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個人情報ファイル簿
個人情報ファイルの名称

人身安全関連事案管理ファイル
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個人情報ファイルが利用に供される事務をつ
かさどる組織の名称
個人情報ファイルの利用目的

生活安全部 人身安全対策課
人身の安全に関わる事案を管理して重大事案の未然防止を
図るなど、適切な業務を遂行するために利用する。
○基本情報
・受理情報
１件名、２終結の有無、３管理票（県一連）番号、４管
理票（署一連）番号、５事案種別、６事案番号、７受理
所属、８処理所属、９受理者、10 受理日時、11 受理態
様、12 危険性
・被害者人定
１住所、２旧住所、３電話番号、４メールアドレス、５
氏名（フリガナ）
、６氏名、７旧姓又は異名（フリガ
ナ）
、８旧姓又は異名、９職業、10 会社所在地、11 会社
連絡先、12 性別、13 生年月日、14 年齢、15 国籍、16 人
定確認、17 備考
・特定の者人定
１住所、２旧住所、３電話番号、４メールアドレス、５

個人情報ファイルに記録される項目
（記録項目）

氏名（フリガナ）
、６氏名、７旧姓又は異名（フリガ
ナ）
、８旧姓又は異名、９職業、10 会社所在地、11 会社
連絡先、12 性別、13 生年月日、14 年齢、15 国籍、16 人
定確認、17 備考
・行為者人定
１住所、２電話番号、３メールアドレス、４氏名（フリ
ガナ）
、５氏名、６旧姓又は異名（フリガナ）
、７旧姓又
は異名、８職業、９会社所在地、10 会社連絡先、11 性
別、12 生年月日、13 年齢、14 国籍、15 人定確認、16 備
考
・行為者の各種照会結果
１被害者との関係、２交際歴・結婚歴
・画像登録
・関係者人定
１住所、２電話番号、３メールアドレス、４氏名（フリ
ガナ）
、５氏名、６旧姓又は異名（フリガナ）
、７旧姓又
は異名、８職業、９会社所在地、10 会社連絡先、11 性

別、12生年月日、13年齢、14 被害者との関係、15国籍、
16 人定確認、17 備考
・親族人定
１住所、２電話番号、３メールアドレス、４氏名（フリ
ガナ）
、５氏名、６旧姓又は異名（フリガナ）
、７旧姓又
は異名、８職業、９会社所在地、10 会社連絡先、11 性
別、12 生年月日、13 年齢、14 被害者との関係、15 連絡
の有無、16 国籍、17 人定確認、18 備考
・申出人人定
１住所、２旧住所、３電話番号、４メールアドレス、５
氏名（フリガナ）
、６氏名、７旧姓又は異名（フリガ
ナ）
、８旧姓又は異名、９職業、10 会社所在地、11 会社
連絡先、12 性別、13 生年月日、14 年齢、15 国籍、16 人
定確認、17 備考
・申出内容
・関係署回付
○速報情報
・新規・再速報
１一報日時、２速報日時、３送信警察署、送信者係・氏
名、４受信者所属、受信者係・氏名、５事案種別（主）
、
６事案種別（従）
・Ａ（当事者）の人定事項
基本情報の被害者人定（項目１、３、５、６、９、12、
13、14）に同じ
・Ｂ（行為者）の認識状況（自宅、実家、職場・学校、避
難先、その他（親戚宅等）
）
・Ｂ（行為者）の人定事項
基本情報の行為者人定（項目１、２、４、５、８、11、
12、13）に同じ
・各種照会結果
基本情報の行為者の各種照会結果（項目１、２）に同
じ
・Ｃ（第三者）の人定事項
Ｃ（第三者）が特定の者・申出人の場合、基本情報の特
定の者人定等（項目１、３、５、６、９、12、13、14）
、
関係者・親族の場合、基本情報の関係者人定等（項目
１、２、４、５、８、11、12、13）に同じ
・各種照会結果
基本情報の行為者の各種照会結果（項目１）に同じ
・認知状況

１認知日時、２方法、３届出人、４事案概要、５暴行・
脅迫、６危害言動、７つきまとい等の頻度、８暴力行為
等の頻度、９虐待形態（児童虐待）
、10 虐待形態（高齢
者虐待・障害者虐待）
・対応方針
１相談者の意向、２意思決定支援、３危険性チェック、
４事件化、５行政措置、６口頭指導（面前指導）
、７口頭
指導（電話指導）
、８援助、９通報等、10 その他
・警察署措置状況
・警察署取扱者
１生活安全課、２刑事課、３事案番号、４備考
○措置経過
１措置日、２取扱者、３区分、４措置状況
○110 番登録
・新規登録申請
１申請日、２申請先所属、３申請元所属、４特定通報者
登録種別
・被害者
基本情報の被害者人定（項目１、５、６、12、13、14）
に同じ
・被登録者
１被登録者が被害者、特定の者である場合、基本情報の
被害者人定等（項目１、３、５、６、９、10、11、12、
13、14）
、親族である場合、基本情報の親族人定（項目
１、２、４、５、８、９、10、11、12、13、14）に同
じ、２同居家族
・画像登録
・相手方
１被登録者との関係、２基本情報の行為者人定（項目
１、２、４、５、８、11、12、13）に同じ、３身体特
徴、４使用車両、５相手方の人数
・その他参考事項
１事案の概要、２本部主管課担当者、３処理結果、４県
間連絡の有無、５管理票、６警察署担当者、７緊急登
録、８管理番号
・変更、延長、解除申請
１申請日、２申請先所属、３申請元所属、４特定通報者
登録種別、５被害者氏名、６相手方氏名、７変更する
者、８新規登録依頼日、９変更事項、10 変更理由、11 延
長する者、12 登録満期日、13 延長期間、14 延長理由、

15 解除する者、16 解除理由、17 備考、18 警察署担当
者、19 本部主管課担当者
○過去歴
過去歴（取扱年、取扱所属、取扱番号）
○私事性
・その１
１受理日時、２取扱署、３取扱者所属、４取扱者、５相
談の態様、６相談内容
・被害者
基本情報の被害者人定（項目１、５、６、12、13、14）
に同じ
・相手方
１基本情報の行為者人定（項目１、４、５、11、12、
13）に同じ、２被害者との関係、３相手方の行為、４画
像の撮影者、５対応、６管理票番号
・その２
公表者
１公表者が行為者である場合、基本情報の行為者人定
（項目１、４、５、11、12、13）
、その他の者である場
合、基本情報の関係者人定（項目１、４、５、11、12、
13）に同じ、２被害者との関係、３公表手段
・提供者
１提供者が行為者である場合、基本情報の行為者人定
（項目１、４、５、11、12、13）
、その他の者である場
合、基本情報の関係者人定（項目１、４、５、11、12、
13）に同じ、２被害者との関係、３提供手段
○援助申出ＳＴ
・受理日
・申出人
基本情報の被害者人定（項目１、３、５、６、12、14）
に同じ ※項目１は住所及び居所
・ストーカー行為等をした者
基本情報の行為者人定（項目１、２、４、５、11、13）
に同じ ※項目１は住所及び居所
○受けたい援助の内容
○その他参考事項
○行政措置ＳＴ
・被害者
１基本情報の被害者人定（項目１、３、５、６、９、
12、13、14）に同じ、２年代、３特定の者との関係

・特定の者
１基本情報の特定の者人定（項目１、３、５、６、９、
12、13、14）に同じ、２年代、３行為者との関係
・行為者
１基本情報の行為者人定（項目１、２、４、５、８、
11、12、13）に同じ、２本籍、３年代、４動機
・認知項目
１取扱所属、２認知日、３認知番号、４事案概要、５行
為詳細、６ＳＮＳの使用、７ＳＮＳの種類、８被害者の
居住地、９被害者に対する防犯指導、10 パトロール等の
警戒、11 他機関引継ぎ（被害者）
、12 他機関引継ぎ日、
13 行為者の居住地、14 行為者に対する指導・警告、15 口
頭警告実施都道府県、16 他機関引継ぎ（行為者）
、17 他
機関引継ぎ日、18 その後のつきまとい等の再発、19 特記
事項、20 計上月
・警告項目
１取扱所属（申出）
、２認知日、３申出書受理の有無、４
申出書作成日、５申出書番号、６文書システム番号（受
理）
、７警告実施の有無、８警告未実施の理由、９通知の
有無、10 通知日、11 取扱所属（発出）
、12 本部書類提出
日、13 本部担当者、14 案文送付日、15 本部決裁日、16
警告書発出番号、17 文書システム番号（発出）
、18 警告
実施日、19 実施結果受領日、20 警告事実、21 警告に至る
経緯、22 行為詳細、23 使用車両、24ＳＮＳの使用、25Ｓ
ＮＳの種類、26 被害者の居住地、27 行為者の居住地、28
本年中再犯、29ＤＶ発端、30 特記事項、31 計上月
・禁止命令項目
１取扱所属（申出）
、２認知日、３申出書受理の有無、４
禁止命令等区分、５禁止命令等種別、６関連番号、７書
面警告の有無、８申出書作成日、９申出書番号、10 文書
システム番号（受理）
、11 禁止命令実施の有無、12 禁止
命令未実施の理由、13 通知の有無、14 通知日、15 取扱所
属（発出）
、16 本部書類提出日、17 本部担当者、18 聴聞
通知等決裁日、19 聴聞通知等交付日、20 聴聞等開催日、
21 聴聞等会場、22 命令書決裁日、23 命令書交付日、24
聴聞等出欠席、25 実施結果受領日、26 禁止命令等発出番
号、27 文書システム番号（発出）
、28 禁止命令有効期間
満了日、29 命令事実、30 禁止命令に至る経緯、31 行為詳
細、32 法第５条第１項第２号の有無、33 内容、34 使用車
両、35ＳＮＳの使用、36ＳＮＳの種類、37 被害者の居住

地、38 行為者の居住地、39 本年中再犯、40ＤＶ発端、41
特記事項、42 計上月
・延長禁止命令項目
１認知日、２行政措置ＳＴの禁止命令項目（項目１、３
～６、８～42）に同じ
・援助項目
１取扱所属、２援助受理番号、３文書システム番号、４
援助実施日、５援助区分、６特記事項、７計上月
○援助申出ＤＶ
・受理日
・申出者
基本情報の被害者人定（項目１、３、５、６、12、13、
14）に同じ※項目１については、住所及び居所
・加害者
基本情報の行為者人定（項目１、２、４、５、11、12、
13）に同じ※項目１については、住所及び居所
・受けたい援助の内容
・その他参考事項
○行政措置ＤＶ
・被害者
１基本情報の被害者人定（項目１、３、５、６、９、
12、13、14）に同じ、２年代
・行為者
１基本情報の行為者人定（項目１、２、４、５、８、
11、12、13）に同じ、２本籍、３年代
・援助項目
１取扱所属、２援助受理番号、３文書システム番号、４
援助実施日、５実施者、６援助区分、７特記事項、８計
上月
・書面提出項目
１取扱所属、２書面提出請求日、３提出期限、４受理
者、５回答日、６回答者、７裁判所照会日、８提出期
限、９受理者、10 裁判所回答日、11 回答者、1214 条第３
項更なる説明要求、13 申出人氏名（フリガナ）
、14 申出
人氏名、15 性別、16 加害者氏名（フリガナ）
、17 加害者
氏名、18 被害者との関係、19 計上月
・保護命令項目
１事案番号、２保護命令事件番号、３裁判所、４決定年
月日、５保護命令の種別、６決定種別、７効力発生日
時、８効力停止日時、９決定期間、10 取下げによる取消

し日、11 命令の取消し日、12 命令の一部取消し日、13Ｄ
Ｖセンターへの通知、14 再度発出の有無
・申立人
１基本情報の被害者人定（項目１、３、５、６、12、
13、14）に同じ、２年代、３命令を受けた者との関係、
４調査結果の有無
・加害者
１基本情報の行為者人定（項目１、２、４、５、11、
12、13）に同じ、２本籍、３年代、４特記事項、５認識
確認の有無
・関係者
１資料区分、２事案番号、３一連番号、４申立人の子氏
名（フリガナ）
、５申立人の子氏名、６性別、７生年月
日、８年齢、９調査結果の有無
・関係者②
１資料区分、２事案番号、３一連番号、４親族（続柄）
、
５親族以外（続柄）
、６申出人の親族等氏名（フリガ
ナ）
、７申出人の親族等氏名、８性別、９生年月日、10
年齢、11 住所、12 電話番号、13 計上月
○ＤＶ対応票
・受理情報
１受理日時、２取扱署、３取扱者所属、４取扱者、５相
談等の態様、６基本情報の被害者人定（項目１、５、
６、12、13、14）に同じ、７被害者年代、８代理人氏名
（フリガナ）
、９代理人氏名、10 性別、11 生年月日、12
年齢、13 代理人住所、14 被害者との関係、15 基本情報の
行為者人定（項目１、４、５、11、12、13）に同じ、16
加害者年代、17 被害者との関係
・相談等の内容
１種別、２被害歴、３被害頻度、４被害の期間
・過去において最もひどかった身体に対する暴力被害
１被害時期、２被害場所、３どのように身体に対する暴
力を受けたのか、４症状、５全治、６医師の診療の有
無、７警察官
・過去において最もひどかった脅迫被害
１被害時期、２被害場所、３どのように生命等に対する
脅迫を受けたのか、４警察官
・直近の被害の状態
１被害時期、２被害場所、３被害状況、４症状、５全
治、６医師の診察の有無、７警察官、８原因、９暴力態

様
・被害者の要望
・保護命令が必要と思われる被害者と同居している成年に
達しない子の状況
子が親族、関係者の場合、基本情報の親族人定等（項目
４、５、11、12、13）に同じ
・上記の子に関する加害者の言動等
・保護命令が必要と思われる被害者の親族等の状況
１親族等が親族・関係者の場合、基本情報の親族人定等
（項目４、５、11）に同じ、２親族（続柄）
、３親族以外
（被害者との関係）
・上記被害者の親族等に関する加害者の言動等
・その他被害者が相談し又は援助若しくは保護を求めた際
の状況
・相談等に対して執った措置
・通報・緊急一時避難・宿泊費補助取扱い
１通報先、２措置結果、３一時避難（夜間、閉庁）
、４一
時避難（公費使用）理由、５公費使用後の措置、６本部
確認者、７配偶者からの暴力相談事案番号
○通報票（高虐）
・通報情報
１通報年月日、２発出番号、３通報先市町村、４取扱警
察署、５発見年月日、６発見の経緯
・高齢者
基本情報の被害者人定（項目１、３、５、６、９、12、
13、14）に同じ
・養護者等
１基本情報の行為者人定（項目１、２、４、５、８、
11、12、13）に同じ、２高齢者との関係
・虐待の状況
１行為類型、２虐待の内容、３参考事項、４担当者連絡
先、５実施状況、６認知端緒、７援助要請の有無、８高
齢者年代、９養護者年代、10 原因・動機、11 措置内容
○通報票（障虐）
・通報情報
１通報年月日、２発出番号、３通報先市町村、４取扱警
察署、５発見年月日、６発見の経緯
・障害者
１障害の内容、２基本情報の被害者人定（項目１、３、
５、６、９、12、13、14）に同じ

・養護者等
１行為者人定（項目１、２、４、５、８、11、12、13）
に同じ、２障害者との関係
・虐待の状況
１行為類型、２虐待の内容、３参考事項、４担当者連絡
先、５実施状況、６認知端緒、７援助要請の有無、８障
害者年代、９養護者年代、10 原因・動機、11 措置内容
○県間連絡（県間連絡票）
・事案
１事案の種類、２事案番号
・被害者等
基本情報の被害者人定（項目６、12、14）に同じ
・加害者
基本情報の行為者人定（項目５、11、13）に同じ
・住居関係
現住居
・家族構成
・添付書類の内容
・連絡事項
・作成者
１所属、２階級、３氏名、４警電番号
・発出登録
１本部通番、２発出日時、３本部発出者、４都道府県、
５本県担当署、６事案区分、７連絡区分、８相談者、９
行為者、10 他県連絡者、11 発信者、12 受信者
○県間連絡（受理登録）
１本部通番、２受理日時、３本部受理者、４都道府県、
５本県担当者、６事案区分、７連絡区分、８相談予定、
９相談者、10 行為者、11 事案概要、12 所属受理者
○県間連絡（県間連絡一覧）
１本部通番、２登録区分、３取扱所属、４県間連絡日、
５他県警、６事案種別、７被害者（相談者）
、８加害者
（行為者）、９連絡事項、10 本部受理者
本人として個人情報ファイルに記録される個 人身の安全に関わる事案に係る被害者、行為者、関係者、
人の範囲（記録範囲）

親族、申出人

個人情報ファイルに記録される個人情報（記 被害者等からの電話若しくは面接による聴取又は文書等に
録情報）の収集方法
要配慮個人情報の有無

よる申出及び必要な措置を講じるための調査
☑有
□無

記録情報を当該実施機関以外の者に 経常的
に提供する場合にはその提供先
開示・訂正・利用
停止請求を受理す
る組織の名称及び
所在地
訂正・利用停止に

所

属

所在地

警察庁

総務部文書課
さいたま市浦和区高砂３‐15‐１

根拠法令

関する他の法令の
規定による特別の

内

容

手続
利用目的及び記録範囲がこの個人情報ファイル
個人情報ファイル

☑電算ファイル

ァイル

の種別
□文書ファイル
備 考

の利用目的及び記録範囲の範囲内である文書フ

□有
☑無

