので紙だと紛失してしまう可能性

もあるため、できれば記録媒体のほうが望ましいのではないかと検討しております。なお、整合

性がなかったのは、私の記載ミスですので、そこは修正させていただきます。 
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     ４点目の、保存期間の５年についてですが、おっしゃるとおり、年齢によってそのリスクは変わ

っていくことは当然ございます。ただ、今回５年と示させていただいた理由ですが、もともと今

回お願いしていただけるのが２２万人分の個人情報でして、それに関しては当然、紛失防止を適

切にやるのが前提でございます。各警察署の担当する生活安全課長にも話をしたのですが、本当

は長ければ長いほどよかったのですが、異動や引継ぎの関係もございますので、５年ぐらいが適

切ではないかということで示させていただいたところでございます。

回答としては、以上になります。

後藤委員 はい、ありがとうございました。

湯淺会長 それでは、今、挙手された渡辺委員、お願いいたします。

渡辺俊夫委員 市民委員の渡辺です。

今の保管期間との関連ですが、５年の間に住民票の異動があるわけですよね。要するに、高齢

者が亡くなったり、新規に引っ越してきた場合、その辺りをどう対応するのかという点が気にな

ります。

それから、実は私もかつての渋谷区に派遣されまして渋谷区で個人情報保護条例を作った経験

があります。川崎市さんよりも少し遅かったのですが、２３区では初めて条例を作るということ

で、警視庁本庁から担当の方が見えて、これからの捜査協力について意見交換したんですね。割

と当時は、住民票の個人の確認だとか、軽自動車の所有者、それを電話で即答していたのですが、

条例を作るにあたって、いかに捜査であっても、行政としてはやはり個人情報を守らなければい

けないからということで、抜かせていただくということにしました。

今回は一括して１回情報を渡すということですから、その辺りは手順を踏んでいけば問題はな

いと思いますけど、県警出身の担当の方がいらっしゃるから、あえて聞きたいのですが、いかに

原簿を施錠したところで管理するとしても、目的からいって当然活用するわけですよね。それで、

地域で管轄の警察官が来て名簿を突き合わせながら、私もこの間もオレオレ詐欺のパンフレット

いただきましたけれども、そういう形でこの名簿が、個人情報が各警察から駐在その他に名簿と

して渡っていく可能性があるわけですよね。だから、そこら辺の情報管理を警察内部としては、

もちろん個人情報の管理について規則があると思いますけども、こちらについては話せる範囲の

中で、渡したからいいということじゃなくて、市としてもやっぱり渡した先でそれがどう活用さ

れてどう管理されているのかということは重要なことだと思うので、その辺の御説明をいただけ

るとありがたいなと思います。

米林担当課長 それでは、回答させていただきます。

     まず、１点目についてなんですが、死亡されたり転居された場合はどうなんでしょうかというお

話ですけれども、今回情報提供していただくに当たって、本来であれば年度更新でやるのが一番

いいということは当然考えたのですが、個人情報保護法が来年改定されるという話も聞きまして、

そうすると、このやり方が難しくなってくるということが、まずありました。また、定期的にも

らうのであれば、新宿、東京のほうでは協定を結んでおりますので、そういったものは協定の方

がなじむのではないかと考えたのですが、まずは速やかな対応を、すぐに被害者を救いたい、減

らしたいというのがありましたので、そういった部分で単発にしたと。そうすると、やはり死亡

したり転居というのは、対応できないことはあります。そこはちょっと今回のデメリットといい

ますか、難しい部分ではあります。

     ２点目の警察のやり方については、話せる範囲でお話ししたいのですが、今回提供していただい

て警察で受け取ると、恐らく外部記録とかでＤＶＤ－Ｒのような形で提供していただこうとは思

いますが、それを生活安全課の課長に、まず鍵をかけて保管していただくと。やり方的には、戸
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別訪問という形でその名簿のお宅に行きますと、それが刑事さん、交通課、刑事課、生活安全課、

警備課とか、そういう課から訪問いただいて日勤でやる形が一つ。もう一つは、地域課のほう、

交番のお巡りさんに実際に行っていただくような形の二つを想定しますけれども、どちらにしま

しても、結局のところはデータというよりは印字したものを、例えば代表の方にお渡しして自分

の備忘録、メモのようなものに書いていただくような形を取ると思います。

私の経験で恐縮なのですが、２年前に大和警察署の生活安全課第一課長をさせていただいたと

きも、やはり特殊詐欺は県内で一番多かったんですけれども、その際に過去に台帳を閲覧した名

簿がありましたので、それを地域課のほうにお願いして行ってもらったことはあります。その際

は、地域課の課長さんに印字したものをお渡ししてやっておりました。その件で個人情報が漏え

いしたということはありませんでした。

最後に、記録としまして、実際に誰に渡したかというのを全部簿冊で管理しておりますので、

万が一流失してしまった場合、どうなのかなというのは記録をたどることは可能です。

以上になります。

湯淺会長 浦野委員、先ほど手を挙げておられましたが、御質問、御意見をオンラインでされますか。

浦野委員 マスクをされての発言だと思いますので、できましたら、マイクに口をできるだけ近づけてしゃ

べっていただけると聞き取りやすくなると思いますので、これ以降よろしくお願いいたします。 

     私からは１点、質問があるのですが、よろしいでしょうか。

湯淺会長 どうぞお願いします。

浦野委員 ６ページの一番上の行になりますが、「保管期間を過ぎた際には、裁断等の適切な処分を行いま

す」というふうに書いてあるところですが、この裁断等の適切な処分、裁断するときのルール、

裁断が終わった後の報告事項などがあると思いますが、現在やっている対応を教えていただけれ

ばと思います。

以上です。

米林担当課長 それでは、回答をさせていただきます。裁断等の適切な処分についてですが、紙媒体、電磁

的記録媒体等もあるのですが、５年後の話にはなるんですけれども、その段階で川崎市のほうに

連絡をいただいて、川崎市と地域安全推進課の担当課長立会いの下、破棄していただくのを想定

しております。やり方につきましては、紙についてはハサミ、シュレッダー等での裁断で構わな

いと思います。ＤＶＤ－Ｒ等であれば、物理的破壊としてはさみで切ったり、たたいたりして間

違いなく壊したことを確認したいと思っております。

以上になります。

浦野委員 はい、ありがとうございます。是非しっかりとした立会いの下、裁断等の廃棄処分をやっていた

だければと思います。ありがとうございました。

湯淺会長 では、どうぞ。

八巻委員 八巻です。１点、質問させてください。

     まずもって、こうした本当に官民一体となって、そして官と官の垣根を越えた取組というのは非

常に大事だなと思っている立場です。そして、それがまだなかなか進んでいなかったということ

も驚きです。それから、今回の取組、そういう面では非常に貴重な取組だと思っています。

質問です。４ページから５ページにわたって、個人情報の提供に至るまでの日程が予定として

書かれていますが、今これから年末に向けてこうした事案が増えるのかなという心配もしている

わけですが、これだけの時間がかかるのでしょうかというところ、もうちょっと早くならないで

しょうかというところ、当然十分に検討なさった上での予定感なのでしょうか、その辺りの御見

解をお聞かせいただければとありがたいです。



8

以上です。

米林担当課長 それでは、回答させていただきます。スケジュール感につきましては、４ページに書かせて

はいただいていますが、あくまでも例示であって、回答が整えば私自身速やかに１日でも早く提

供して各警察署に対応を取りたいと思っています。そうすることによって、被害者を防げますの

で、そこは早くします。

以上になります。

湯淺会長 はい、お願いします。

星川委員 民生委員の星川です。

保護条例には関わりないかもしれないですが、私たちは、７７歳以上の独り暮らしの方に川崎

市から依頼されて独り暮らし等高齢者調査というのをやっているんです。ここ２、３年、コロナ

の関係で、対面でお話しすることができなかったので、郵送とか、そういう形を取っていて、多

い人で１人１００人以上いるんです。２か月ぐらいかかってやりますけど。具体的にこの２０万

人の方がいらっしゃいますよね。どのくらいの人を要してどのくらいの間隔で具体的に進めてい

かれるのかということと、それから２、３度訪問してもいない人も結構いるんですよ。紙を入れ

てきて、こちらに御連絡くださいという形で取ったりとか、いらっしゃっても耳が遠かったりし

て出ていただかない方もいらっしゃったりします。全員を調査するとお考えだと思いますが、そ

ういうときにどのような形で、調査されるとお考えなのか。具体的な実施部隊というか、そうい

う方のことをどのようにお考えなのか。また、さっきおっしゃったように、毎年毎年、亡くなら

れる方とか養護施設に入られる方とか、かなり人数が変動しています。５年後にそれを全部捨て

るとなると、ゼロになりますよね。先ほどもおっしゃったように、年度年度で更新していかれな

いと、あまり意味がないようなことになるのではないかなと私は危惧しています。５年後には７

０歳の方が７５歳になりますが、１度で終わりなのかと。今後、そのようなことも考えて運用し

ていただきたいと思っております。

以上です。

米林担当課長 それでは、回答させていただきます。まず、スケジュール感についてですが、川崎市の８警

察署でそれぞれやり方も変わってくると思います。交番のお巡りさんにやらせる場合もあれば、

刑事さんが行っている場合もあると思います。想定として考えたのは、今お示しした資料には２

２万人ほどの川崎市民の方のリストが載っていますが、世帯で見ると、大体川崎市内で７６万世

帯ぐらいあるそうですが、実際、人口が１５０万人、比率的には約７分の１なので１０万世帯ぐ

らいを現時点では想定しています、１０万世帯８警察署だと、大体一つの警察署、１日３０人く

らい行ければいいかなと今考えています。３０人掛ける８警察署で２４０名。これを、単純計算

すると、大体４００日ぐらいで、一応全部回る想定にはなっているのですが、土日であったり、

今、委員がお話しされたとおりに会えなかったりというのはあるので、倍は見ています。倍を見

て考えると、全部ちゃんと回っても大体２年ぐらいと考えています。

これは１回で終わりかという話ですが、１回回って終わりということは想定していないですし、

実際私も事件とか逮捕していた感覚で言いますと、手口もそのときそのときで変わってきますの

で、１回でなくて２回、３回で行ければとは思っていますので、そう考えると、５年は妥当なの

かなと考えております。

また、５年後でもう終わりですか、というところですが、私個人としましては、５年後にその

段階で改善したものを提案して、またできればとは思っております。実際にやってみて問題点も

当然出てくると思いますので、それを踏まえて改善したものを５年後に、また提案できればとは

考えております。
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以上です。

湯淺会長 ありがとうございました。オンラインの御参加の委員の皆様からは、特に御発言はございません

でしょうか。

では、先に冨田委員、その後中澤委員、お願いいたします。先に冨田委員、お願いします。

冨田委員 ありがとうございます。提供する情報の必要性の部分での質問なのですが、年齢だけで区切って

おられますけれども、この特殊詐欺という犯罪の性質上、例えば独居の方、他に同居者がいらっ

しゃらない方が対象者になりやすいのかなと思ったので、例えば他にその世帯に同居されている

方がいらっしゃる方は除外するということで情報提供する範囲を絞り込むということはできます

でしょうかということをお聞きしたいです。

米林担当課長 それでは、回答させていただきます。委員からお話がありました、独居世帯のみに絞って同

居がいるところはやらなくてもいいんじゃないかというお話ですが、被害に遭っているのは、独

居の方だけではなく、息子さんとかがいないときに電話が来て被害に遭っている方もおります。

対象を絞るのは難しいと思うので、一緒にやらせていただければと思っております。

以上です。

湯淺会長 冨田委員、今の回答でよろしいでしょうか。 

では、引き続き、中澤委員、御発言をお願いいたします。

中澤委員 意見というか感想なのですが、７０歳以上８９歳以下の方の情報を一律に提供するということに

ついて、「一律に提供する」ということがどうなのかなとかなり思っていまして、先ほど根拠で別

表３の「個人の生命、身体、健康又は財産に対する急迫の危険を避けるためにやむを得ないと

き」ということで「これに準じる」と書かれていたと思うんですけれども、急迫の危険が一律に

全員に及ぶと考えるのは、なかなか難しいのではないかなと思いました。

また、この使用の方法ですが、先ほども議題に挙がっていたと思いますが、その情報を戸別訪

問をする警察官が複写したり書き写したりして、どんどん広がってしまうというおそれもあるの

で、管理がきちんとされるのかどうかという点もかなり不安があると思います。また、一たび情

報が出回ってしまうと、それこそ特殊詐欺の被害が拡大するおそれもあるということで、ここは

かなり慎重にしたほうが良いのではないかと考えました。

以上です。

湯淺会長 今の中澤委員の御意見については、実施機関からは何かありますか。

米林担当課長 それでは、回答させていただきます。一律に提供するのはどうかという部分ですが、先ほど

もお話しさせていただいたとおり、独居や同居で判別することのほうが難しいのかなと思います

ので、今回は７０歳から８９歳という年齢で提案させていただいています。

個人情報漏えいの関係は、危惧されて当然だと思いますが、また私の経験談で申し訳ないです

が、そういうことを防ぐために大和警察署ではバインダーのようなものを使用し、必ずこれを持

っていくこととして防いだ経緯もありますので、これは警察署への提案にはなりますが、例えば、

提供するときには必ず個人情報を渡すためのバインダーなどを用意してここに挟むものだけ使っ

てくださいと。終わったら必ずこれを回収する。コピーは禁止だということを示して、指示して

いけば、大丈夫なのではないか、そういう策をどんどん提案すればリスクは減っていくのではな

いかと、個人的には考えております。

以上になります。

湯淺会長 岡倉委員、手を挙げていらっしゃいましたね。次、お願いします。

岡倉委員 私、これを聞いたときにすごい違和感がありました。２０万件もの個人情報を警察に市から渡す。

これはいいんだろうかとすごく思います。これを外部提供という考え方でお渡しするということ
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ですが、外部提供の場合は、これは本人に知らせなくてもいいということなんですよね。目的外

利用の場合は知らせなさいと。そのような仕組みになっていて、どうなんだろうなとすごく思い

ます。例えば、私のところに、この間交番の方がお二人見えて、巡回連絡カード、あれをやって

いますよね。そこに住んでいる方の氏名とか住所とか年齢とかを聞いていかれて、それをやって

いられるので、それでいいじゃないかという話の中で、これは効率化を図るんですよという話で

すが、私のところには警察と一緒に交番のお巡りさんが二人来られたんですが、これを置いてい

ってくれたんですよ、振込詐欺被害増加中というチラシを。これで、十分注意してくださいよと

いうふうに言われて、こういうのをやっておられるんだから、これでいいのかなというふうにも

思ったりしますけれど、警察としては大々的にやりたいんだという話なので、いいのかなとは思

いながらも、ちょっとどうなのかなとも思うのが正直な気持ちです。

 警察の方が来られると、やはり不安なんですよね。何か事件があったのかなとか、この地域で

何かあったんじゃないかなとすごく不安に思いました。それで、巡回連絡カードに記入してお二

人、お巡りさんが見えたんですけど、もしこういうことをやるのでしたら、何かの形で、今度は

麻生区でお巡りさんが回りますということを先に連絡していただいたら安心かなと思いつつ、そ

んなことを連絡すると、それに乗じて、またお巡りさんの格好をした人が戸別訪問して個人情報

を持っていくなんていう、そんな事件もあったような気がしてそれも難しいなと思いながら、で

もやはり、町会の役員の方にはこういうのがありますよといった話が来るとか、そのような連携

をしていただけると非常にうれしいなと思っております。

そこで、２点目なんですが、協定書ではなくて受領書ということで、市との約束というんです

かね、個人情報が漏えいしないようにしますよという話は分かるんですけど、やはりこの受領書

だけでは非常に心配だなという気がしますので、ぜひ学識経験者の方がおられますので、これで

本当にいいのかという視点から何か意見を言っていただければ、個人的にはうれしいなと思って

います。県警というのは、県の条例が適用されるんですよね。よく分からないんですけども、そ

の辺も含めて教えていただければと思います。

以上です。ありがとうございます。

米林担当課長 では回答させていただきます。

岡倉委員がおっしゃった巡回連絡のお巡りさんの関係ですけれども、岡倉委員の御自宅には来

るのが可能だったと思うのですが、実際には事件事故は本当に多くて巡回連絡がほとんどできな

いのが実情です。これも実例ですみませんが、私、神奈川警察署というところの地域課長を２年

間やらせていただいたのですが、そのときも地域課員は全部で４２、３名いたんですけれども、

交番勤務員がそのうち３０名ぐらいですね。じゃあ、一当直でどのぐらい巡回連絡を回れるんで

すかという話ですけれども、正直１０件ぐらいです。３０人で１０件回ればいいほうです。年間

で巡回連絡強化期間というのがありまして、その期間は通常よりも時間を割いているのでできる

のですが、通常時はほぼ難しいですね。巡回連絡で特殊詐欺対策ができれば、それはもちろん一

番いいのですが、なかなかはかどらないですし、どこに対して行ったのかというのも集計し切れ

ないんですよね。なので、効果的な対策も難しいというのが現場の実情ですので、あえて今回こ

のような形でやらせていただいたということになります。

あと、事前に説明ができないのでしょうかというお話ですけれども、例えばマンションなんか

には警察から連絡を入れてこの日、巡回連絡に行きますというのをやったりしているところはあ

ります。そういう形では可能だとは思います。それもまた御意見をいただきましたので、この後

警察署へは提示していきたいとは思います。あと、逆に犯人が利用するのではないかということ

ですが、それも多分なくはないと思うので、やり方については警察署と話をして検討したいとは
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思っております。

最後に、受領書の件ですが、その辺りはうちとしてもお願いベースにはなるので、担保は実施

要領をつくったり、細かい説明をして漏えいがないようにという話はしましたので、これででき

ればと考えています。年度更新であれば、当然協定などを結んでやる形はあるのですが、今回の

件につきましては生活安全課長だけでなく各警察署の署長等にもお話しした上で了解をいただい

ているような案件でございますので、前向きに検討していただければと思っております。

以上になります。

上野課長 岡倉委員のおっしゃった、事前に報告、情報提供というところですが、各署で警察協議会という

会議がございまして、区の町会の会長さんですとかいらっしゃいます。なお、岡倉委員が言われ

たように、いきなり地域で警察の方が大勢巡回すると、やはり住民の方も不安を覚えると思いま

すので、その辺については、各署と我々市、あとは、区役所のほうで連携して、どういった方法

ができるかというのは検討していきたいと思っております。

以上でございます。

湯淺会長 私から幾つか補足的にということですが、まず提供された後の管理方法については、これは神奈

川県警察も神奈川県個人情報保護条例の下にあるので、神奈川県個人情報保護条例に従って適切

に管理されなければならない。また、私は県の審議会の副会長でもありますが、県の審議会のほ

うに神奈川県警察は川崎市からこういうものの提供を受けましたという報告が上がってこないと

いけない。逆に言うと、県警察と今後きちんと調整をして、川崎市内だけでもらっているからと

いうことでそれが県に上がってこないということは非常に困りますので、あくまで神奈川県警察

として川崎市から提供を受けましたということで、そこを徹底する必要があると思います。

また、提供された情報を実際にどう印刷して持ち歩くのかといった点についても含めて、個人

情報提供実施要領の第８条と第９条のところで、川崎市地域安全推進課が適正な取扱いを担保す

るというのが第８条、それから第９条では、神奈川県警に対して必要な助言を行うものとし、か

つ毎年この要領の運用は適切に行われているか検証するとなっているので、先ほど説明にありま

したように、紛失しないようにきちんと管理体制をするとか、決まった所定のバインダーにきち

んと綴じた状態で使用するということについて、神奈川県警察に対してそういう助言と、実際現

場できちんと取り扱うということについて毎年要領が適切に行われているか検証をするというこ

とですね。そこを遵守していただきたい。それをきちんと遵守していただければ、実際の警察の

現場における適切な取扱いは担保できるのかなと考えます。

今、お手を挙げていただきました。お願いします。

渡辺渉委員 神奈川新聞の渡辺といいます。よろしくお願いします。

他都市の実施状況ですけれども、現状実施しているのは、新宿区のみということになりますか。

米林担当課長 回答します。ネット等で調べたのですが、新宿が一番頭に出てきて内容を確認できておりま

す。他都市でもあるやもしれませんが、その辺りは分からないです。

渡辺渉委員 新宿の実施の方法は、川崎が今回やろうとしているのと同じように、特定の年代の方を一律に

提供するというやり方なのでしょうか。

米林担当課長 記事の内容を見たところ、手順的にも同じような方法と、協定を結んでいますので、このよ

うな形に準じているのではないかと思いました。

渡辺渉委員 この区、あるいは署のほうでこういう取組をやったことの成果というか、効果、あるいは課題

とか何らかヒアリングなどをされたりしていないでしょうか。

米林担当課長 新宿には、申し訳ありませんが、連絡等は取っておりません。

渡辺渉委員 幾つか御意見もありましたが、私もちょっと今回の取組は課題が多いなと思っています。やは
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り一律に提供というのはかなり重い行為なので、それをやるというのはかなり慎重な判断を要す

るというのが私個人の感想です。私も報道等で接した限りですが、東京都内の他の区で同様の取

組をやって、見直しとか、やめたりしているところもあるように見ました。あるいは東京の弁護

士会がこういった取組に対して抗議声明を出しているというので、やはり問題を指摘するとか、

あるいはちょっと課題があったので見直しというようなこともあったと思うのですが、その辺り

については川崎市としてはどのように受け止めていらっしゃるんでしょうか。

上野課長 新宿等の事例を詳しくは調べていないところではあるのですが、市としましてはやはり今月に入

っても多摩区ですとか宮前区のほうで、やっぱり数百万円という特殊詐欺被害が目立っていると

いう現状がございます。一律というのは重いというところは重々理解しておりますが、その辺り

は、この審議会の委員の皆様の御意見を尊重して、その後についても検討するところはしていか

なければいけないのかなと思っております。

まずは、今現状では７０歳から９０歳の方について一律で情報を提供し、特殊詐欺の減滅に向

けて取り組んでいく。警察署にお任せするだけではなく、市としても一緒になって取り組んでい

きたいということを今考えております。

以上でございます。

渡辺渉委員 神奈川県内で実施している自治体が他にないというのと、都内でも見直しがあったりして、な

かなか広がってはいないということだとは思うので、確かに特殊詐欺はすごく件数が伸びていて

対策しなければいけないというのは重々承知の上ではあるのですが、この取組はやや難しいとい

いますか、慎重な検討を要するというのはやはり思います。

神奈川ではちょっと参考にする事例はないのですが、新宿が先行してやっているので、少なく

ともそこの状況をつかむ努力をするほうが大事なのではないかという気がしますね。提供自体は

重いですが、その活用という意味では、巡回連絡などと同様の旧来の手法であって、目新しい対

策をするわけではなく、絞り込んでいくという、その効率化の部分だと思います。でも、実際家

にいなかったりとか、あるいは訪問されることを拒む方もいると、なかなか重い情報提供した割

に活用されるチャンスというか可能性というのは、あまり高くないのではないかなという気がど

うしてもしてしまうんですね。これも報道で、東京の過去の事例ですけれども、同意を取ったり

したようなケースもあったと思いますので、何かちょっとワンクッションといいますか、住民の

側からすると、いきなりという印象もどうしてもあるとは思いますし、そもそもこういう方針を

取るということ自体をスタートしていくに当たって、その是非といいますか、ニーズといいます

か、訪問される側の立場に立った慎重な準備というのがあってしかるべきなんじゃないかなと思

います。

湯淺会長 はい。中澤委員、今、手を挙げておられますか。

中澤委員 再度発言させてもらってよろしいでしょうか。

湯淺会長 はい、お願いいたします。

中澤委員 やはりこれ、私もすごく疑問を持っているので、もう一回言わせていただきたいのですが、新宿

区の例が出ていると思うのですけれども、新宿区でこういうことがなされた後に、弁護士会のほ

うでも会長声明で、警察に個人情報を提供することについて抗議する声明を出していますし、や

はり私弁護士としては、これについて、すごく慎重にあるべきだと思っています。その声明の中

で、他の市でもそれを情報提供するという話を結局最終的にはしなかったというような事例もあ

るみたいなので、もう少しそういう事例とかも調べていただいたり、新宿区で今どうなっている

のかを調べていただきたいなと思いました。

湯淺会長 ありがとうございます。
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非常に賛成、反対で意見が分かれやすい政策だと思います。会長として私の所見を三つほど申

し上げると、恐らく目的自体に反対する人はあまりいないだろうと、目的は非常によいであろう

と。ただし、やはり提供先が警察であるということに鑑みますと、極力提供情報は最小限にする

ことが望ましい。その上で、ある年代以上の方については一律で提供するということについて、

先ほど中澤委員や岡倉委員からも御質問、御指摘があったのは、そのやむを得ないというところ

についての説明は、本件の諮問の少なくとも文章においてもう少し明示的に示されている必要が

あっただろうと思います。必ずしも独居老人だけが被害に遭っているわけではないという問題も

ありますし、逆にあるいは対象の抽出ということが実際の犯罪の予防という期待される効果に鑑

みて逆に困難であるということがもう少し明示的に示されている必要があるだろうと思います。

それから、２点目は、類似の取組として新宿区の取組があるということで、新宿区の取組は実

は、先ほど中澤委員からも御指摘があったように、かなり賛否があって、かつ新宿区は警察に提

供することは希望しませんという人、いわゆるオプトアウトの手続を取り入れているんですね。

今回は、川崎市の場合はそこが今回諮問された限りでは取り入れられていないようなのですが、

やはり当然、私はそんなものを提供されてほしくはないのだという方が、一定数おいでになるか

もしれません。これは、この種の政策の宿命だと思います。その点についてどうするのかという

ことを、もう少し明確にする必要があるであろうと。

３点目は、その問題に関連しますが、この実施機関として市民の皆さんにどういう形で説明す

るのか、非常に重要だと思うんですね。形式的には、審議会でこういうふうに諮問があり、答申

をして委員の皆様の審議を経て、仮に認められたとしても、やはり市民、区民の皆さんの中でい

つの間にそんなものが決まったのかという方もやはりおられるであろう。逆に、賛成という方も

おられるでしょう。ですから、やはり一定数の抵抗感を持つであろう方々に対して、どのように

丁寧に説明をしていくのかということが今日の諮問からは窺えないです。ですので、やはりそこ

も含めて、課題が大きいことは事実と思います。

また、法文の解釈上は、中澤先生がおっしゃったように、振込詐欺の防止は非常に大きな課題

ではありますが、財産犯であり経済犯であるし、人身の被害等とはやはり一段違いがあるという

ことを考える必要があると思います。

では、ちょっと時間も押しておりますので、一旦実施機関には退席していただいて、本件の諮

問に対してどのように答申すべきか、委員の皆様と議論をさせていただきたいと思います。

それでは、実施機関は、ひとまず退席していただいて結構です。

（実施機関退室）

湯淺会長 恐らく目的自体は、皆さん反対だという方はおられないと思うんですが、やり方、あるいはその

提供、一律に提供してしまって良いかについて御懸念が、かなり委員の皆様からもありました。

あるいは、中澤委員、あるいは冨田委員からも法文上の解釈の問題。あるいは、生年はともかく

として生年月日までが要るのかとか、いろいろと問題があるように思います。他方、特殊詐欺が

増加しているということも否定し得ないところでもあるので、二つやり方があると思うんですね。

基本的には、諮問に対して提供可としつつ、その提供の方法、例えば提供すべき情報をもう少し

生年だけにして月日を取り除くとか。あるいは、市民に対して、この件について丁寧な説明をす

ることを求めると。あるいは、提供先の神奈川県警察における実際の使用について、この、正に

要領にあるようにきちんと管理するようなことを十二分に配慮した上でというように、条件をつ

けて今回は提供可と答申するというのが一つでございます。
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もう一つは、やはりいろいろ御質問、あるいは御懸念があったところも否定できないので、継

続審議にすると。ちょっとスケジュール調整が難しいかもしれませんが、年内ぐらいにもう一回

継続審議にする方法もあり得ると思いますね。これは、事務局のほうはいかがですか。

葛原担当係長 会長の御提案の継続審議につきましては、委員の皆様がそのように判断なさるのでしたら、

事務局としては可能な限り対応したいと思います。日程調整は、また改めて行わせていただきた

いと思います。

湯淺会長 やはりこれは難しい問題ですね。はい、どうぞ。

後藤委員 後藤でございます。この一律の提供という部分は、私個人としては反対です。警察のやるべきこ

とは特殊詐欺集団の逮捕、調査、そちらのほうかなと。その部分が優先じゃないのかなというこ

とと、あと特殊詐欺の実行阻止に効果を発揮しているのは、コンビニとか金融機関とか民間なん

ですね。介護事業所なんかも、貢献していただいているのかなと思いますね。それは、やはりお

金の部分を御自宅のところに、タンス預金で持っておられる方というのは極めて少ないと思いま

すので、やはり出し入れをするという部分で、窓口で阻止する。あるいは、機械のところで阻止

するという部分があるのかなと。だから、警察のやるべきことは本来的にはこの部分では広報活

動になるのかなという感じを私自身は持っています。

以上です。

湯淺会長 ありがとうございました。他の委員の皆様、いかがでしょうか。

 岡倉委員、お願いいたします。

岡倉委員 この議論というのは、今、委員の言われた政策の部分と、法律の解釈の部分の二つがあるのでは

ないかと思って、ここで聞かれているのは法律の話だとすれば、私の知っている限りですと、住

民基本台帳票で、自衛隊員の募集、１７歳から何歳までの人を住民基本台帳から自衛官募集とい

うことで抜き出して、それぞれのところへ送っているということを考えれば、これは公共的な、

公益的な目的があるのですから、十分それは可能だという話で、これは特に外部提供しても問題

ないのではないかと考えます。

湯淺会長 ありがとうございます。他の委員の皆様も御意見いかがでしょうか。

はい、お願いいたします。

八巻委員 大変勉強になりました。私も仕事していたときには海外で生活をしておりましたので、今回こう

した案件でこれほど警察関係と、他の行政との情報交換が日本はできていなかったのかなという

ことに驚いています。実際に、海外で仕事をして入国した後、警察がその後に確認に来るとか巡

回するとかというのは日常的にありましたので、特に驚くことはなかったのですが、日本はそう

でなかったということを今知りまして、改めて驚いています。

ただ、今の時世を考えた場合に、限られた警察の、また行政の人的資源の中でこうした犯罪を

抑止していくということについては、何らかの協議なり、手だてなりというのは必要なんだろう

とは思っております。

以上です。

湯淺会長 オンラインで、冨田委員、どうぞ。お願いいたします。

冨田委員 ありがとうございます。この答申をするかどうかについての御提案なんですけれども、今、委員

からの御発言で、やはりこの情報提供に対する必要性、あと効果が本当に得られるかというとこ

ろについての御疑問が多数提供されていて、急迫の危険を避けるためにやむを得ないということ

まで言えるのか、というところの判断が下せないのではないかというように私はお見受けしてい

ます。私も、果たしてこの情報提供をすることで、警察がこの特殊詐欺の予防を確実にできるん

だというところでの説得力を持った、例えばデータであるとか実績であるとか、対策によってこ
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ういう効果が出るんですというところの御説明がなかったように思いますので、その点について

疑義があるということを返して、再検討していただくということがよろしいのではないかと思い

ます。その上で、追加の資料が出てくるか出てこないか。それで、出てこないということであれ

ば今の内容で判断をする。もしくは、出てきた場合には再審議するという方法はいかがでしょう

か。そこまでのことなく、今日決められるということであれば、そういう御議論もいただければ

と思います。

湯淺会長 皆様、大変活発に御意見をいただきまして、ありがとうございました。やはり一定の年代の方の

個人情報を包括的に、しかも当初の実施機関側の計画では、いわゆるオプトアウトなしに提供す

るということについて委員の皆様の懸念があり、あるいは提供の目的と効果についての説明が不

足という部分も多々見受けられるように思われますので、本件につきましては、委員の皆様の御

意見も踏まえまして、継続審議とさせていただき、本日これで答申をする、しないを決めるとい

うことは避けたいと思います。

また、私と事務局とで、次回に備えて、実施機関側ともう少しここを明確にしてください、あ

るいは、ここはもう少し説明の中に加えてくださいということの準備をさせていただいた上で、

できましたら１１月中が難しければ１２月中ぐらいにもう一回、審議をさせていただいて、そこ

で答申するということについて、改めて皆様の御意見を賜らせていただきたいと思います。

ということで、本日は、これについては継続審議とするということでよろしいでしょうか。

（異議なし）

 ありがとうございました。

それでは、本件は継続審議とすると決したいと思います。井野さん、どうぞ。

井野担当課長 今、１１月か１２月とお話しいただいたんですけれども、先ほど渡辺委員からもお話があり

ましたとおり、新宿区がどうなのかというところ、そういった調査も実施機関のほうで必要にな

るかと思います。そうしますと、１１月はまず厳しいだろうと思います。早ければ１２月、あと

は実施機関のほうでいつまでにやるべきなのかというところも踏まえまして、事務局と実施機関

のほうで調整させていただいた上で、会長等と御相談させていただければと思います。

以上でございます。

湯淺会長 それでは、日程のほうは、実施機関側と事務局側のほうの準備の状況次第で、改めて日程を決め

させていただきたいと思います。大変熱心な御議論をいただきましてありがとうございました。

【議題（２） 川崎市の個人情報保護制度の考え方（案）に対するパブリックコメントの実施結果につい

て】

湯淺会長 それでは、本日の二つ目の議題、これは報告事項でございます。川崎市の個人情報保護制度の考

え方（案）に対するパブリックコメントの実施結果について、事務局からお願いいたします。

葛原担当係長 では、川崎市の個人情報保護制度の考え方（案）に対するパブリックコメントの実施結果に

ついて、御説明いたします。

まず初めに、１の経過でございますが、７月２５日の本審議会において、個人情報の保護に関

する法律の改正に伴う川崎市の個人情報保護制度の在り方について、答申をいただいたところで

すが、個人情報の保護に関する法律の改正により、令和５年４月１日から本市も個人情報保護法

の適用を受けることとなります。答申を踏まえて検証を行い、法施行条例等に定める川崎市の個

人情報保護制度の考え方（案）を取りまとめ、市民の方々から御意見を募集しました。

次に、２の意見募集の概要でございますが、募集の期間は９月８日から１０月７日までの３０
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日間でございまして、意見の提出方法、募集の通知方法及び結果の公表方法につきましては、表

に記載のとおりでございます。

次に、３の結果の概要でございますが、意見提出数は計３通、意見総数は４件でございました。

次に、４の意見の内容と対応でございますが、（２）の意見の件数と対応区分の表を御覧くださ

い。個人情報保護制度全般に関することが１件、個人情報の安全管理に関することが２件、その

他が１件でございまして、さらにこの表で件数のところは全部ゼロで表記しておりますが、全部

で４件、意見がございました。なお、それぞれの御意見に対する市の考え方の区分の結果につき

ましては、表の右半分にございますとおり、Ｂは２件、Ｄは１件、Ｅは１件でございました。

次に、２ページを御覧ください。

具体的な御意見の内容と、いただいた御意見に対する市の考え方についてでございます。

初めに、アの個人情報保護制度全般に関することにつきましては、川崎市の個人情報保護への

取組についての御意見でございました。これまでの本市における個人情報保護のための取扱いが

法の趣旨に反し認められないとされているなど、本市の個人情報の取扱いについて見直しが必要

となる部分があるものでございますが、今後も個人情報保護法の趣旨に沿った形で、引き続き、

個人情報の適正な取扱いについて徹底してまいりたいと考えております。

次に、イの個人情報の安全管理に関することでございますが、個人情報の安全管理についての

御要望でございました。これまでと同様に、個人情報の取扱いに関する規則や川崎市情報セキュ

リティ基準等に基づき、漏えい等の防止を行ってまいりたいと考えております。

もう一つの意見は、個人情報漏えい事件を起こした職員への罰則強化についての御要望でござ

いました。法に定められた基準についての法の罰則を条例で強化することはできませんが、法の

趣旨に沿った形で、引き続き、個人情報の適正な取扱いについて徹底してまいりたいと考えてお

ります。

最後のその他につきましては、個人情報の未成年者の情報に関する過度な制限を見直されたい

との御意見でございました。本市としましては、法の趣旨に沿った形で、引き続き、個人情報適

正の取扱いについて徹底してまいりたいと考えております。

これらの御意見の趣旨を踏まえまして、当初案のとおり条例改正の手続を進めてまいります。

今後の予定につきましては、３ページの５にまいりまして、令和４年第５回、１２月の市議会

の定例会におきまして条例改正について提案をしまして、来年４月の施行となります。資料の記

載には「令和４年５月同条例施行」となっておりますが、これは記載誤りでして、「令和５年４月

同条例施行」となりますので、訂正させていただきます。

４ページ以降に資料といたしまして、パブリックコメント実施時の資料、川崎市の個人情報保

護制度の考え方を付けておりますので、後ほど御参照いただければと思います。

以上で、パブリックコメント実施結果についての説明を終わらせていただきます。

湯淺会長 ありがとうございます。パブリックコメントの件、皆様から御質問、御意見はございますでしょ

うか。よろしいでしょうか。

それでは、本日、大分時間がかかりまして申し訳ありませんでした。本日の予定の議題につい

ては以上ということですが、他に何か議題などはありますか。特によろしいですか。

特にないようでしたら、事務局から事務連絡をお願いいたします。

【その他】

鈴木担当係長 承知いたしました。次回でございますが、次回は、先ほど継続審議となりました案件につき
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まして、事務局と実施機関等で調整した後、皆様に改めて日程について御連絡させていただきま

す。

また、本日の審議につきましては、通常どおり議事録の確認を概ね１か月後をめどに御連絡さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。本日の報酬に関しましては、１１月２１日

の支払いとなり、支払明細に関しましても同日付近に皆様方に郵送いたしますので、御了承くだ

さい。

最後になりますが、対面会議で御参加の皆様におかれましては、お手元の資料のうち、ハンド

ブック及びフラットファイルにつきましては、そのまま机の上に置いておいていただければと思

います。

事務局からは以上でございます。

湯淺会長 浦野委員、手を挙げていらっしゃいますか。何か御発言ございますか。

浦野委員 今日の地域安全推進課の担当の方の説明が、個人の意見や考えに基づくものが少し多いのではな

いかなと思いましたので、やはり個人ではなくて組織として考えたことに基づいて判断するとい

うことが基本かなと思いました。

湯淺会長 大変適切な御指摘、ありがとうございます。担当者個人としての熱意は十分感じましたが、やは

り神奈川県警察とどう連携するかという組織同士の話でありますので、今の浦野委員の御指摘は

大変ごもっともかと思います。ありがとうございました。

それでは、特に他によろしければ、本日はこれで閉会したいと思いますが、よろしいですか。

本日は長時間ありがとうございました。また、ハイブリッドでいろいろ御迷惑をおかけいたし

ましたが、これで閉会したいと思います。ありがとうございました。

― 補足 ―

諮問第２４２号について、後日、実施機関から次のとおり報告があった。

次の事項について、引き続き慎重な調査・検討を行う必要があることから、当該諮問を取り下げます。

  １ 根拠法令の精査

 ２ 市民への対応方法


