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横 情 審 答 申 第 7 7 0号 

平 成 2 2年 ３ 月 2 6日 

 

 

横浜市長 林 文 子 様  

 

                  横浜市情報公開・個人情報保護審査会 

                     会 長   三 辺 夏 雄 

 

 

 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第１項の規定に基づ

く諮問について（答申） 

 

 

平成21年12月２日安危管第1043号による次の諮問について、別紙のとおり答申しま

す。 

 

「刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第172号）」ほ

か294件の別添１に示す行政文書に係る一部開示決定に対する異議申立てについての

諮問 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

答     申 

１ 審査会の結論 

横浜市長が、「刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危

第172号）」ほか294件の別添１に示す行政文書を一部開示とした決定は、妥当である。 

２ 異議申立ての趣旨 

本件異議申立ての趣旨は、「刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平

成19年度安危第172号）」ほか294件の別添１に示す行政文書（以下「本件申立文書」

という。）の開示請求に対し、横浜市長（以下「実施機関」という。）が平成21年８

月３日付で一部開示とした決定（以下「本件処分」という。）の取消しを求めるとい

うものである。 

３ 実施機関の一部開示理由説明要旨 

本件申立文書については、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年２

月横浜市条例第１号。以下「条例」という。）第７条第２項第６号に該当するため一

部開示としたものであって、その理由は次のように要約される。 

(1) 本件申立文書のうち非開示とした部分（以下総称して「本件非開示部分」とい

う。）については、犯罪捜査の内容が示されている部分であり、開示することによ

り、捜査中であれば捜査当局による正確な事実の把握を困難にするおそれ又は不当

な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるほか、捜査が終了

しているとしても、捜査当局がどのような着眼点や考慮要素を持って繁華街安心カ

メラ（以下「カメラ」という。）の画像を捜査に利用しているかという一般的な捜

査情報及びその傾向が開示されることで、今後設置地区内において発生する犯罪に

関し、捜査機関の適正な捜査に支障を及ぼし、若しくは犯罪行為を容易にし、又は

その発見を困難にするおそれがあること、ひいては繁華街安心カメラ事業の目的の

一つである犯罪の抑止に支障を及ぼすおそれがあることから、本号に該当し、非開

示とした。 

(2) 本件非開示部分が犯罪捜査の内容が示されている部分であると判断した理由につ

いては、それぞれ次のとおりである。 

  ア 捜査関係事項照会書（以下「照会書」という。） 

    この文書は、捜査機関が本市に対し、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第
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197条第２項に基づき照会を行うための文書であり、その全体が犯罪捜査の内容

である。異議申立人（以下「申立人」という。）は、部分的には情報を公開でき

る旨主張しているが、本件処分において、本市の文書の起案日及び決裁日を公開

しており、個別項目のいずれかを開示した場合、開示した起案日等と照合するこ

とにより個別の犯罪等を推定することが可能であり、捜査機関の今後の適正な捜

査に支障を及ぼす等のおそれがある。また、これらの情報を除いた部分を開示し

たとしても、照会書の様式を開示するものと同じとなり、有意の情報とは認めら

れないため全体を非開示とした。 

  イ 照会書の文書番号、カメラの地区名及び番号、画像データの撮影日及び撮影時

刻、司法警察員の所属、階級・職名及び氏名、捜査機関名、照会元（警察署）、

文書番号（照会書）並びに申請元（警察署） 

    これらの部分については、照会書と同じ内容であることから、照会書と同様に

犯罪捜査の内容であると判断した。 

  ウ 事件の具体的内容を記した部分 

    この部分は、犯罪発生時から捜査機関からの照会までの経緯について記載した

部分であり、犯罪及びその捜査の内容であると判断した。 

  エ 繁華街安心カメラ緊急利用申請書（閲覧用）（以下「緊急利用申請書」とい

う。） 

    この文書は、現に人の生命・身体・財産に危険が及んでおり、犯罪捜査のため

に緊急に撮影中の画像の閲覧が必要な場合であって、休庁日又は深夜であるため

捜査機関が照会書を提出できないときに、捜査機関から提出された申請書である。

このため、照会書と同様に全体が犯罪捜査の内容であると判断した。 

  オ 捜査担当職員の種別、所属、氏名及び階級並びに受領者（氏名） 

    これらの情報は、犯罪捜査を現に行っている職員の情報であることから、犯罪

捜査の内容である。また、これらの職員の氏名等が知られることにより、当該職

員の身体に危険が及ぶおそれがあるなど、捜査機関の適正な職務の執行に重大な

支障を及ぼすことから、本号に該当すると判断した。 

４ 申立人の本件処分に対する意見 

申立人が、異議申立書において主張している本件処分に対する意見は、次のように

要約される。 

 
(1) 本件処分を取り消すとの決定を求める。 
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(2) 照会書について、照会書であるというだけでは今後の適正な捜査に支障を及ぼす

とまでは考えられず、少なくとも部分的には情報を公開できると思われる。また、

既に終結した刑事事件等についての照会書は捜査中の事件よりも公開できる部分は

増えると思われる。また、照会書の文書番号は、文書管理のために用いるものであ

り、捜査に関する内容であるとはいえず、非公開とする理由がない。 

(3) カメラの地区名及び番号並びに画像データの撮影日及び撮影時刻は、明らかに捜

査に支障があるとはいえない。これらの情報は、いずれもカメラの画像の外部提供

に関する具体的事実であり、人の生命、健康、生活又は財産（プライバシー権を含

む。）を保護するため公にすることが必要である。刑事事件と無関係の第三者が肖

像として含まれている情報が提供されたということの性質に鑑みれば、そのような

情報提供の事実は市民等の知る権利が及ぼされることが肝要であり、市民のプライ

バシー権にかかわる重要情報として公開されなければならない。 

(4) 司法警察員の所属、階級、職名及び氏名は、明らかに捜査に支障があるとはいえ

ない。警察署の名称及び捜査機関名は、地方公共団体の機関名称に関する情報であ

るから、捜査に関する内容であるとはいえない。 

(5) 事件の具体的内容を示した部分は、刑事事件に直接関連する情報であり、捜査に

支障を及ぼす場合には公開できないと思われるが、支障を及ぼすおそれがあるかど

うかは捜査事件が起訴などの一定の処分により終了したか否かが重要である。実施

機関は、捜査事件の具体的な進捗状況等については何ら触れずに概括的に非開示と

しており納得できない。 

(6) 緊急利用申請書の全体を非開示としたことは妥当ではなく、開示すべきである。 

(7) 捜査担当職員の所属及び氏名並びに受領者の氏名についても捜査に関する内容で

あるとはいえない。 

(8) 一部開示決定通知書の理由欄には「・・・と認められるため」とあるが、条例第

７条第２項第６号には「認められる」という記載はないから、行政機関の長の裁量

権は「認められる」型の条例より狭いと考えられる。 

５ 審査会の判断 

(1) 繁華街安心カメラについて 

 

横浜市では、市内都心部における災害等の緊急事態への対処及び予防並びに犯罪

の抑止に活用することを目的として、当該都心部の主要繁華街５地区にカメラを設

置しており、繁華街安心カメラ運用要綱（平成18年12月安危第1067号）に基づいて
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運用している。 

同要綱第９条では、画像データ等の外部提供について、法令等の定めがあるとき

（第１号）、人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認

められるとき（第３号）には、画像データ等を第三者に提供することができるとさ

れている。 

(2) 本件申立文書について 

本件申立文書は、カメラの画像データについて、警察等の捜査機関から刑事訴訟

法第197条第２項に基づく照会があった場合に、実施機関がこれに応じて画像デー

タを画像の閲覧又はＤＶＤの交付により提供した際の手続に係る文書であって、合

計で295件の行政文書である。当審査会で見分したところ、各文書の構成及び本件

非開示部分の種別から別添１の区分１から区分８までに分類することできると認め

られ、区分ごとの行政文書の構成及び本件非開示部分は別添２のとおりである。ま

た、区分ごとの文書の内容については、次のとおりである。 

区分１から３まで： 捜査機関からの照会を受け、実施機関が画像データの提供

を決定した起案文書 

区分４及び５  ： 捜査機関から緊急の照会を受け、実施機関が画像データを

提供した場合に、事後に提供した旨を実施機関内で報告する

ために作成された供覧文書 

区分６     ： 捜査機関からの照会を受けて実施機関が画像データの提供

を決定したものの、提供の前に捜査機関が照会を取り消した

ため、提供用に作成したＤＶＤの破砕処分について決定した

文書 

区分７及び８  ： 捜査機関からの照会に係る処理経過を一覧表にした文書 

(3) 条例第７条第２項第６号の該当性について 

ア 条例第７条第２項第６号では、行政文書を開示しないことができる場合として、

「市の機関又は国、・・・他の地方公共団体・・・が行う事務又は事業に関する

情報であって、公にすることにより、・・・当該事務又は事業の性質上、当該事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」については開示しな

いことができると規定している。 

イ 実施機関は、本件非開示部分は犯罪捜査の内容が示されている部分であり、開

示することにより、捜査中であれば捜査当局による正確な事実の把握を困難にす

－４－ 



るおそれ等があるほか、捜査が終了しているとしても、捜査当局の一般的な捜査

情報及びその傾向が開示されることで、今後設置地区内において発生する犯罪に

関し、捜査機関の適正な捜査に支障を及ぼすおそれ等があること、ひいては本事

業の目的の一つである犯罪の抑止に支障を及ぼすおそれがあることから、本号に

該当すると主張するので、以下検討する。 

ウ 当審査会で本件申立文書を見分したところ、本件非開示部分は、どのような事

案に関してどの捜査機関が、いつ、どのような画像データの提供を受けて捜査を

進めたのか、また、当該事案がどのように推移したのかをうかがい知ることがで

きる情報であって、いずれも司法警察職員による捜査の内容を示す情報であると

認められた。 

  このような司法警察職員による捜査の内容を示す情報を公にした場合、捜査に

おける捜査機関の着眼点や考慮要素など、捜査機関の捜査の手法、対応方針等が

推測されることとなり、捜査機関の今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあると認められることから、本件非開示部分はいずれも本号に該当する。 

エ 申立人は、異議申立書の中で本件非開示部分のうち事件の具体的内容を記した

部分について、捜査の進捗状況によっては開示すべき情報があるのではないかと

主張するが、仮に捜査が終了した事案があるとしても、当該事案に係る本件非開

示部分を公にすると、カメラの画像を活用した捜査の手法等の一般的な傾向が明

らかとなり、その結果、今後の同種の捜査を行うにあたって捜査機関の適正な捜

査の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、前記ウの判断を左

右するものではない。 

オ また、申立人は、本件非開示部分のうち照会書及び緊急利用申請書について、

部分的にでも情報を公開できるのではないかと主張する。しかし、照会書は司法

警察職員が捜査の一環として刑事訴訟法に定められた権限に基づいて公務所等に

照会する際に使用するものであり、その全体が一体として捜査の内容を示す情報

であるといえ、本件の緊急利用申請書についても、捜査機関の職員が捜査上の必

要のために実施機関に提出したものであって文書の性質や内容という点では照会

書と同じであると考えるのが適当である。したがって、これらの文書を一体とし

て非開示とした実施機関の決定は妥当である。 

(4) 結論 

以上のとおり、実施機関が本件申立文書を条例第７条第２項第６号に該当すると
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して一部開示とした決定は、妥当である。 

（第二部会） 

委員 金子正史、委員 池田陽子、委員 高見沢 実 
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別添１ 本件申立文書の内訳 

１ 区分１ 

 (1)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第172号） 

 (2)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第173号） 

 (3)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第303号） 

 (4)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第304号） 

 (5)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第331号） 

 (6)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第361号） 

 (7)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第445号） 

 (8)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第478号） 

 (9)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第557号） 

 (10) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第558号） 

 (11) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第580号） 

 (12) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第642号） 

 (13) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第665号） 

 (14) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第666号） 

 (15) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第667号） 

 (16) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第719号） 

 (17) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第771号） 

 (18) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第772号） 

 (19) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第809号） 

 (20) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第837号） 

 (21) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第869号） 

 (22) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第897号） 

 (23) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第914号） 

 (24) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第920号） 

 (25) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第930号） 

 (26) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第947号） 

 (27) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第949号） 

 (28) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第960号） 

 (29) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第961号） 

 (30) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第962号） 

 (31) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1062号） 

 (32) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1097号） 

 (33) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1118号） 

 (34) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1166号） 

 (35) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1167号） 

 (36) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1168号） 

 (37) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1209号） 

 (38) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1237号） 

 (39) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1259号） 

 (40) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1301号） 

 (41) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1302号） 

 (42) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1310号） 

 (43) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1367号） 
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 (44) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1398号） 

 (45) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1404号） 

 (46) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1415号） 

 (47) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1433号） 

 (48) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1487号） 

 (49) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1546号） 

 (50) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1548号） 

 (51) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1608号） 

 (52) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1626号） 

 (53) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1678号） 

 (54) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1679号） 

 (55) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1709号） 

 (56) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1710号） 

 (57) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1711号） 

 (58) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1729号） 

 (59) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1750号） 

 (60) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1756号） 

 (61) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1778号） 

 (62) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1824号） 

 (63) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1841号） 

 (64) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1859号） 

 (65) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1869号） 

 (66) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第1970号） 

 (67) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第2040号） 

 (68) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第2063号） 

 (69) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第2161号） 

 (70) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第2165号） 

 (71) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第７号） 

 (72) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第65号） 

 (73) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第66号） 

 (74) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第68号） 

 (75) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第69号） 

 (76) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第70号） 

 (77) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第71号） 

 (78) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第82号） 

 (79) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第83号） 

 (80) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第85号） 

 (81) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第98号） 

 (82) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第99号） 

 (83) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第112号） 

 (84) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第114号） 

 (85) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第116号） 

 (86) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第119号） 

 (87) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第126号） 

 (88) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第150号） 

 (89) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第152号） 

－８－ 



 (90) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第170号） 

 (91) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第172号） 

 (92) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第194号） 

 (93) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第195号） 

 (94) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第215号） 

 (95) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第216号） 

 (96) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第220号） 

 (97) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第222号） 

 (98) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第227号） 

 (99) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第229号） 

 (100) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第230号） 

 (101) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第240号） 

 (102) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第241号） 

 (103) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第251号） 

 (104) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第264号） 

 (105) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第275号） 

 (106) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第279号） 

 (107) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第286号） 

 (108) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第304号） 

 (109) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第308号） 

 (110) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第319号） 

 (111) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第320号） 

 (112) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第333号） 

 (113) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第339号） 

 (114) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第341号） 

 (115) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第342号） 

 (116) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第349号） 

 (117) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第350号） 

 (118) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第351号） 

 (119) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第352号） 

 (120) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第365号） 

 (121) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第369号） 

 (122) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第370号） 

 (123) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第377号） 

 (124) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第383号） 

 (125) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第385号） 

 (126) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第386号） 

 (127) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第387号） 

 (128) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第389号） 

 (129) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第391号） 

 (130) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第400号） 

 (131) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第401号） 

 (132) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第407号） 

 (133) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第414号） 

 (134) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第424号） 

 (135) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第428号） 
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 (136) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第432号） 

 (137) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第438号） 

 (138) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第443号） 

 (139) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第444号） 

 (140) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第453号） 

 (141) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第460号） 

 (142) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第461号） 

 (143) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第467号） 

 (144) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第469号） 

 (145) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第508号） 

 (146) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第526号） 

 (147) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第533号） 

 (148) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第540号） 

 (149) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第541号） 

 (150) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第542号） 

 (151) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第543号） 

 (152) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第544号） 

 (153) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第546号） 

 (154) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第547号） 

 (155) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第548号） 

 (156) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第550号） 

 (157) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第551号） 

 (158) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第552号） 

 (159) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第557号） 

 (160) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第560号） 

 (161) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第563号） 

 (162) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第564号） 

 (163) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第565号） 

 (164) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第570号） 

 (165) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第571号） 

 (166) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第574号） 

 (167) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第582号） 

 (168) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第591号） 

 (169) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第592号） 

 (170) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第597号） 

 (171) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第613号） 

 (172) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第614号） 

 (173) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第627号） 

 (174) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第635号） 

 (175) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第643号） 

 (176) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第658号） 

 (177) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第668号） 

 (178) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第679号） 

 (179) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第687号） 

 (180) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第689号） 

 (181) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第697号） 
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 (182) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第716号） 

 (183) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第717号） 

 (184) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第720号） 

 (185) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第733号） 

 (186) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第734号） 

 (187) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第741号） 

 (188) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第749号） 

 (189) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第756号） 

 (190) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第760号） 

 (191) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第773号） 

 (192) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第774号） 

 (193) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第775号） 

 (194) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第780号） 

 (195) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第794号） 

 (196) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第795号） 

 (197) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第800号） 

 (198) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第811号） 

 (199) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第826号） 

 (200) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第845号） 

 (201) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第846号） 

 (202) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第858号） 

 (203) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第883号） 

 (204) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第886号） 

 (205) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第900号） 

 (206) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第903号） 

 (207) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第911号） 

 (208) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第913号） 

 (209) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第914号） 

 (210) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第915号） 

 (211) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第916号） 

 (212) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第924号） 

 (213) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第931号） 

 (214) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第939号） 

 (215) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第957号） 

 (216) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第971号） 

 (217) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第979号） 

 (218) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第980号） 

 (219) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第984号） 

 (220) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第1035号） 

 (221) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第21号） 

 (222) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第80号） 

 (223) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第85号） 

 (224) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第94号） 

 (225) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第95号） 

 (226) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第104号） 

 (227) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第115号） 
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 (228) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第116号） 

 (229) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第117号） 

 (230) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第119号） 

 (231) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第128号） 

 (232) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第131号） 

 (233) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第132号） 

 (234) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第135号） 

 (235) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第145号） 

 (236) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第149号） 

 (237) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第150号） 

 (238) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第151号） 

 (239) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第152号） 

 (240) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第156号） 

 (241) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第157号） 

 (242) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第159号） 

 (243) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第161号） 

 (244) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第162号） 

 (245) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第163号） 

 (246) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第171号） 

 (247) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第175号） 

 (248) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第183号） 

 (249) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第185号） 

 (250) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第191号） 

 (251) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第196号） 

 (252) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第210号） 

 (253) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第211号） 

 (254) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第236号） 

 (255) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第241号） 

 (256) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第245号） 

 (257) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第246号） 

 (258) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第269号） 

 (259) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第283号） 

 (260) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第284号） 

 (261) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第291号） 

 (262) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第292号） 

 (263) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第294号） 

 (264) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第311号） 

 (265) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第320号） 

 (266) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第333号） 

 (267) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第339号） 

 (268) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第349号） 

 (269) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第355号） 

 (270) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第357号） 

 (271) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第358号） 

 (272) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第359号） 

 (273) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第378号） 
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 (274) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第379号） 

 (275) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第403号） 

 (276) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第413号） 

 (277) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第420号） 

 (278) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第424号） 

 (279) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第425号） 

 (280) 刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成21年度安危管第428号） 

 

２ 区分２ 

 (1)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第267号） 

 (2)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成19年度安危第280号） 

 

３ 区分３ 

 (1)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第184号） 

 (2)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第287号） 

 (3)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第324号） 

 (4)  刑事訴訟法第197条第２項に基づく照会について（平成20年度安危管第688号） 

 

４ 区分４ 

  繁華街安心カメラの緊急閲覧対応について（平成19年度安危第392号） 

 

５ 区分５ 

 (1)  繁華街安心カメラの緊急閲覧対応について（平成19年度安危第753号） 

 (2)  繁華街安心カメラの緊急閲覧対応について（平成19年度安危第779号） 

 (3)  繁華街安心カメラの緊急閲覧対応について（平成19年度安危第1504号） 

 

６ 区分６ 

  安危第1824号により提供予定の繁華街安心カメラの画像データ（ＤＶＤ－Ｒ）の廃

棄処分について（平成20年２月20日起案） 

 

７ 区分７ 

 (1)  捜査関係事項照会件名簿（Ｈ19年度） 

 (2)  捜査関係事項照会件名簿（Ｈ20年度） 

 (3)  捜査関係事項照会件名簿（Ｈ21年度） 

 

８ 区分８ 

  緊急閲覧受付簿（Ｈ19年度） 
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別添２ 区分ごとの文書の構成及び実施機関が条例第７条第２項第６号に該当するとし 

て非開示とした部分 

 

区分 文書の構成 実施機関が非開示とした部分 

起案表紙 － 

起案本文 捜査関係事項照会書の文書番号、カメラの地区名及び番

号、画像データの撮影日及び撮影時刻 

捜査機関への回答文（案） 
司法警察員の所属、階級・職名及び氏名、捜査関係事項照

会書の文書番号、カメラの地区名及び番号、画像データの

撮影日及び撮影時刻 

１ 

捜査関係事項照会書 全部 

起案表紙 － 

起案本文 
捜査関係事項照会書の文書番号、事件の具体的内容を記し

た部分、カメラの地区名及び番号、画像データの撮影日及

び撮影時刻 

捜査機関への回答文（案） 
司法警察員の所属、階級・職名及び氏名、捜査関係事項照

会書の文書番号、カメラの地区名及び番号、画像データの

撮影日及び撮影時刻 

２ 

捜査関係事項照会書 全部 

起案表紙 － 

起案本文 捜査関係事項照会書の文書番号、カメラの地区名及び番

号、画像データの撮影日及び撮影時刻 

繁華街安心カメラ緊急閲覧対

応報告書 

捜査担当職員の所属、氏名、種別及び階級、カメラの地区

名及び番号、画像データの撮影日及び撮影時刻、事件の具

体的内容を記した部分 

捜査機関への回答文（案） 
司法警察員の所属、階級・職名及び氏名、捜査関係事項照

会書の文書番号、カメラの地区名及び番号、画像データの

撮影日及び撮影時刻 

繁華街安心カメラ運用要綱 － 

横浜市個人情報の保護に関す

る条例（抜粋） － 

３ 

捜査関係事項照会書 全部 
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区分 文書の構成 実施機関が非開示とした部分 

起案表紙 － 

起案本文 捜査機関名 

繁華街安心カメラ緊急利用申

請書（閲覧用） 全部 

横浜市個人情報の保護に関す

る条例（抜粋） － 
４ 

繁華街安心カメラ緊急閲覧対

応報告書 

捜査担当職員の所属、氏名、種別及び階級、カメラの地区

名及び番号、画像データの撮影日及び撮影時刻、事件の具

体的内容を記した部分 

起案表紙 － 

起案本文 捜査機関名 

繁華街安心カメラ緊急閲覧対

応報告書 

捜査担当職員の所属、氏名、種別及び階級、カメラの地区

名及び番号、画像データの撮影日及び撮影時刻、事件の具

体的内容を記した部分、捜査機関名 

捜査関係事項照会書 全部 

横浜市個人情報の保護に関す

る条例（抜粋） － 

５ 

繁華街安心カメラ運用要綱 － 

簡易決裁の起案文書 捜査担当職員の所属及び氏名、事件の具体的内容を記した

部分、捜査機関名、捜査関係事項照会書の文書番号 

捜査関係事項照会書（写） 全部 

捜査機関への回答文（写） 
司法警察員の所属、階級・職名及び氏名、捜査関係事項照

会書の文書番号、カメラの地区名及び番号、画像データの

撮影日及び撮影時刻 

６ 

繁華街安心カメラ運用要綱

（抜粋） － 

７ 捜査関係事項照会件名簿 照会元（警察署）、文書番号（照会書）、受領者（氏名） 

８ 緊急閲覧受付簿 申請元（警察署）、文書番号（照会書） 
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《 参  考 》 

審 査 会 の 経 過 

年 月 日 審 査 の 経 過 

平成 2 1 年 1 2 月２日 ・実施機関から諮問書及び一部開示理由説明書を受理 

平成 2 1年 1 2月 1 0日 

（第158回第一部会） 

平成 2 1年 1 2月 1 1日 

（第161回第二部会） 

平成 2 1年 1 2月 2 2日 

（第92回第三部会） 

・諮問の報告 

平成 2 2 年１月 1 5 日 

（第162回第二部会） 
・審議 

平成 2 2 年１月 2 6 日 

（第163回第二部会） 
・審議 

平成 2 2 年２月 1 2 日 

（第164回第二部会） 
・審議 

平成 2 2 年２月 2 6 日 

（第165回第二部会） 
・審議 

平成 2 2 年３月 1 5 日 

（第166回第二部会） 
・審議 
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