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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 人事給与システム、庶務事務システム、人事評価システム、電子決裁システム（以

下、これらのシステムを「人事給与システム」と言う。）を運用するにあたり、シ

ステムの操作・運用方法に関する問い合わせ及びシステム障害に対応するため、

人事給与システムと人事給与システム接続専用遠隔保守システム（以下、「遠隔保

守システム」と言う。）をＶＰＮ回線により接続し、運用保守業務を実施する。 

②結合するシステムと実施機関 人事給与システム（設置場所：徳島市役所 6 階電算室)と遠隔保守システム（設置

場所：株式会社四国日立システムズ遠隔保守室）をＶＰＮ回線で接続する。 

③結合する個人情報の範囲 人事給与システムで管理している職員情報（基本情報（４情報等）、人事情報、給

与情報） 

④結合する情報 人事給与システムに登録されている職員情報 

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 規定なし 

②事務実施上の必要性 人事給与システムを運用するにあたり、職員では即時に対応できない事案が発生

した際に迅速に対応するため。 

 

③実現が期待されるメリット ・システム障害発生時に、システム技術者が即時に対応することにより、人事給

与システム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。 

 

3. 評価実施における担当部署 

①部署 徳島市民病院事務部総務管理課 

②所属長 総務管理課長 前田 充弘 
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（別添１）事務の内容 

人事給与システムと遠隔保守システムのネットワーク接続構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠隔保守システム（株式会社四国日立システムズ） 

人事給与システム（徳島市） 

 

 

Ｌ２スイッチ 

ルータ 

Ｌ２スイッチ 

ルータ 

VPN 
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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 

 徳島市 相手方 

①システムの名称 人事給与システム 遠隔保守システム 

②システムの機能 １．職員基本情報管理機能 

２．人事情報管理機能 

３．給与情報管理機能 

４．勤休情報管理機能 

５．職員申請情報管理機能 

６．電子決済機能 

徳島市の人事給与システムにリモート

接続することにより、遠隔保守を行う。 

③システムが属するネットワー

クの名称及び管理者 

名称：徳島市庁内ネットワーク 

（LGWAN 接続系） 

管理：徳島市 

名称：遠隔保守専用ネットワーク 

   （人事給与システム接続専用） 

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 
なし 

左記、人事給与システム 

⑤システムを用いて実施してい

る事務の内容 

１．職員基本情報管理機能 

 職員の氏名・住所等を管理 

２．人事情報管理機能 

 職員の人事情報（異動歴、昇給・昇

格、人事評価等）を管理 

３．給与情報管理機能 

 職員の給与計算、年末調整計算等の

実施及び計算結果の管理 

４．勤休情報管理機能 

 出勤簿の管理、時間外勤務申請、休

暇申請の管理 

５．職員申請情報管理機能 

 口座情報の申請、職員手当（住居手

当・扶養手当・通勤手当）、年末調整（保

険料控除申告）の申請・管理 

６．電子決裁機能 

 職員から申請があった時間外申請、

職員申請等を承認する。 

・人事給与システムの操作方法等に関

する問い合わせ対応 

・人事給与システムの運用に関する支

援 

・始業前のシステム稼働状況の点検 

・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 

■ 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 株式会社四国日立システムズ 

 

使用者数 ■ 約３０００人 ■ １０人未満 

 

⑧システムを利用することによ

る効果 

 ・徳島市からの操作に関する問い合わ

せや障害への対応が、迅速に実施でき
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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。 
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2. 結合する相手 

①結合する相手方 株式会社四国日立システムズ 

②結合する相手方の概要 相手方が行う主な事業は次のとおり。 

・システム構築事業 

・システム運用・保守事業 

③結合の方法 ＶＰＮ回線を用いて人事給与システムと遠隔保守システムを接続。 

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 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 
職員情報（氏名・生年月日・住所・性別・人事異動歴・昇給情報・給与額等） 

⑦結合により提供される個人情

報ファイル 
職員情報（氏名・生年月日・住所・性別・人事異動歴・昇給情報・給与額等） 

 

 

3. 結合方法 

①結合方法 ＶＰＮ回線を用いて人事給与システムと遠隔保守システムを接続。 

②結合方法の妥当性 ＶＰＮ回線は、徳島市と株式会社四国日立システムズを専用の回線で結び、そ

の通信内容は暗号化されるため、通信内容の盗聴や通信データが改ざんされるな

どのリスクが低い。 

 

③結合の目的 人事給与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。 

 変更の妥当性  

④結合に係る事務の妥当性 ・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。 

・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 システム運用 

操作に関する問い合わせ対応・・・・・・・・随時発生 

システム運用支援・・・・・・・・・・・・・月５回 

システム保守 

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２年１０月１日 
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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 人事給与システムで管理する職員情報 

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 徳島市職員（常勤の特別職、上下水道局、交通局、病院局の職員及び徳島市議

会議員も含む） 

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 令和２年１０月１日  

⑥事務担当部署 【徳島市】 総務部 行政管理総室 人事課 

【(株)四国日立システムズ】システム本部 公共・社会システム部 

 

2. 個人情報の取扱の委託 
 

システム名 遠隔保守システム 

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 株式会社四国日立システムズ 

②委託内容 人事給与システムの運用保守業務 

③取扱を委託する個人情報ファイ

ルの範囲 

人事給与システムで保有する職員情報 

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 ⑦再委託の有無 □ 再委託する 

■ 再委託しない 

⑧再委託の許諾方法  

⑨再委託事項  

 



9 

 

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 

リスクに対する措置の内容  

 具体的な管理方法 ・人事給与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

施しているため、ユーザＩＤを割り当てられていない者は人事給与システムにアクセ

スができない。 

・人事給与システムはユーザＩＤにより利用者権限を設定しているため、権限のない

機能は利用できない。 

・ユーザＩＤ／パスワードを複数人で共有することを禁止している。 

・退職した職員等が使用していたユーザＩＤは廃止し、使用できないようにしている。 

・人事給与システム及び遠隔保守システムでは操作ログを取得しており、誰が・いつ・

どのような操作（どのような情報を参照したか等）を実施したかを確認し不正なアク

セスを防止している。 

・遠隔保守システム設置場所は、入退室管理が行われているため、権限があるもの以

外は入室できない。 

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：従業者が業務外で使用するリスク 

リスクに対する措置の内容 ・個人情報の取扱いに対する意識強化のために定期的にセキュリティ研修を行ってい

る。 

・人事給与システムの操作ログを記録し、不正な操作を行ったときは追跡調査を行え

る仕組みとしている。 

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 

リスクに対する措置の内容 ・人事給与システムに保有しているデータを取り出せるのは、管理権限を与えられた

者のみとしている。 

・遠隔保守システムから人事給与システムにアクセスし、データを取り出す場合は、

事前に徳島市に連絡することとしている。 

・操作ログを取得しているため、不正に使用された場合にログを追跡できる仕組みと

することで抑止を図る。 

・遠隔保守システムで使用する端末は、ＵＳＢメモリ等の記録媒体でデータを取り出

すことができない。 

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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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 

対象者以外の情報の入手を防

止するための措置の内容 

・業務上必要ない情報や保持を許可されていない情報を収集・記録してはならない旨

のルールを設けている。 

・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。 

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。 

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：不適切な方法で入手が行われるリスク 

リスクに対する措置の内容 ・遠隔保守システムから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３：入手の際に個人情報が漏えい・紛失するリスク 

リスクに対する措置の内容 ・ユーザＩＤ／パスワードを用いた認証により、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。 

・ＵＳＢメモリ等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。 

 

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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3. 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 

情報保護管理体制の確認 委託に際し、以下の観点により個人情報の管理態勢を確認している。 

・管理的な保護措置（個人情報取扱規定、体制整備） 

・物理的な保護措置（システム設置区域への入室制限） 

・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。 

・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。 

・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。 

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 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。 

 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 

・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。 

・委託契約終了後は、委託先から個人情報の消去・廃棄等に関する報告書を提出させる

ことにしている。 

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 ・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 

・漏洩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 
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4. 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 

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 

・遠隔保守システム設置場所への入室を制限している。 

⑤技術的対策 十分に行っている。 

 具体的な対策の内

容 

・コンピュータウィルス監視ソフトを導入し、サーバ・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。 

・人事給与システムと遠隔保守システムはＶＰＮ回線で接続しているため、インター

ネットから不正にアクセスすることができない。 

⑥バックアップ 遠隔保守システムではバックアップを行っていない。 

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 
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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年に

１回実施し、運用状況を確認する。 

【委託先における措置】 

・委託先の監査責任者は、委託先が定める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 【徳島市及び委託先における措置】 

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 

 

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。 

 


