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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 徳島市における国民健康保険を管理するシステムをクラウドにて構築・運用する

とともに、開発・保守業者も徳島市を経由して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 国民健康保険システム（徳島市長） 

 クラウド上に国民健康保険システム（以下、「国保システム」と言う。）を構築

し、徳島市は同システムにインターネットを介さない閉域のＩＰネットワークを

介して接続し、国民健康保険の資格管理、証管理、保険料賦課・徴収、保険給付、

国保情報連携を行う。 

また、徳島市と遠隔保守室との通信は、インターネットを介さない閉域のＩＰ

ネットワークを介して接続し、開発・保守業者は国保システムに徳島市を経由し

て開発・保守を行う。 

③結合する個人情報の範囲 住民記録情報、所得・資産税情報、国民健康保険情報 

④結合する情報 国保システムに登録されている個人情報 

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 規程なし 

②事務実施上の必要性 国民健康保険事務は国によるシステム標準化の対象となっており、現行のオンプ

レミス環境をシステム標準化の仕様に対応させるにあたり、クラウドサービスの

利用に移行する。 

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。 

また、遠隔開発・保守により、国保システムにおいて職員では即時に対応でき

ない事象が発生した際に迅速に対応することができる。 

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。 

また、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、市民サー

ビスの停滞を最小限に留めることができる。 

 

3. 評価実施における担当部署 

①部署 健康福祉部 保険年金課 
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（別添１）事務の内容 

徳島市とデータセンター及び遠隔保守室のネットワーク構成図 

 

 

（備考） 

≪セキュリティ対策≫ ①徳島市⇔データセンター（千里データセンター） 

【通信方法】 

・ 徳島市とデータセンター（株式会社日立システムズ）との通信は、インターネットを介さない閉域のＩ

Ｐネットワーク上で特定の拠点のみを接続し、高セキュリティな環境を実現する。 

 

【特定通信】 

・ 徳島市設置のファイアウォールによる通信プロトコル限定を行うことで、外部（データセンター）との

通信を制限する。 

 

【入退室管理】 

・ ビルの入退館管理では、ロボットゲート及び警備員による入退館管理、監視カメラにより部外者の建物

内への侵入を防ぐ。受付では、専用ＩＤカードと自動ロックドアによる入退室管理により、侵入犯罪を回

避する。マシン室、オペレーションルーム、監視室入口では、生体認証による入退室管理により国保シス

テムのアクセスを制限する。 

 

① ② 
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≪セキュリティ対策≫ ②徳島市⇔遠隔保守室 

【通信方法】 

・ 徳島市と遠隔保守室（株式会社四国日立システムズ）との通信は、インターネットを介さない閉域のＩ

Ｐネットワーク上で特定の拠点のみを接続し、高セキュリティな環境を実現する。 

 

【二要素認証】 

・ 遠隔保守端末にそれぞれ「二要素認証（注１）（ユーザＩＤ、パスワード、生体（静脈）認証）」を導入す

ることで、なりすましや偽造が困難な強固なセキュリティを実現する。 

注１） 二要素認証とは、「ユーザだけが知り得る何か」、「ユーザだけが所有している何か」、「ユーザ自身の身

体の特性」のうち、２つの要素を組み合わせてユーザの身元を確認する仕組。 

 

【遠隔保守室】 

・ 入退室には二要素認証（注１）を導入、また入口と室内に２台の監視カメラを設置し入室管理を徹底

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 国保システム 

②システムの機能 １．資格管理事務機能 

２．証管理事務機能 

３．保険料賦課・徴収事務機能 

４．保険給付事務機能 

５．国保情報連携機能 

③システムが属するネットワー

クの名称及び管理者 

【クラウド管理】 

名称：データセンター接続回線（国保システム接続専用） 

管理：株式会社日立システムズ 

【遠隔・保守】 

名称：遠隔保守専用ネットワーク（国保システム接続専用） 

管理：株式会社四国日立システムズ 

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．庁内連携用国保システム 

３．市民税システム 

４．介護保険システム 

【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 

⑤システムを用いて実施してい

る事務の内容 

【国保システム】 

・国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）に基づき、国保被保険者の資格

管理、保険料の賦課及び徴収、保険給付の各事務を実施。  

１．資格管理事務 

被保険者の国保資格得喪情報等の管理 

２．証管理事務 

 被保険者証・高齢受給者証等の各種証の交付及び履歴管理・印刷 

３．保険料賦課・徴収事務 

 保険料計算・納付書印刷・収滞納情報の管理 

４．保険給付事務 

 療養費・高額療養費など各種保険給付の支給情報の管理 

５．国保情報連携事務 

 国保連合会と送受信する国保被保険者の資格・給付関係情報など、連携情報の

作成、取込及び取り込んだ情報の管理。 

【遠隔・保守】 

・徳島市からの操作に関する問い合わせ対応 

・国保システムのデータメンテナンス 

・システムバージョンアップ対応 

・バッチ処理の運用支援 

・始業前のサーバー及びシステム稼働状況、夜間バッチ処理完了状況の点検 
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・システム障害対応 

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 健康福祉部 保険年金課 

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の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。 

・遠隔開発・保守を利用することで、徳島市からの操作に関する問い合わせ・障

害対応に、迅速な対応が可能となる。 

システム技術者を常駐させないことにより保守費用が安価となり、財政負担の

低減につながる。 

 

4. 結合する相手 

➀結合する相手方 【クラウド管理】 

株式会社日立システムズ 

【開発・保守】 

株式会社四国日立システムズ 

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者 

【開発・保守】 

徳島市におけるシステム構築・運用保守事業者 

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（閉域網）で接続 

【開発・保守】 

徳島市と遠隔保守室間を専用回線（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 【開発・保守】 

株式会社四国日立システムズ 

⑥結合による提供する個人情報

ファイル 
ファイルの提供なし（閲覧のみ） 

⑦結合により提供される個人情

報ファイル 
ファイルの提供なし（閲覧のみ） 

 

5. 結合方法 

➀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（閉域網）で接続 

【開発・保守】 

徳島市と遠隔保守室間を専用回線（閉域網）で接続 
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②結合方法の妥当性 【クラウド管理】 

 徳島市とデータセンター間は、インターネットを介さない閉域網となっており、

徳島市独自のネットワークを構築し、ファイアウォールによる通信プロトコル限定

を行うことでデータセンターとの通信を制限する。 

 また、ネットワーク網の障害が発生した場合においては、即時対応が必要な照

会・証明書等発行のみに限定し副回線を使用することで、業務を継続することが可

能である。 

【開発・保守】 

徳島市と遠隔保守室間は、インターネットを介さない閉域網となっており、徳島

市独自のネットワークを構築している。 

また、システム間の接続時に顧客ごとの識別番号をポートに付与し、識別番号が

付与された特定のポートにのみデータ伝送され、その他のポートや他のネットワー

クにデータは送信されず、また外部からのデータが受信されることもない。 

よって信頼性の確保や安定性の高い通信環境が実現でき、さらに通信内容の暗号

化とあわせて通信内容の漏えいや盗聴に対するリスクが低い。 

③結合の目的 【クラウド管理】 

国民健康保険情報を安全なデータセンターで管理するため。 

【開発・保守】 

国保システムの運用保守について、システム技術者が迅速に対応するため。 

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】 

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、市民サービスの停

滞を最小限に留めることができる。 

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。 

⑤結合の時期・頻度 【クラウド管理】・・・・・・・・・・・・・ 随時 

【開発・保守】 

操作に関する問い合わせ対応・・・・・・・・随時 

データメンテナンス対応・・・・・・・・・・発生の都度 

システムバージョンアップ対応・・・・・・・年数回 

バッチ処理支援・・・・・・・・・・・・・・年数回 

システム稼働確認・・・・・・・・・・・・・日１回 

システム障害対応・・・・・・・・・・・・・障害発生の都度 

⑥事務開始日 令和４年１２月末 

（システム構築作業は令和４年６月１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 

個人情報 国保システムで管理する全情報 

①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） 

②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 

③対象となる本人の範囲 【徳島市】 

徳島市に住民基本台帳が登録されている市民及び、住登外者 

④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  

⑤保有開始日 平成２９年１２月２５日  

⑥事務担当部署 【徳島市】 健康福祉部 保険年金課 

【株式会社日立システムズ】西日本自治体システム本部 第一システム部 

【株式会社四国日立システムズ】システム本部 公共システム部 

 

2. 個人情報の取扱の委託 

システム名 国保システム 

システムの実施機関 徳島市 

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 

①委託先名 株式会社日立システムズ 

②委託内容 国保システムの開発・維持運用業務 

③取扱を委託する個人情報ファイ

ルの範囲 

国保システムに格納されている個人情報 

④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 ⑤再委託の有無 ■ 再委託する（再委託先：株式会社四国日立システムズ） 

□ 再委託しない 

⑥再委託の許諾方法 運用保守契約書に再委託先名・再委託内容を記述 

⑦再委託事項 国保システムの運用保守業務のうち遠隔保守業務 
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3. 個人情報の保管・消去 

システム名 国保システム 

①保管場所 クラウドサーバー上（データセンター） 

なお、遠隔保守室では個人情報を保管できない。 

②保管期間 期間 ６年以上 

その妥当性 所得の更正により高額療養費の該当回数情報が変更された場合に、不当利得による返還

請求が見込まれ、その消滅時効が、地方自治法第２３６条第１項の規定に基づき５年間

であるため、情報を６年間以上保持する必要がある。 

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 国保システム 

リスクに対する措置の内容  

 具体的な管理方法 ・業務用端末において、ユーザＩＤ／パスワード、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。 

・国保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。 

・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。 

・遠隔保守室への入退室は、二要素認証を導入することで、入退室権限を持ったシステ

ム技術者以外が入室できないよう管理している。 

・遠隔保守室への入退室は、台帳による管理を行い、記録を残す。 

・遠隔保守室には、入口と室内を映す監視カメラを設置し、入退室や室内の状況を監視

する。 

・データセンターにおいては、受付での専用ＩＤカードと自動ロックドアによる入退室

管理やマシン室、オペレーションルーム、監視室入口の生体認証による入退室管理によ

りシステムへのアクセスを制限している。 

 

アクセス権限の発効・失効の

管理 

 

 具体的な管理方法 １．国保システムのユーザ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。 

・情報システム担当は、個人ごとのアクセス権限を対応表で確認し、情報セキュリティ

管理者（所属長）の承認後に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及びシステム技術者が異動又は退職した場合、情報システム担

当者は、情報セキュリティ管理者の承認を得た後、速やかに当該ＩＤを失効させる。 

アクセス権限の管理  

 

 具体的な管理方法 ・国保システムのユーザ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は、情報システム担当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 
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 具体的な管理方法 ・国保システムにログインしたユーザＩＤを国保システムへのアクセス記録（閲覧、登

録、更新、印刷などの操作履歴（以下、「操作ログ」と言う。））と紐づけて保管するこ

とで、特定の個人に対する操作者及び操作端末まで特定することができる。 

・上記の操作ログについて、異常アクセス（休業日や業務時間外のアクセス、ログイン

エラー等）などで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してい

る。 

・遠隔保守については、上記のとおり、徳島市で操作ログが管理されている。 

・業務用端末自体の操作ログについては、情報セキュリティの担当者が月１回不正なア

クセスがないことを確認し、国保システムの操作ログについては、担当者が日々のアク

セスログの確認において不正なアクセスがないことを確認している。当該記録は７年間

保存する。 

・遠隔保守室への入退室の記録は、二要素認証（IC カード及び静脈認証）によって、

個人を特定できる仕組みを構築している。 

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 

 

リスク２：従業者が事務外で使用するリスク 

システム名 国保システム 

リスクに対する措置の内容 ・国保システムの操作ログを記録する。 

・遠隔保守室への入退室を記録する。 

・システム利用者へのヒアリングを実施し、業務上必要のない操作が行われていない

ことを確認する。 

・システム利用者に、個人情報保護に関する研修を定期的に実施する。 

・データセンターの受付での専用ＩＤカードと自動ロックドアによる入退室管理やマ

シン室、オペレーションルーム、監視室入口の生体認証による入退室管理によりシス

テムへのアクセスを制限している。 

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：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 国保システム 

リスクに対する措置の内容 ・システム上で、管理権限を与えられた者以外は、情報の複製ができない仕組みとする。 

・遠隔保守により閲覧可能な個人情報は、端末からのファイルコピー等、個人情報の取

り出し・複製ができない仕組みとする。 

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 
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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 国保システム 

対象者以外の情報の入手を防

止するための措置の内容 

・特定の個人（国保被保険者等）の遠隔保守は、書面と画面で対象者を特定した上で、

あらかじめ定めた職員だけが依頼するため、対象者以外の情報を提供することはない。 

・取得する個人情報は、遠隔保守に必要な特定の個人の情報に限られるため、遠隔保守

業務に関係ない情報を入手することはない。 

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 

・遠隔保守に携わる職員を定め、個人ごとにアクセス権限を設定することにより、個人

情報の取り出し・複製に制限をかける仕組みを施している。 

・個人情報は、端末からのファイルコピー等、個人情報の取り出し・複製ができない仕

組みを施している。 

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 

 

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 国保システム 

リスクに対する措置の内容 ・業務用端末において、あらかじめシステム操作制限を設定され、二要素認証を施した

者しかシステムにアクセスできないシステムとなっている。 

・国保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。 

・国保システムの操作ログを取ることにより、安全が保たれない方法で個人情報を入手

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 国保システム 

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、また許可された端末に限定した入手

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。 

・アクセス可能なシステム及び端末を予め登録し、また許可された端末でなければ遠隔

保守を実行できない設定とすることで、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 
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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 国保システム 

入手の際の本人確認の措置の

内容 

・徳島市で本人確認を行った上で、被保険者に関する情報を国保システムに登録してい

る。 

・入手元は、徳島市の国保システムに登録されている被保険者等の情報に限定されてい

ることから、本人確認の措置は、徳島市において実施済みである。 

個人情報の真正性確認の措置

の内容 

・個人情報ファイルは、基幹系業務システムにおいて真正性が確認された個人情報を連

携し、国保システムのデータベースへ登録することとしている。 

・国保システムが保持する個人情報は、徳島市に設定している国保システムにおいて処

理を行い、その処理結果を徳島市の職員が確認しているので、アクセスする個人情報の

真正性の確認は実施済みである。 

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 

 

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 国保システム 

リスクに対する措置の内容 ・業務用端末による静脈認証とユーザ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。 

・業務用端末において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。 

・国保システムログイン時に、ログインした職員の操作ログが記録され、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。 

・遠隔保守端末において徳島市が指定した記録媒体以外は使用できない設定とする。 

 また、情報漏洩防止のため、記録媒体への書き込みができないような設定を端末に施

し、読み取りのみ許可をあたえることで、リスクを軽減している。 

・システム間の結合手段としてＶＰＮ回線を使用し、ウィルス対策ソフトウェア及び不

要なアクセスを遮断するネットワーク機器で、セキュアなシステム稼働環境を確保する

ことにより、不適切な方法でデータが漏えい・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 

 

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 
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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 国保システム 

個人情報の提供の記録 記録を残している。 

 具体的な方法 ・どの職員等がどの個人情報ファイルに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・移転したか操作ログを検証するこ

とで防止する。 

・個人情報は、遠隔保守端末から取り出すことも、複製することもできない仕組みとな

っている。 

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 ・記録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 国保システム 

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、操作

ログを保存する仕組みを有しているため、操作ログ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 

 

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 国保システム 

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。 

・遠隔保守においては、個人情報の閲覧しか行えない仕組みとなっており、個人情報を

書き出すことができないため、個人情報が提供できないようになっている。よって誤っ

た情報を提供することもない。 

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 
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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 国保システム 

リスクに対する措置の内容 ・業務用端末において、生体認証とユーザＩＤ／パスワード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、国保システムへの

アクセスにおいては、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ようにアクセス制御を行う

ことで、仕組みとして担保されている。 

・徳島市とデータセンター、徳島市と遠隔保守室との通信は、インターネットを介さな

い閉域のＩＰネットワーク上で特定の拠点のみを接続し、高セキュリティな環境を実現

している。 

・遠隔保守室への入室については、二要素認証を設けていることで、第三者の入室を防

止している。また監視カメラを設けて、常時不審な行動がないか記録している。 

・遠隔保守においても二要素認証を設定し、さらに特定のシステム技術者にのみアクセ

ス権限を設定しており、第三者に個人情報が取得できない仕組みとなっている。 

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 国保システム 

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 

 

委託に際し、以下の観点により個人情報の管理体制を確認している。 

・管理的な保護措置（個人情報取扱い規定、体制整備） 

・物理的な保護措置（人的安全管理、施設及び設備の整備、データ管理、バックアップ

等）  

・技術的な保護措置 （アクセス制御、アクセス監視や操作ログ等） 

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 委託契約書に以下の規定を設ける。 

・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。 

・アクセス者数と付与するアクセス権限を報告すること。 

・委託先の責任者、委託内容、作業者、作業場所の特定、履行体制図の明記。 
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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。 

・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。 

・システムの操作ログを記録し、操作ログを調査することで、徳島市が、操作した者を

特定することができる仕組みとなっている。 

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 

委託先は第三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。

定期的に当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、日付・枚数を記録した管理簿に確認印を押印し、当

市管理者が確認する。 

・委託契約書において、委託業務の報告及び緊急時報告を義務付けしている。 

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。 

・特定個人情報を含む電子媒体及び紙媒体の廃棄の際は、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。 

・委託契約書に業務完了後に漏洩を起こさない方法によって確実に消去もしくは処分す

ることを明記している。 

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。 

・再委託の原則禁止。 

・委託先において、正規職員以外の者は、個人情報ファイルを取り扱う事務に原則従事

させないこととし、正規社員以外を従事させる場合は、事前に徳島市に通知し、単独で

はデータの操作を行えないよう措置を講じた上で従事させることとする。 

・秘密保持義務 
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・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 

・契約内容の遵守状況について報告を求める規定 

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 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 

・契約内容の遵守状況について報告を求める規定 

・再委託先において、正規職員以外の者は、個人情報ファイルを取り扱う事務に原則従

事させないこととし、正規社員以外を従事させる場合は、事前に徳島市に通知し、単独

ではデータの操作を行えないよう措置を講じた上で従事させることとする。 

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 

 

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 国保システム 

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 

・全ての端末をセキュリティワイヤで施錠している。 

・遠隔保守室への入退室は、ＩＤカード及び静脈認証による二要素認証により入退者の

管理を行っている。 

⑤技術的対策 十分に行っている。 

 具体的な対策の内

容 

・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
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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。 

・外部接続媒体対策 

  業務用端末において、ＵＳＢメモリ等の外部接続媒体を使用できないように設定し

ている。 

・不正アクセス対策 

  ファイアウォールによる通信プロトコル限定を行うことでデータセンターとの通

信を制限する。 

・遠隔保守では、国保システムに登録されている個人情報のファイルの取り出し・複製

ができない設定を施すことにより、個人情報の保管をすることができない仕組みとなっ

ている。 

 

⑥バックアップ 十分に行っている。 

⑦事故発生時手順の策定・周

知 

十分に行っている。 

⑧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  

⑨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 

 

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 国保システム 

リスクに対する措置の内容 ・国保被保険者の宛名情報は、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。国保被保険者の資格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 国保システム 

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、システムで判別し、消去処

理を行う。 

・特定個人情報を含む電子媒体及び紙媒体の廃棄時には廃棄履歴簿を作成し保存す

る。 

 

その他の措置の内容  
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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 

 

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】 

・記載内容どお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適時

実施し、運用状況を確認する。 

【クラウド環境及び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定に合致した運

用ができていることを定期的に監査を実施する。 

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定期的に実施し、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 

【クラウド環境及び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する。 

 

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 【徳島市及び委託先における措置】 

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。 

【クラウド環境及び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 

 

 

 


