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I. 基本情報 

電子計算機を結合するにあたり、結合により実施する事務の概要と結合する理由を記載する。 

 

1. 電子計算機を結合する事務の概要 

① 結合により実施する事務の概

要 

徳島市における地方税（個人市・県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、

軽自動車税、たばこ税）の賦課徴収を管理するシステムをクラウドにて構築・運

用し、開発・保守業者も当該クラウドに接続して業務を行う。 

② 結合するシステムと実施機関 地方税賦課徴収システム（徳島市長） 

 クラウド上に同システムを構築し、徳島市は同システムにオンラインで接続し

て地方税の賦課徴収業務を行う。 

また、保守・開発業者が同システムにオンラインで接続して保守・開発を行う。 

③ 結合する個人情報の範囲 徳島市における地方税の納税義務者 

④ 結合する情報 納税義務者の賦課・徴収に関する情報 

⑤ 結合する情報の対象となる本

人の数 

□ １万人未満          □ １万人以上１０万人未満 

■ １０万人以上１００万人未満    □ １００万人以上 

 

2. 結合する理由 

① 法令上の根拠 なし 

② 事務実施上の必要性 地方税の賦課徴収事務は国によるシステム標準化の対象となっており、現行の市

独自のホストシステムを、システム標準化の仕様に対応させるにあたり、その前

段階として、まず民間のパッケージシステムに移行する。 

 パッケージシステムの導入においては、今日ではクラウドサービスの利用、リ

モートによる開発・保守は当然の仕様とされており、システム標準化においても

同様の仕様となることが想定されることから、本件においてもこれらを前提とし

てオンライン結合を行うこととする。 

また、膨大な情報を正確かつ安全に管理するためには、電算システムの利活用

は不可欠であり、セキュリティ面が強化されたデータセンターで運用されている

システムに結合することで、災害発生時においてもデータ保管及び管理を強固な

ものとすることができる。 

③ 実現が期待されるメリット クラウドサービス及び遠隔開発・保守を利用することで、システム標準化への対

応、総合的なコストの削減、災害発生時におけるデータ保護及び復旧等の効果が

期待でき、安定的なサービスの提供及び市民サービス向上を果たすことができる。 

 

3. 評価実施における担当部署 

部署 徳島市財政部税務事務所 市民税課 （関係課：資産税課、納税課） 

 



2 

 

（別添１）事務の内容 

1.ネットワークとシステムの相関図 
 

［徳島市とデータセンター、サービスセンター（運用保守拠点）の構成図］ 

 
※ 徳島市庁内 LAN とデータセンター（クラウド環境）の徳島市専用環境との接続は、専用のセキュアなネットワークを介して閉域

接続します。また、ネットワーク回線は、専用線回線のマルチキャリアで冗長化されています。サービスセンター（運用保守拠

点）からデータセンターの徳島市専用環境への接続は、物理的に分離されたネットワークから、データセンターの SE 専用環

境を介して、個別認証の仕組みを用いて徳島市専用環境へ閉域接続します。 

 

 

［eLTAX（地方税ポータルシステム）等のその他システムとの連携］ 

 

※ データセンター外に設定されているその他のシステムとの連携については、庁内ネットワークを介して連携し、データセンター

内のシステムとデータセンター外システムとは直接接続しません。 
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2.連携する情報の概要 徳島市税システム ⇔ ホストシステム 

 

次期税システムは、ホストシステム上で稼働する住民記録系システムや保険福祉系システムとデータ連携します。「ホス

トシステムで作成される宛名情報」、「次期税システムで管理する税情報」等の様々なデータ連携を、ホスト連携システ

ム（新規）を活用して連携します。 

【ホストシステムと連携する情報】 

連携ファイル（宛名情報） 

・4 情報のほか、続柄、世帯主、送付先、連絡先、共有者等、宛名に関する情報。 

・宛名 DB を複製しています。 

異動のあった宛名情報をホスト連携システムの連携アプリケーションで抜き出し、次期税システムで受け取るレイア 

ウト／コードに変換したものとなります。 

税情報連携データ 

・次期税システム側で異動のあった調定情報になります。 

 本調定情報をホストシステムが保有する税連携 DB のレイアウト／コードに変換し、ホスト連携システム内の DB を連 

携アプリケーションで更新し、ホスト DB に複製されます。 

各種基礎情報 

・その他基礎情報が該当します。(自治体マスタ、郵便番号マスタ、金融機関マスタ、全国町・字ファイル） 

各種連携データ 

・上記情報（宛名情報、税情報、各種基礎情報）を除く連携が必要な情報。 

 ホストシステムからの収納情報、生活保護受給者情報等が該当します。 
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（別添１）事務の内容 

3.サービスセンター（運用保守拠点）の概要 

①サービスセンター一覧 

サービスセンター（運用保守拠点）として以下の拠点と接続。 

「徳島市とデータセンターとサービスセンター（運用保守拠点）の構成図」のサービスセンター（運用保守拠点）①に該

当の拠点（ネットワーク冗長化実施） 

千葉県（運用保守拠点）、大阪府（運用保守拠点）、青森県（運用保守拠点）、長野県（監視拠点） 

 

「徳島市とデータセンターとサービスセンター（運用保守拠点）の構成図」のサービスセンター（運用保守拠点）②に該

当の拠点 

埼玉県（運用保守拠点）、宮城県（運用保守拠点）、香川県（運用保守拠点） 

 

「徳島市とデータセンターとサービスセンター（運用保守拠点）の構成図」のプリントセンター（印刷事業者）②に該当

の拠点 

福島県（プリントセンター）、三重県（プリントセンター） 

 

②サービスセンター設備要件 

 ■ネットワーク要件 

  ・社内ネットワークと運用・保守用ネットワークはスイッチングハブ、LAN ケーブルなどで物理的に分離する。 

  ・端末とネットワークを接続する際は社内ネットワークと運用保守ネットワークの切り分けを遵守する事とし、相互 

接続を禁止する。 

 ■保守端末要件 

  ・各社内で台帳管理されている端末であること 

  ・運用・保守作業専用端末であること 

  ・生体認証が使用可能であること 

  ・セキュリティワイヤーに繋がれていること 

  ・各種ソフトウェアのインストールと各種設定（ネットワーク、WSUS 等）が実施されていること 

  ・ウィルスパターンファイルの最新化とウィルススキャンが定期的に実施されていること 

 ■可搬媒体の要件 

  可搬記憶媒体は以下の要件を満たしたものを使用する。 

・パスワード設定、及びファイルの暗号化が可能であること 

・各社内で台帳管理されている可搬記憶媒体であること 

・同一部屋の施錠可能なロッカーに収納されていること 

 ■監視カメラの要件 

 ・死角なく監視できるよう監視カメラを設置する。 

 ・監視映像は撮影された日から最大３ヶ月保存する。 

 ・監視映像はセキュリティ担当者（責任者、管理者含む）のみ閲覧可能とする。 
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II. 電子計算機の結合の概要 

1. 結合するシステム 

①システムの名称 地方税賦課徴収システム 

②システムの機能 １．固定資産税管理機能 

２．個人住民税管理機能 

３．法人市民税管理機能 

４．軽自動車税管理機能 

５．汎用税管理機能（たばこ税） 

６．収納管理機能 

７．個人・法人宛名管理機能 

８．申告支援機能(F@INTAX) 

９．イメージ管理機能(Tomas Force) 

10．滞納管理機能(THINK CreMas) 

③システム名称及び管理者 名称：MICJET MISALIO、F@INTAX、TomasForce、THINK CreMas 

管理：富士通 Japan㈱、㈱ハイテックシステムズ、㈱ジェイエスキューブ、㈱両

備システムズ 

④同一ネットワーク内で接続す

るシステム 

【ホストシステム】 

１．個人・法人管理システム 

２．生活保護システム 

３．介護保険システム 

４．参照用税システム 

【パッケージシステム】 

１．固定資産税土地家屋管理システム 

２．番号連携システム 

【ASP サービスシステム】 

１．eLTAX（国税連携システム） 

⑤システムを用いて実施してい

る事務の内容 

・地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び徳島市市税賦課徴収条例（昭和２

５年徳島市条例第２３号）に基づき、地方税の賦課及び徴収事務を実施。  

１.個人住民税賦課事務 

個人住民税計算・納付書印刷等の管理 

２．個人住民税賦課情報管理事務 

 個人住民税の賦課情報の管理 

３．賦課資料管理事務 

 各種課税資料の管理 

４．特徴・普徴事業所管理事務 

 各事業所情報の管理 

５.法人市民税課税台帳管理事務 

 法人市民税申告書等の管理 

６.法人事業所管理事務 

 各法人事業所情報の管理 

７.軽自動車税賦課事務 

 軽自動車税計算・納付書印刷等の管理 

８.車両情報管理事務 

 軽自動車等の車両情報の管理 
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９.固定資産税  

 固定資産税計算・納付書印刷等の管理 

１０.資産情報管理事務 

 土地・家屋・償却資産等の管理 

１１.証明書発行事務 

 課税証明・納税証明等の各種証明書発行の管理 

１２.収納・滞納情報管理事務 

 各税目の収滞納情報の管理 

１３.収納・滞納管理事務 

 入金情報等の管理、滞納処理等の管理 

１４.帳票管理事務 

 調査・督促・公示送達等の管理 

１５.還付・充当事務 

 過誤納された各税金の還付・充当の管理 

⑥対象人数 □ １万人未満 

□ １万人以上１０万人未満 

■ １０万人以上３０万人未満 

□ ３０万人以上 

⑦システムの

使用の主体 

使用部署 徳島市財政部税務事務所 市民税課、資産税課、納税課 

使用者数 □ １０人未満 

□ １０人以上５０人未満 

■ ５０人以上１００人未満 

□ １００人以上５００人未満 

⑧システムを利用することによ

る効果 

クラウドサービス及び遠隔開発・保守を利用することで、システム標準化への対

応、総合的なコストの削減、災害発生時におけるデータ保護及び復旧等の効果が

期待でき、安定的なサービスの提供及び市民サービス向上を果たすことができる。 

 

2. 結合する相手 

①結合する相手方 富士通 Japan㈱（クラウド管理、開発・保守拠点） 

㈱ハイテックシステムズ、㈱ジェイエスキューブ（開発・保守拠点） 

 ※上記３社は同一の開発・保守拠点にて業務を行う。 

㈱両備システムズ（クラウド管理、開発・保守拠点） 

②結合する相手方の概要 【クラウド管理】 

徳島市におけるクラウド環境の運用保守事業 

【開発・保守拠点】 

徳島市におけるシステム構築、システム運用保守事業 

③結合の方法 【クラウド管理】 

徳島市とデータセンター間を専用回線で接続 

【開発・保守拠点】 

開発・保守拠点とデータセンター間を専用回線（閉域網）で接続 

④結合による情報提供の有無 有 

⑤結合による情報提供の相手先 富士通 Japan㈱、㈱ハイテックシステムズ、㈱ジェイエスキューブ、㈱両備システ

ムズ（開発・保守拠点） 

⑥結合により提供する個人情報

ファイル 

地方税関係情報ファイル（システム構築及びメンテナンスのためにアクセスするも

のであり、提供情報を利用して自らの業務を行うものではない） 
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3. 結合方法 

①結合方法 【クラウド管理】 

徳島市とデータセンター間を専用回線で接続 

【開発・保守拠点】 

開発・保守拠点とデータセンター間を専用回線（閉域網）で接続 

②結合方法の妥当性 【クラウド管理】 

富士通データセンターとの専用回線は、富士通㈱が提供する「FENICS ビジネス

マルチレイヤーコネクト（タイプ WVS）」を利用する。 

徳島市と同データセンター間は、独立専用回線で接続され、インターネット回

線など他のネットワークと接続されていない完全に独立した閉域ネットワークと

なっている。 

同ネットワークサービスは、マルチキャリア構成を取っており、万が一、特定

のキャリアにおいて、ネットワーク網の障害が発生した場合においても、業務を

継続することが可能となる。 

 また帯域は、帯域確保型とベストエフォート型があり、平常時は、帯域確保型

の主回線を用いることから、安定性の高い通信環境を実現することが可能である。

【開発・保守拠点】 

各運用保守拠点とは、専用線もしくは IP-VPN 網で接続されており、インターネ

ット回線など他のネットワークと接続されていない閉域網であることから、高セ

キュリティなネットワーク環境を実現できる。 

 

③結合の目的 【クラウド管理】 

納税義務者情報を安全なデータセンターで管理するため。 

【開発・保守拠点】 

システムをリモートで開発・保守するため。 

④結合に係る事務の妥当性 【クラウド管理】 

・大規模災害発生時においても耐災害性に優れ、高い堅牢性、可用性、セキュリ

ティを確保されたデータセンターで情報保全が可能。 

【開発・保守拠点】 

・システム技術者を徳島市に常駐させるより運用保守委託料が安価であり、財政

負担の低減につながる。 

・障害発生時に、システム技術者が即時に対応することにより、システム稼働の

停滞を最小限に留めることができる。 

⑤事務開始日 令和５年１月４日（システム本稼働開始予定日） 

（システム構築作業は令和４年１月４日開始予定） 
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III. 結合する個人情報ファイルの概要 

 

1. 基本情報 

①個人情報ファイル名 １．宛名情報（個人・法人・共有者）ファイル 

２．課税情報ファイル（課税資料含む） 

３．収納・滞納情報ファイル 

４．固定資産税連携ファイル 

５．国税連携ファイル 

６．生活保護受給者ファイル 

７．介護保険料ファイル 

８．情報連携ファイル 

 （以下「連携ファイル」という。） 

②ファイルの種類 ■ システム用ファイル 

□ その他の電子ファイル（表計算ファイル等） 

③対象となる本人の数 □ １万人未満            □ １万人以上１０万人未満 

■ １０万人以上１００万人未満    □ １００万人以上 

④対象となる本人の範囲 徳島市で宛名管理が行われている個人、法人、共有者。 

 その必要性 課税処理および収滞納管理を実施する必要があるため。 

⑤記録される項目 □ １０項目未満           □ １０項目以上５０項目未満 

□ ５０項目以上１００項目未満    ■ １００項目以上  

 主な記録項目 ■ 個人番号 ■ その他識別符号 

■ ４情報（氏名、性別、生年月日、住所） 

■ 連絡先（電話番号等） 

■ 業務関係情報 

 要配慮個人情報 ■ 要配慮個人情報を含む  

□ 要配慮個人情報を含まない 

 その妥当性 ・個人番号及びその他識別情報：県内市町村間で転居した納税義務者を個人番号

で特定し、新たに識別番号を付番した当該納税義務者の連携情報ファイルを、関

連市町村に提供するために保有。 

・４情報及び業務関係情報：県内の関連市町村に課税情報や所得情報等を提供し、

市町村間で共有する情報を使用して税事務を行うために保有。 

⑥保有開始日 令和３年１２月（開発前にデータの解析のため先渡しを行う） 

⑦事務担当部署 【徳島市】 徳島市財政部税務事務所 市民税課、資産税課、納税課 

【富士通 Japan㈱】 

【クラウド管理部門】第二行政デリバリー事業部 Gov-Cloud 推進部 

【開発・保守拠点部門】第二行政デリバリー事業部 Gov-Cloud 推進部 

 （㈱ハイテックシステムズ、㈱ジェイエスキューブ、㈱両備システムズにつ

いては富士通 Japan㈱が業務再委託元として部署を代表する。） 

 

2. 個人情報の取扱の委託 
 

①システム名 地方税賦課徴収システム 

②システムの実施機関 徳島市 
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③結合する個人情報ファイル 

の取扱いの委託の状況 

■ 委託する 

□ 委託しない 

④委託先名 富士通 Japan㈱ 

⑤委託内容 地方税賦課徴収システムの開発・維持運用業務 

⑥取扱を委託する個人情報フ 

ァイルの範囲 

Ⅲ－１ 基本情報記載の個人情報ファイル 

⑦委託先における個人情報フ 

ァイルの取扱者数 

■ １０人未満 

□ １０人以上５０人未満 

□ ５０人以上１００人未満 

□ １００人以上５００人未満 

再委託 ⑧再委託の有無 ■ 再委託する 

□ 再委託しない 

⑨再委託の許諾方法 書面による届出の承認制 

⑩再委託事項 地方税賦課徴収システムの構築に関する個々の専門性を要する業務 

 

 

3. 個人情報の保管・消去 

①システム名 地方税賦課徴収システム 

②保管場所 クラウドサーバー上（データセンター） 

③保管期間 期間 固定資産税が現年+20 年、収納が現年+10 年（未納については完納まで）、滞納が差し

押さえ等処分の完了まで、その他税目については現年+7 年とする。 

その妥当性 過大に納めた税金の還付に関する時効の規定は、地方税法第 18 条の 3 により、原則と

して「5 年」と定められているため、5 年以上の保有が必要である。 

④消去方法 削除プログラムの実行 

 

4. 備考 
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IV. 結合におけるリスク対策（プロセス） 

 

1. 結合するシステムに関するリスク 
 

リスク１：権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

リスクに対する措置の内容  

 具体的な管理方法 ・システムへのアクセスにおいて、ユーザＩＤ／パスワードによる認証を実施し、ユー

ザＩＤにより利用権限を付しているため、権限のない機能は利用できない。 

・生体認証を用いた二要素認証を導入することで、利用権限を持った本人以外が利用で

きないよう管理している。 

・ユーザＩＤ／パスワードの管理者は必要最小限とし、漏えい等が発生しないように厳

重に管理している。 

・ユーザＩＤ／パスワードを複数人で共有することを禁止している。 

アクセス権限の発効・失効の

管理 

 

 具体的な管理方法 １．ユーザＩＤ／パスワードの発行管理 

・個人ごとに業務のアクセス権限の対応表を作成する。 

・個人ごとに業務の更新権限の必要があるか、照会権限のみで良いかを確認し、担当業

務に必要なアクセス権限のみを申請しなければならないこととしている。 

・申請に対して、セキュリティ責任者が対応表を確認承認のうえ依頼し、セキュリティ

管理者がアクセス権限を付与する。 

２．失効管理 

・権限を有していた職員等の異動退職情報をセキュリティ責任者が確認し、異動退職が

あった場合は、アクセス権限の異動をセキュリティ管理者に依頼し、当該ＩＤを失効さ

せる。 

アクセス権限の管理  

 具体的な管理方法 ・ユーザＩＤ／パスワードの管理者は必要最小限とし、漏えい等が発生しないように厳

重に管理している。 

・ユーザＩＤについては、セキュリティ責任者が定期的にチェックを行い、不要なＩＤ

が残存しないようにしている。また、利用期間が明確になったものについては、ユーザ

ＩＤに有効期限を設定し、期限到来により自動的に失効するようにしている。 

 

個人情報ファイルの使用の記

録 

 

 具体的な管理方法 ・システムへのログインからログアウトまでを記録し、個人を特定した検索及び特定後

の操作履歴（操作ログ）の記録を行う。操作者は個人及び操作端末まで特定でき、記録

は５年間保存する（５年以上経過後はシステム外で保存）。 

・ユーザＩＤとともに、地方税賦課徴収システムへのアクセス、操作（登録、更新、印

刷、外部媒体への出力等）のアクセス記録をログとして保管している。 

・上記アクセス記録について、確認が必要となった場合には即座に確認できる仕組みを

準備する。 
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リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：従業者が事務外で使用するリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

リスクに対する措置の内容 ・システムの操作履歴（操作ログ）を記録する。 

・担当者へのヒアリングを実施し、業務上必要のない検索又は抽出が行われていない

ことを確認する。 

・システム利用職員への研修会において、事務以外利用の禁止等について指導する。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

 

リスク３：個人情報ファイルが不正に複製されるリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

リスクに対する措置の内容 ・ファイルの複製はバックアップのみ許可し、作業は複数で行う相互牽制の体制で実施

する。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報ファイルの使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 

当初のデータ検証に使用するファイルにはマイナンバーは含まれない。 

 

 

2. 個人情報の入手に関するリスク 
 

リスク１：目的外の入手が行われるリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

対象者以外の情報の入手を防

止するための措置の内容 

・ホストシステムから入手する個人情報は、徳島市において既に宛名管理されている者

のみであり、それ以上の対象者が連携されることはない。 

必要な情報以外を入手するこ

とを防止するための措置の内

容 

・連携ファイル一覧に定義された情報以外は取り込む仕組みを構築しないため、必要な

情報以外を入手することはない。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 
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リスクに対する措置の内容 ・ホストシステムから入手する個人情報ファイルは、庁内ネットワークからのみ取り込

める仕組みであり、当該システムに対してアクセス制御と操作ログを取ることによって

安全が保たれない方法によって入手するリスクを軽減している。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

 

リスク３：不適切な方法で入手が行われるリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

リスクに対する措置の内容 ・アクセス可能なシステム及び端末を予め登録し、専用線による閉域ネットワークを構

成し、また許可された機器に限定した入手方法とすることで、不適切な方法による個人

情報ファイルの入手が行われないようにしている。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

 

リスク４：入手した個人情報が不正確であるリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

入手の際の本人確認の措置の

内容 

データを取り込む際にチェック処理を実施することで実施。 

個人情報の真正性確認の措置

の内容 

・入手した個人情報ファイルは、徳島市の地方税賦課徴収システムとホストシステムと

で整合性チェックを実施する。 

 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

 

リスク５：入手の際に個人情報が漏えい・紛失するリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

リスクに対する措置の内容 ・静脈認証とユーザＩＤ／パスワードを用いた二要素認証により、アクセス権限を付与

された職員だけが取り扱うよう限定する。 

・ログイン時の職員認証の他に、ログインを実施した職員・時刻・操作内容の記録が実

施されるため、その抑止効果として、不適切な操作等によってデータが漏えい・紛失す

ることのリスクを軽減している。 

・ＵＳＢメモリ等外部の記録媒体が使用できない設定を使用端末に設定することで漏

洩・紛失することのリスクを軽減している。 

・システム間の結合手段として専用回線を使用し、ウィルス対策ソフトウェア、ファイ

アウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保することにより、不適切な方

法によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 
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個人情報の入手におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 

 

 

3. 個人情報の提供に関するリスク 
 

リスク１：不正な提供が行われるリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

個人情報の提供の記録 記録を残している。 

 具体的な方法 ・どの職員等がどの端末でアクセスしたかすべて記録され、不正なアクセスはログ記録

を検証することで防止する。 

・どの個人情報ファイルをどの業務システムに提供・移転したか記録され、処理記録を

検証することで防止する。 

個人情報の提供に関するルー

ル 

定めている。 

 ルールの内容及び

ルール遵守の確認

方法 

システムマニュアルで指定された処理以外の操作を行わない。 

その他の措置の内容 ・システム管理者により、ＵＳＢメモリ、ＣＤ等媒体への書き込みをシステム側で制御・

管理し、不正な提供を防止している。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：不適切な方法で提供が行われるリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

リスクに対する措置の内容 ・業務システムでは、特定の権限を有する者以外は、情報の照会・更新ができず、情報

の照会・更新の記録を逐一保存する仕組みを有しているため、情報の照会・更新の記録

を検証することで不適切な方法で提供・移転されることを防止する。 

・特定の権限を有する者以外は、システム基盤上の情報を処理することができず、処理

記録を保存する仕組みを有しているため、処理記録を検証することで不適切な方法で提

供・移転されることを防止する。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 
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リスク３：誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

リスクに対する措置の内容 ・業務システムでは、定められた種類・レイアウトの個人情報ファイルしか提供できな

いように、アクセス制御を行っているため、仕組みとして担保されている。 

・定められた種類・レイアウトの個人情報ファイルしか提供できないように、処理を制

御しているため、仕組みとして担保されている。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク４：不正な手段により、第三者に個人情報ファイルが取得されるリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

リスクに対する措置の内容 ・業務システムでは、個人情報ファイルは庁内のサーバー経由のみでしか提供できない

ように、アクセス制御を行っているため、仕組みとして担保されている。 

 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報の提供におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 

 

 

 

4. 個人情報の取扱の委託に関するリスク 
 

委託先による個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク、委託先による個人情報の不正な提供に関するリスク、

委託先による個人情報の保管・消去に関するリスク、委託契約終了後の不正な使用等のリスク、再委託に関するリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

情報保護管理体制の確認 委託先を選定する際、委託先の情報保護管理体制をチェックシ－トにより確認する。チ

ェック項目の概要は以下のとおり。 

個人情報保護に関する 

・規程 

・体制の整備状況 

・人的安全管理措置 

・技術的安全管理措置 

個人情報ファイルの閲覧者・

更新者の制限 

■ 制限している 

□ 制限していない 

 具体的な制限方法 ・アクセス権限を付与する従業員数を必要最小限に限定すること。 

・従業員に付与するアクセス権限を必要最小限に限定すること。 

個人情報ファイルの取扱の記

録 

■ 記録を残している 

□ 記録を残していない 

 具体的な方法 ・契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを適時確認するとともに、その記

録を残す。 
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・委託業者から適時セキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとともに、その記録を

残す。また、報告内容を検証し、必要があれば対策を実施させる。 

個人情報の提供ルール ■ 定めている 

□ 定めていない 

 委託先から他者へ

の提供に関するル

ールの内容及びル

ール遵守の確認方

法 

委託先は他者への個人情報の提供は認められず、その旨、契約書にも明記している。ま

た、委託契約の報告条項に基づき、個人情報の取り扱いについて書面で報告させる。必

要があれば徳島市の職員が現地調査を実施する。 

 委託元と委託先間

の提供に関するル

ールの内容及びル

ール遵守の確認方

法 

委託先と個人情報を授受する際、個人情報ファイル名、授受日時、その目的等の記録を

行う。 

個人情報の消去ルール ■ 定めている 

□ 定めていない 

 ルールの内容及び

ルール遵守の確認

方法 

・保管期間を過ぎた個人情報ファイルを消去すること。 

・廃棄の際は、廃棄履歴管理簿を作成し保管する。 

・個人情報ファイルと同様に、保管期限を過ぎたバックアップデータは消去する。 

・委託元の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を報告する旨を規定し、必要に応

じて、職員がその内容を確認する。 

委託契約書中の個人情報の取

り扱いに関する規程 

■ 定めている 

□ 定めていない 

 規程の内容 ・目的外利用の禁止。 

・個人情報の照会・更新従業者の制限。 

・個人情報提供の禁止。 

・情報漏えいを防止するための保管管理責任を負う。 

・情報が不要になった時、又は要請があった時は、情報の返却又は消去などの必要な措

置を講じる。 

・個人情報の取り扱いについて検証し報告する。 

・必要に応じて、当市が委託先の現地調査を実施することができる。 

・個人情報を扱う要員は個人情報保護に関する教育を定期的に受講する。 

・徳島市専用環境へのアクセス権は徳島市に提出する「従事者台帳」に記載のある SE、

オペレーターのみとし、従事する際には守秘義務に関する誓約書の提出を行う。 

再委託先における個人情報の

適切な取扱の確保 

□ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 具体的な方法 原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合は、再委託契約に次の事

項を盛り込むこととする。 

・秘密保持義務 

・個人情報の持ち出しの禁止 

・個人情報の目的外使用の禁止 

・漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任の明確化 

・委託契約終了後の個人情報の返却又は廃棄 

・従業者に対する監督・教育 



16 

 

・契約内容の遵守状況について報告を求める規定 

・その他再委託先においても、元委託先の作業従事者に準ずる制限及び義務の履行を行

う。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報の取扱の委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 

 

 

 

5. 個人情報の保管・消去 
 

リスク１：個人情報の漏えい滅失・毀損リスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

①安全管理体制 十分に整備している。 

②安全管理規程 十分に整備している。 

③安全管理体制・規程の職員

への周知 

十分に周知している。 

④ 物理的対策 十分に行っている。 

 具体的な対策の内

容 

１．端末をセキュリティワイヤで施錠している 

２．開発拠点は監視カメラが設置された専用区画である 

⑤ 技術的対策 十分に行っている。 

 具体的な対策の内

容 

１．不正プログラム対策 

  コンピュータウィルス監視ソフトを導入し、サーバー・端末のウィルスチェックを

実施している。また、新種の不正プログラムに対応するため、ウィルスパターンファ

イルを定期的に更新する。 

２．不正アクセス対策 

  不正アクセス防止策として、ファイアウァールを導入している。 

⑥ バックアップ 十分に行っている。 

⑥ 事故発生時手順の策定・

周知 

十分に行っている。 

⑦ 過去３年以内に個人情報

に関する重大事故が発生

したか 

発生なし 

 その内容  

 再発防止策の内容  

⑧ 死者の個人情報 保管している 

 具体的な保管方法 生存者の個人情報と同様の方法で安全管理措置を実施する。 

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 
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リスク２：個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

リスクに対する措置の内容 ・宛名情報は、個人・法人システムと即時連携をしていることから最新の情報を常に

保っている。納税義務者の申告情報や賦課情報等は定期的に異動処理を行い、最新情

報をシステムに反映させている。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク３：個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク 

システム名 地方税賦課徴収システム 

消去手順 定めている 

 手順の内容 ・保管期間の過ぎた個人情報及びバックアップデータは消去処理を行う。 

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 
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V. その他のリスク対策 

1. 監査 

①自己点検 十分に行っている 

 具体的なチェック

方法 

【徳島市における措置】 

・評価書の記載内容通りの運用ができているか、担当部署において自己点検チェック

を年に１回実施し、運用状況を確認する。 

【クラウド環境における措置】 

・委託先の監査責任者は、委託先が定める特定個人情報保護等取扱規程に合致した運

用ができていることを定期的に監査する。 

【運用保守拠点における措置】 

・委託先の監査責任者は、委託先が定める特定個人情報保護等取扱規程に合致した運

用ができていることを定期的に監査する。 

 

② 監査 十分に行っている。 

 具体的な内容 【徳島市における措置】 

組織内に設置した監査担当により、以下の観点で自己監査を年１回実施し、監査の結

果を踏まえ、体制や規定を改善する。 

・個人情報保護に関する規定及び体制整備 

・個人情報保護に関する人的安全管理措置 

・職員の役割及び責任の明確化、安全管理措置の周知及び教育 

・個人情報保護に関する技術的安全管理措置 

【運用保守拠点における措置】 

・定期的に第三者による監査を実施。 

 

2. 従業者に対する教育・啓発 

従業者に対する教育・啓発 十分に行っている。 

 具体的な内容 【徳島市における措置】 

１．関係職員に対しては、必要な知識の習得に資するための研修を実施するとともに、

研修台帳に記録を残す。 

２．委託業者に対しては、契約内容に必要な知識や技術の習得に関する研修の実施を

義務付け、秘密保持契約を締結している。 

３．違反行為を行った関係職員に対しては、その都度指導の上、違反行為の程度によ

っては刑罰の対象となりうる。 

【運用保守拠点における措置】 

・定期的にセキュリティ教育を実施する。 

 

3. その他のリスク対策 

 

 


