
【別添資料１】 

 

建設局監視カメラ、通話録音装置、録画装置及び録音装置取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、建設局所管業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及

び職員への不当な圧力を排除する目的から設置する監視カメラ、通話録音装置、録

画装置及び録音装置の管理に関して、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（1）「監視カメラ」とは、監視を行うことを目的として特定の場所に継続的に設置さ

れるカメラをいう。 

（2）「通話録音装置」とは、電話機での通話開始とともに又は通話中に自動又は手動

で通話内容を録音、記録する装置をいう。 

（3）「録画装置」とは、画像を録画、記録する装置をいう。 

（4）「録音装置」とは、音声を録音、記録する装置をいう。 

（5）「録画データ」とは、監視カメラ及び録画装置により、撮影、記録されたものを

いう。 

（6）「録音データ」とは、通話録音装置及び録音装置（以下「通話録音装置等」とい

う。）により録音、記録されたものをいう。 

 

（課長等の責務） 

第３条 課長、工営所長、場長及び担当課長（以下「課長等」という。）は、監視カメ

ラ、通話録音装置、録画装置、録音装置並びに録画データ及び録音データを適正に

管理しなければならない。 

２ 課長等は、監視カメラ、通話録音装置、録画装置、録音装置並びに録画データ及

び録音データの取扱いを課長等及び課長等があらかじめ指定した職員以外のもの

に従事させてはならない。 

３ 課長等は、職員に本要綱の内容を遵守させなければならない。 

 

（監視カメラの設置の表示） 

第４条 課長等は、監視カメラの設置にあたり、カメラ設置箇所付近又は撮影対象区

域の見やすい場所に監視カメラを設置していることを表示するものとする。 

 

（録画装置、通話録音装置等の使用） 

第５条 職員は、必要性を十分に精査のうえ録画装置、通話録音装置等を使用するこ

とができる。 

２ 職員は、録画装置、通話録音装置等を使用するときは、相手方に録画又は録音す



ることを告知したうえで使用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、相手方に告知することを要しない。 

（1）脅迫、恐喝など不当要求行為に該当する場合、又は刑事事件に発展するおそれが

ある場合、その他トラブル等に発展するおそれがあると認めるとき 

（2）民事訴訟に発展するおそれがあると認められるとき 

（3）個人の生命、身体又は財産の安全を守る必要があるとき 

（4)前項各号の他、告知しないことがやむを得ないと認められるとき 

 

（録画データ等の取扱い） 

第６条 録画データ及び録音データ（以下「録画データ等」という。）は、大阪市個人

情報保護条例(平成 7 年大阪市条例第 11 号)に基づき適正な管理を行い流出、漏え

い、盗難、紛失その他事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。 

２ 録画データ等は、施錠可能な事務室内又は施錠可能な保管庫内において保管する

ものとする。 

３ 録画データ等の保管期間は、原則として 30 日間とし、保管期間を経過した録画デ

ータ等は、速やかに消去するものとする。ただし、やむを得ない場合はこの限りで

ない。 

４ 職員は、課長等の指示なく、録画データ等を編集又は加工をしてはならない。 

５ 課長等は、前各項に掲げるもののほか、録画データ等及び記録した媒体について、

必要な措置を講ずるものとする。 

 

（録画データ等の開示請求） 

第７条 録画データ等の開示請求があった場合は、大阪市個人情報保護条例(平成 7

年大阪市条例第 11 号)に基づき処理するものとする。 

 

（指定管理施設等の措置） 

第８条 建設局が管理する施設（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2

第 3 項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理

業務を委託するもの（以下「指定管理施設等」という。）を含む。）における監視

カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管

理者又は管理業務受託者に行わせるときは、協定、委託契約等により個人情報の

保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱の趣旨を遵守す

るよう義務付けなければならない。 

２  前項の規定により監視カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定

管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせる場合には、大阪市は、

必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設等を実地に調査し、又は当

該監視カメラの運用状況に関し、指定管理者又は管理業務受託者に報告を求め、

若しくはこれに必要な指示を行うことができる。 



 

附 則 

  この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 



【別添資料２】 

 

建設局自転車駐車場防犯カメラ設置及び管理運営規定 

 

（趣旨） 

第１条 この規定は、市内自転車駐車場（以下「駐輪場」という。）の安全確保を図るため、

犯罪の未然防止と犯罪発生時の迅速な対応等を目的とした防犯カメラの設置及び管

理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 防犯カメラは、街頭犯罪が発生する恐れのある見通しの悪い高架下や階層式駐輪

場等に設置する。設置に際しては、個人のプライバシー等に配慮する。 

（設置表示） 

第３条 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」を記載した看板等を

設置する。 

（管理及び管理責任者） 

第４条 防犯カメラに関する管理責任者は、有料駐輪場については自転車対策課長とし、

無料駐輪場は工営所長とする。 

２ 防犯カメラにより録画された映像データの管理に当たっては、大阪市個人情報保

護条例（平成 7 年改正大阪市条例第 11 号）に基づき適正な管理を行う。 

３ 防犯カメラにより録画された映像データの記録媒体等を回収する者及び撮影され

た映像を閲覧するものは、有料駐輪場については地方自治法第 244 条の 2 第 3 項及

び大阪市有料自転車駐車場条例第 5 条の規定に基づき本市と管理運営業務に関する

基本協定及び年度協定を締結した指定管理者とし、無料駐輪場は工営所長があらか

じめ指定した者に限る。 

（運用） 

第５条 防犯カメラの作動・録画については、原則終日（24 時間）行うものとする。なお、

電源供給等の事由がある場合は、この限りではない。 

（映像データの取扱い） 

第６条 撮影された映像の保管期間は、ＳＤカード方式録画装置は７日間程度とし、以外

の録画装置については、各機種により本市と指定管理者にて協議し決定する。 

期間終了後は、設置する機器の機能により上書き又は消去を行う。 

２ 画像を記録した媒体は、施錠可能な場所に管理保管する。 

（画像の利用制限） 

第７条 防犯カメラにより撮影された映像は、犯罪発生の確認及び管理上必要な場合のみ

利用することとし、他の目的のために利用してはならない。 

２ 映像データは、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供しない。 

（１） 裁判所等から法令に基づく請求があった場合 

（２） 捜査機関等から犯罪捜査の目的により照会を受けた場合（なお、提出は原則と



 

 

して捜査機関等からの文書による照会に対して報告する。） 

３ 録画した映像は、修正・加工又は複写を行ってはならない。ただし、前項の規定

により第三者に提供等を行う場合は、この限りではない。 

４ 映像データの提供に際しては、あらかじめ自転車対策課へ報告する。 

 

（その他） 

第８条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、大阪市と指定管理者との協議のうえ、

決定するものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

この規定は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

この規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 



【別添資料３】
自転車駐車場ブロック別 市設置防犯設備 一覧表

カメラ モニター レコーダー等

Aブロック 14 97 14 14

Bブロック 74 26 5 5

Cブロック 47 123 13 13

Dブロック 67 69 11 12

Eブロック 47 42 6 6

ブロック名

録画装置
（SD方式）
モニター無し

カメラ

集中モニター監視型



【別添資料４】

① 受変電設備 経済産業局への届け出の保安規定に基づく１回／年の点検の実施

② 自家発電設備 消防法に基づく自家発電・蓄電池設備の１回／６ヵ月の点検の実施

③ 直流電源装置 経済産業局への届け出の保安規定に基づく１回／月の点検の実施

④ 無停電電源装置 電気主任技術者代行者を専任し、本市の電気主任技術者の指示に基づく点検の実施

日常点検 五感による点検の実施、機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

消防法に基づく外観・機能点検（１回／６ヵ月）の実施

消防法に基づく総合点検（１回／年）の実施

対象設備機器等の重要度に応じ保守点検頻度を設定し、機能、劣化状況の判断

機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

対象設備機器等の重要度に応じ保守点検頻度を設定し、機能、劣化状況の判断

機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

照明灯の球替え等の軽微な作業

対象設備機器等の重要度に応じ保守点検頻度を設定し、機能、劣化状況の判断

機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

対象設備機器等の重要度に応じ保守点検頻度を設定し、機能、劣化状況の判断

機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

対象設備機器等の重要度に応じ保守点検頻度を設定し、機能、劣化状況の判断

機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

対象設備機器等の重要度に応じ保守点検頻度を設定し、機能、劣化状況の判断

機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

保守点検頻度を設定し、機能、劣化状況の判断

機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

注：

専門業者による建築基準法及び道路法施行規則第4条の5の2(道路橋、横断歩道橋)に準じ
る特定建築物以外の階層式自転車駐車場(1回／5年)構造物点検の実施

専門業者による点検を実施し別紙４にて提出

日常点検 機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

巡視点検を１回／年実施し別紙５にて提出

建築基準法に基づく１回／年の定期検査、1回／月の点検の実施
※フルメンテナンス契約（専門業者）

⑦

⑩

・各点検終了後、速やかに点検報告書を提出すること。

⑪

⑧

⑨

　※　建築物及び建築設備

定期点検

設備維持保全に関する業務内容

⑬
出入口用
シャッター

定期点検

日常点検

定期点検

業　　務　　内　　容点検種別

エレベータ設備 法定点検

法定点検

⑥

日常点検

設　　備

⑤

⑯

⑰

法定点検

ＣＯ検知
警報設備

駐車機械装置

駐車管制設備

給排水衛生設備

空調設備

防災設備

日常点検

日常点検

日常点検

換気設備

⑫

⑭
⑮

定期点検

日常点検

定期点検

日常点検

電気設備 日常点検

中央監視設備

定期点検

専門業者による点検の実施定期点検

専門業者による点検の実施

専門業者による点検の実施

機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

専門業者による点検の実施

専門業者による点検の実施

機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

⑤エレベータ設備については、フルメンテナンス契約とし、対象機器に応じたメンテナンス内容とする。

専門業者による点検の実施

定期点検

防犯設備

日常点検

日常点検

定期点検

定期点検

機能劣化がある場合随時判断及び修繕措置

専門業者による点検の実施

専門業者による点検の実施

※利用者が安全・安心・快適に駐車場を利用していただくために、常に各駐車場に設置されている設備等を良好に維持管理する必要がある。

※印の内容については、国土交通省のＨＰ→官庁営繕→保全関連基準→建築物点検マニュアルの作成について、を確認すること。

①～⑤、⑦、⑭～⑯※以外の設備等については、次頁以降の点検整備要領を参照

法定点検
専門業者による建築基準法に基づく特定建築物（１回／３年）、建築設備（１回／年）点
検の実施(合築施設)

・電気設備保守点検時（停電試験）には、駐車機械装置の停復電処置及び動作確認を行うこと。

・機械式駐車場については、各種点検を実施する際に、点検場所・内容を考慮して必要に応じ駐車機械装置専門業者に立会を行わせること。

定期点検における異常箇所の状態観測及び定期点検以外の箇所にて機能劣化
がある場合随時判断及び修繕措置

⑱ 土木施設（舗装・柵等）

定期点検

日常点検



【別添資料５】

■地下式自転車駐車場の時間外運営状況及び浸水対策方法一覧

止水板
(手動式)

止水板
(はめ込み式)

止水扉
排水ポンプ
（自動）

土のう 備考

1 地下鉄今里駅自転車駐車場 東成区大今里３ 地下駐輪場 大阪メトロ 午前0時25分～午前4時50分 ○ ○ 大阪メトロ対応

2 大阪城北詰駅・京橋駅自転車駐車場 都島区東野田１ 地下駐輪場 大阪メトロ 午前0時40分～午前4時30分 ○ 大阪メトロ対応

3 蒲生４丁目駅自転車駐車場 城東区今福西3 地下駐輪場
大阪メトロ
国道

午前0時30分～午前4時45分 ○ ○ ○
（手動）

○
国道管理施設
止水板、止水扉は大阪メトロ対
応

4 鴫野駅自転車駐車場 城東区鴫野東２ 地下駐輪場 大阪メトロ 午前0時25分～午前4時45分 ○ ○ ○ 止水板、止水扉は大阪メトロ対応

5 清水駅自転車駐車場 旭区清水４ 地下駐輪場 大阪メトロ 午前0時35分～午前4時50分 ○ ○ 大阪メトロ対応

6 新森古市駅自転車駐車場 旭区新森４丁目2-27 地下駐輪場
大阪メトロ
国道

午前0時30分～午前4時45分 ○ ○ ○ ○
国道管理施設
止水板、止水扉は大阪メトロ対
応

7 関目成育駅自転車駐車場 城東区関目５丁目1-5 地下駐輪場
大阪メトロ
国道

午前0時30分～午前4時45分 ○ ○ ○
国道管理施設
止水板、止水扉は大阪メトロ対
応

8 地下鉄玉造駅自転車駐車場 中央区玉造１ 地下駐輪場 大阪メトロ
午前0時40分～午前4時30分

（常駐警備員） ○ ○ 大阪メトロ対応

9 緑橋駅自転車駐車場 東成区東中本１ 地下駐輪場 大阪メトロ 午前0時25分～午前4時45分 ○ ○ ○ 止水板、止水扉は大阪メトロ対応

10 横堤駅自転車駐車場 鶴見区横堤５ 地下駐輪場 大阪メトロ
午前0時45分～午前4時55分

（常駐警備員) ○ ○ ○
大阪メトロが対応。但し、サイカ
管理員駐在時間内は、協力をす
る。

11 横堤駅自転車駐車場（鶴見複合施設内） 鶴見区横堤５ 地下駐輪場
大阪メトロ
区役所

午前0時45分～午前4時55分
（常駐警備員) ○ ○ ○ 大阪メトロ対応

12 芦原橋駅自転車駐車場 浪速区浪速東１
地下駐輪場
（半地下）

単独 24時間開放 ○ ○

13 大正駅地下自転車駐車場 大正区三軒屋東１ 地下駐輪場 大阪メトロ
午前0時45分～午前4時45分
（無人・開門は大阪メトロ） ○ ○ 止水板、止水扉は大阪メトロ対応

14 ドーム前千代崎駅自転車駐車場 西区千代崎町３ 地下駐輪場 大阪メトロ+E19国道
午前0時40分～午前4時20分

（警備員常駐） ○ 止水扉は大阪メトロ対応

15 あびこ駅自転車駐車場 住吉区苅田９
地下駐輪場
（半地下）

単独 24時間開放 ○

16 阿倍野駅自転車駐車場 阿倍野区阿倍野筋３ 地下駐輪場 大阪メトロ
午前0時30分～午前5時00分

（常駐警備員) ○

17
阿倍野駅自転車駐車場
（区民センター内）

阿倍野区阿倍野筋４
地下駐輪場
（半地下）

区民センター 午前0時30分～午前4時30分 ○

18 岸里駅自転車駐車場 西成区岸里１ 地下駐輪場
西成区役所
大阪メトロ

午前0時45分～午前4時45分
（常駐警備員) ○ ○

止水板は、指定管理者が対応。
区役所には職員待機時等は協
力して頂く。

19 北加賀屋駅自転車駐車場 住之江区中加賀屋１
地下駐輪場
（半地下）

単独 24時間開放 ○ ○

20 天王寺駅自転車駐車場 阿倍野区阿倍野筋１ 地下駐輪場 大阪メトロ 午前１時０0分～午前4時30分 ○ ○
止水板は指定管理者が対応。但
し、管理員駐在時間内。

21 花園町駅自転車駐車場 西成区花園北２ 地下駐輪場
大阪メトロ
弘治小学校

午前0時25分～午前4時30分 ○ ○ 指定管理者が対応

22 井高野駅自転車駐車場 東淀川区北江口４ 地下駐輪場 大阪メトロ
午前0時35分～午前4時40分
（無人・開門は大阪メトロ） ○ ○ 止水板、止水扉は大阪メトロ対応

23 加島駅自転車駐車場 淀川区加島3 地下駐輪場 JR
午前0時40分～午前4時30分

（警備員常駐） ○ 〇 ○
連絡通路はＪＲ対応
階段２箇所指定管理者にて対応

24 瑞光四丁目駅自転車駐車場 東淀川区瑞光３ 地下駐輪場 大阪メトロ
午前0時30分～午前4時40分
（無人・開門は大阪メトロ） ○ ○ 止水板、止水扉は大阪メトロ対応

25 だいどう豊里駅自転車駐車場 東淀川区大桐１ 地下駐輪場 大阪メトロ
午前0時30分～午前4時45分
（無人・開門は大阪メトロ） ○ ○ 止水板、止水扉は大阪メトロ対応

26 御幣島駅自転車駐車場 西淀川区御幣島１ 地下駐輪場
JR
区役所
国道

午前0時35分～午前4時30分
（警備員常駐） ○ ○ 〇 ○

止水板、止水扉はＪＲ、区役所、
国道事務所対応

27 喜連瓜破駅自転車駐車場 平野区喜連２
地下駐輪場
（半地下）

単独 24時間開放 ○

28 地下鉄長居駅自転車駐車場 東住吉区長居公園 地下駐輪場
大阪メトロ
自動車駐車場

午前0時30分～午前5時00分
（常駐警備員) ○ ○ 指定管理者が対応

29 ＪＲ平野駅自転車駐車場 平野区平野元町
地下駐輪場
（半地下）

単独 24時間開放 ○

30 十三駅自転車駐車場 淀川区新北野１
地下駐輪場
（半地下）

単独 24時間開放 ○

浸水における対策方法

名　　　　称 所在地 施設の区分
施設に関する関

係先
駐輪場閉門時間


