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I. 基本情報 

電子計算機を結合するにあたり、結合するシステムとそのシステムで使用している個人情報ファイルの内容を記載す

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 

水道料金等徴収管理事務 

（窓口業務、開閉栓業務、検針業務、調定業務、収納業務、滞納整理業務） 

 

2. 結合する理由 

① 事務実施上の必要性 水道料金等徴収管理事務において、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る。セキュリティ面が強化されたデータセ

ンタ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。 

② 実現が期待されるメリッ

ト 

水道料金等徴収システムに特化した電算システムを利用することで、正確かつ迅速

な事務が実現できる。また、システムに災害対策機能を付加することで、安定的な

事務サービスを提供し、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 

① 部署 徳島市水道局 営業課 

② 所属長 徳島市水道局 営業課 小島 哲也 
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（別添１）事務の内容 

事務の内容には、ネットワーク図やフロー図などを用いて分かりやすく記載すること。 

 

１． ネットワーク構成 
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２． システムの内容 

システム名 水道料金等徴収システム (仮） 

システム管理業者 第一環境株式会社 

システムの機能概要 ・水道料金等徴収（窓口・開閉栓・検針・調定・収納・滞納整理）事務及びお客様情報

の管理 

・管理する情報は、契約者氏名・住所・送付先住所・連絡先電話番号・口座番号・料金

収納情報・滞納情報・お客様番号・メーター情報等をクラウド管理 

事務内容 ① 窓口業務 

      窓口・電話対応等 

 ② 開閉栓業務 

      水道メーターの取付け・取外し作業等 

 ③ 検針業務 

   お客様宅の水道メーター検針等 

  ④ 調定業務 

      水道料金等の請求金額確定等 

 ⑤ 収納業務 

   水道料金等の請求・入金処理等 

  ⑥ 滞納整理業務 

      水道料金等の滞納者への督促業務等 

  ⑦ その他関連業務 

      各種統計資料の作成等 

 ⑧ システム問い合わせ対応 

   随時、業務従事者等からの問い合わせに対応し、システムを調査 

 

 

（備考） 
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II. 電子計算機の結合の概要 

 

1. 結合するシステムの内容 

システム 1 

①システムの名称 水道料金等徴収システム 

②システムの機能 検針機能、調定機能、収納機能、統計情報等全般、その他 

③他のシステムとの接続 なし 

④システムを用いて実施してい

る事務の内容 

水道料金等徴収管理事務 

（窓口業務、開閉栓業務、検針業務、調定業務、収納業務、滞納整理業務） 

⑤システムの利用人数 徳島市水道局職員(143 名)＋第一環境徳島事務所従業員数(36 名) 

⑥システムを利用することによ

る効果 

水道料金等徴収システムに特化した電算システムを利用することで、正確かつ迅速

な事務が実現できる。また、システムに災害対策機能を付加することで、安定的な

事務サービスを提供し、市民サービス向上を果たすことができる。 
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2. 結合する相手 

①結合する相手方 第一環境株式会社が提供する水道料金等徴収システムクラウドサービス 

②結合の方法 ■ 専用線(IP-VPN による閉域網含む) 

③結合先のシステム利用人数 １０１人から５００人 

④結合による情報提供の有無 無 

⑤結合による情報提供の相手先 第一環境株式会社 

⑥結合により提供する個人情報 水道使用者情報（契約者氏名・住所・送付先住所・連絡先電話番号・口座番号・料

金収納情報・滞納情報・お客様番号・メーター情報等） 

⑦結合により提供される個人情報 水道使用者情報（契約者氏名・住所・送付先住所・連絡先電話番号・口座番号・料

金収納情報・滞納情報・お客様番号・メーター情報等） 
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3. 結合先のシステムの概要 

①結合先システムの名称 AQUA-V(水道料金等徴収システム) 

②結合先システムの機能 検針機能、調定機能、収納機能、統計情報等全般、その他 

③他のシステムとの接続 なし 

④システムを用いて実施してい

る事務の内容 

水道料金等徴収管理事務 

⑤結合先システムの利用人数 101 人から 500 人 

⑥結合先システムを利用するこ

とによる効果 

・正確かつ迅速な顧客（水道使用者）対応 

・システムに災害対策機能を付加することで、安定的な事務サービスを提供 

⑦システムで管理している個人

情報ファイル 

水道使用者情報（契約者氏名・住所・送付先住所・連絡先電話番号・口座番号・

料金収納情報・滞納情報・お客様番号・メーター情報等） 
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4. 結合に伴う個人情報の取扱の委託 

委託の有無 ■ 委託する 

①委託内容 水道料金等徴収システムの構築、導入、運用、保守、システム開発 

②取扱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委託先における取扱者数 □ 10 人未満 

□ 50 人以上 100 人未満 

□ 500 人以上 1000 人未満 

□ 10 人以上 50 人未満 

■ 100 人以上 500 人未満 

□ 1000 人以上 

④委託先への個人情報ファイル

の提供方法 

提供会社が構築した閉鎖的 IP-VPN 網を介し、プライベートクラウド上で提供さ

れるサービス 

⑤委託先名 第一環境株式会社 

再委託 ⑥再委託の有無 ■ 再委託する 

□ 再委託しない 

⑦再委託の許諾方法 第一環境株式会社の提案内容を許諾している。 

⑧再委託事項 データとプログラムのバックアップ 
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III. 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：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。 

・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実施

している。 

・利用できるシステムメニューを担当者ごとに制限しており、業務で必要のない

情報を利用できないようにしている。 

・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抑止している。 

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 

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 ・システムへのアクセスについては、業務システム端末からの制限された利用者

による照会と登録のみとしており、それ以外の方法ではアクセスできない。 

・システムが稼動しているサイトは、生体認証による入退室管理をしているた

め、なりすましはできない環境であり、物理的不正アクセスを防止している。 

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 ・個人情報の記載のある文書は、鍵付の書庫に保管する。 

・システム間は閉域網で接続されており、それ以外への接続はできないシステム

のため、外部に漏れることはない。 

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 
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2. 結合するシステムが保有する個人情報に関するリスク 

 

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 ・アクセス権が設定可能なプログラム及びフォルダなどは、必要最小限の権限を

付与する。 

アクセス権限の発効・失効の管

理 

 

 具体的な管理方法 ・アクセス権限の付与を行う際、手順に基づき、対象者及び権限についてシステ

ム担当者が設定を行う。 

・アクセス権に変更が生じた場合は、手順に基づき、システム担当者が速やかに

失効手続を行う。 

・アクセスログを取得し、追跡性を担保する。 

アクセス権限の管理  

 具体的な管理方法 アクセス権限の変更がある都度、更新を行う。 

個人情報の使用の記録  

 具体的な管理方法 システム操作記録として、いつ、どのユーザが、誰の情報を、参照・更新した

か、アクセスログを記録する。 

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：従業者が事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実施

している。 

・アクセスログを取得し不正に利用された場合にログを追跡できる仕組みを用意

することで抑止を図る。 

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 ・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実施

している。 

・アクセスログを取得し不正に利用された場合にログを追跡できる仕組みを用意

することで抑止を図る。 

・コンピュータからデータを出力する際は管理者の許可が必要となるため不正発
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生確率は低い 

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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3. 個人情報ファイルの取扱い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 

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 ・コンピュータの起動時には、Windows 認証（パスワード）と静脈認証の二要素

を採用し、なりすましを防止している。 

・水道料金等システムへのアクセスは、利用者ごとにアクセス権を設定 

・ファイルサーバへのアクセスは、Windows ユーザごとにアクセス権を設定して

いる。 

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 ・ファイルの操作履歴を取得している。 

・水道料金等システムの操作履歴を取得している。 

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 

・物理破壊し履歴を残す。 

委託契約書中の個人情報ファイ

ルの取扱いに関する規程 

■ 定めている 

□ 定めていない 

 規程の内容 業務委託契約書及び個人情報の取扱いに関する覚書 

 

再委託先における個人情報保護

に関する対策 

・データセンタの従事者は、個人情報に接触しない運用形態をとっている。 

・データセンタの従事者は、許可無くサーバラックを開錠できず、サーバに触れ

ることはできない。 

・サーバが設置されているエリアに入室できる者は限定されている。 

・サーバが設置されているエリアへの入退室は、全ての履歴がとられている。 

・委託者とデータセンタ事業者間で NDA を締結しリスクを低減している。 

・館内は監視カメラで撮影されており十分な抑止をおこなっている。 

再委託先における個人情報ファ

イルの適切な取扱の確保 

□ 特に力を入れて行っている 

■ 十分に行っている 

□ 十分に行っていない 

□ 再委託していない 
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4. 個人情報を提供することに関するリスク 

 

リスク１：不正な提供が行われるリスク 

個人情報の提供の記録 記録を残し、データの出力は許可制をとっている 

 具体的な方法 ・誰が何のファイルに何の端末でアクセスしたかをすべて記録する。 

・データの出力については、端末で出力制御をおこなう。 

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 

データの出力は、受託者側管理者の許可が必要となる。 

 

リスク２：不適切な方法で提供が行われるリスク 

リスクに対する措置の内容 データの出力は、管理者の許可が必要となる。 

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 

 

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 

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 

十分に整備している。 

④ 物理的対策 十分に行っている。 

 具体的な対策の内容 セキュリティワイヤで施錠している。 

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。 

・閉域ネットワークでの運用のため、インターネットから不正アクセスができな

い構成となっている。 

⑥バックアップ ・データベースの遠隔地バックアップ 

・本番サーバとバックアップサーバの 30 分毎の同期 

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 

なし 

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。 
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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：個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク 

リスクに対する措置の内容 間違いがあれば権限者が適宜修正することで正確性を確保している。 

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 

 

IV. 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。 
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