
杉戸町情報セキュリティ対策基準 

 

1.目的 

杉戸町情報セキュリティ基本方針（以下「基本方針」という。）に基づき、杉戸町全て

の情報資産のリスクを軽減するための対策を実施するために、杉戸町情報セキュリティ対

策基準（以下「対策基準」という。）を定める。 

 

2.適用範囲 

対策基準の適用は次のとおりとする。 

(1)組織の範囲 町の全ての機関 

(2)人の範囲 対象となる組織の職員等 

(3)情報資産の範囲 町の対象組織で保有する情報資産 

 

3.組織のセキュリティ 

組織内の情報セキュリティを確実に管理するため、以下の対策を実施する。 

 

3.1.情報セキュリティの責任の割当て 

情報セキュリティ上の責任の割当てを、管理基準の管理組織で規定した役割も含め以下

のとおり規定する。 

(1)経営陣（町長、助役、収入役、教育長） 

マネジメントレビューを通じて町の情報セキュリティの管理を行い、町の情報セ 

キュリティに関し全ての最終責任を持つ。 

なお町長は事故対策委員会の委員長を務める。 

(2)情報セキュリティ総括責任者（助役） 

町の情報セキュリティ運用の総括責任者であり、次の役職を通じてその責任を果 

たす。 

・マネジメントレビューの事務局長 

・情報セキュリティ委員会の委員長 

・情報セキュリティ委員幹事会の委員長 

・事故対策委員会の副委員長 

(3)内部監査委員会委員長（総務財政調整幹） 

内部監査の計画、実施、報告の責任者 

(4)組織管理責任者（総務課長） 

情報管理責任者の取りまとめとしての責務を負い、マネジメントレビュー、情

報セキュリティ委員会、情報セキュリティ幹事会の事務局を担当する。 

(5)情報システム管理責任者（秘書政策課長） 

町内全般に渡る情報システムの管理責任者として、情報システム管理者とネッ

トワーク管理者を総括する。またここの業務システムについても下記の責務を負

う。 

・個々の業務システムの開発、管理に対しても助言を行う。 
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・個々の業務システムの管理責任者は各課長及び課長級職員とするが、具体的には

情報セキュリティ委員会の承認を得て、責任のあいまいな情報システムが無いよ

う管理する。 

また、マネジメントレビュー、情報セキュリティ委員会、情報セキュリティ幹

事会の事務局を担当する。 

(6)情報システム管理者 

町共通の情報システムに対して日々の管理運営を行う。 

また、情報システム管理責任者を補佐する。 

(7)ネットワーク管理者 

町の情報システムで利用する全てのネットワークを管理する。 

また、情報システム管理責任者を補佐する。 

注）情報システム管理者とネットワーク管理者は兼任してもよいが、職務責任と 

しては分離して取り組むこと。 

(8)情報管理責任者 

個々の情報の管理責任者は各課長及び課長級職員とする。 

 

3.2.個人情報の管理手順 

個人情報を扱う部署においては杉戸町個人情報保護条例に従い運用すること。運用にあ

たっては特に以下のことに留意して運用すること。 

・目的に不要な情報は収集せず、必要最低限の情報収集に止める。 

・入手した原票の管理 

・入力したファイルの管理 

・印刷出力、複写情報の管理 

・目的を達成したときの情報の廃棄管理 

・目的達成後の情報保存は原則行わない。どうしても保存の必要が有る場合は必要

最低限に情報に加工してから保存すること。 

 

3.3.情報処理設備の認可手続 

新しい情報処理設備やシステムを導入する場合には、情報セキュリティ委員幹事会を通

して経営陣の許可を得る手続きを行うこと。 

 

3.4.専門家による情報セキュリティの助言 

専門家として役場内の特定の職員を指名し、経験を積ませ外部からの情報を取得し、町

の情報セキュリティに関する助言を得る。必要な場合には外部の専門家から助言を得るよ

うにすること。 

 

3.5.組織間の協力 

セキュリティの事件・事故の場合適切な処置を素早くとられ、適切な助言を確実に得ら

れるように、行政機関、規制機関、情報サービス提供者および通信業者と適切な関係を結

び維持すること。 
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3.6.第三者の利用に関するセキュリティ 

第三者によって利用される情報資産のセキュリティを維持するため、以下の対策を実施

する。 

・町の情報を第三者に利用させる場合はリスクアセスメントを実施し、適切な対策

を実施すること。 

・利用のための実施手順を作成し、情報セキュリティ委員会幹事会の承認を得て実

施すること。 

・ハード、ソフトウェアの保守を行わせる業者やコンサルタント等の第三者に町の

情報システムの利用を許可する場合には、リスクアセスメントを実施し、適切な

対策を実施する。また、第三者と情報セキュリティに関する正式な契約を情報セ

キュリティ委員幹事会の承認を得て締結すること。 

 

3.7.外部委託契約について 

情報処理の責任を別の組織に外部委託した場合における情報セキュリティを維持するた

め、以下の対策を実施する。 

・業務を外部に委託する場合、組織内部の情報を提示する必要がある場合には、機

密保持契約を締結することはもとより、機密保持に必要な取扱い等を取り決め契

約すること。 

・契約の締結にあたって必要と思われる場合は、業者事務所等の視察を行うこと。 

・情報システム、ネットワーク、パソコン等の端末機器の管理を一部でも外部に委

託する場合にはセキュリティ上の要求事項を合意して契約書に記載し契約を取り

交わすこと。 

 

4.人的セキュリティ 

人による不正行為や誤用のリスクを軽減するため、以下の対策を実施する。 

4.1.雇用時のセキュリティ 

職員の雇用時には機密保持の契約書に署名を行い、雇用中の機密保持の誓約を求めると

共に退職後も雇用中に知り得た情報の機密保持を行う責務を果たす旨の契約を交わす。こ

れにあたり雇用条件として情報セキュリティの責務について示すこと。 

 

4.2.職員等の教育訓練 

職員等は基本方針、管理基準、対策基準及び実施手順に関する教育、訓練及びその他の

情報セキュリティに関する教育･訓練プログラムに参画する責務を負う。 

 

4.3.セキュリティ事件・事故及び誤動作への対処 

職員等は情報セキュリティ上の事件･事故及びシステムの誤動作等に気がついた場合、

決められた連絡体制に従い連絡する責務を負う。 

 

5.物理的及び環境的セキュリティ 

 3



5.1.セキュリティ区画 

情報資産に対し許可されていない利用、損傷及び妨害を防止するため、以下の対策を実

施する。 

(1)情報資産の保管場所 

・情報資産は、可能な限り施錠管理のできるキャビネット等に保管すること。 

・キャビネット等は来訪者や納入業者等、第三者の出入りするところからはできる

だけ隔離すること。 

(2)情報資産の保存場所 

・保管期限を過ぎた情報資産は適切な保存場所を設けて保存すること。保存場所に

ついては、耐火、侵入防止策、他部門との隔離等を必要に応じて対策し、収納、

持ち出し方法を定めて運用すること。 

・保存場所の機能を外部業者に委託する場合は、セキュリティ上の要求事項を契約

書に明記すること。 

・保存場所に関する対策の実施に関して、情報セキュリティ委員幹事会の承認を得

ること。 

(3)重要な情報システムの設置場所 

・重要な情報システムについては、入退室管理等、セキュリティの保たれた区画を

設けて設置すること。また、来訪者、納入業者等の出入りする所からは隔離する

こと。 

・設置場所の機能を外部業者に委託する場合や、情報システムそのものを外部業者

に委託する場合は、その区画のセキュリティ面を調査し、対策内容を契約書に明

記すること。 

・重要な情報システムの設置場所に関する対策の実施に関して、情報セキュリティ

委員幹事会の承認を得ること。 

 

5.2.装置のセキュリティ 

装置に対し情報資産の損失、損傷または劣化及び業務活動に対する妨害を防止するため、

以下の対策を実施する。 

(1)装置の設置と保護 

・一般来訪者の出入りするカウンタ等のある部署においては、一般来訪者からパソ

コン画面が容易に見えないよう設置すること。 

・一般来訪者に画面を見せてサービスを行う場合にも、不必要な情報は見せないよ

うに、また一般来訪者が操作できないように注意して管理すること。 

・装置は停電その他電源異常から保護すること。また、電源ケーブルや通信ケーブ

ル等の配線は情報の傍受や損傷から適正に保護すること。 

(2)装置の保守 

・情報の可用性及び完全性を維持するために、パソコン等の装置は適正に保守する

こと。 

(3)装置の安全な処分または再使用 

・装置を処分する場合または自部門以外で再使用する場合には、その前に庁内の管
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理部門からの指示の下に、情報を適正に消去すること。 

 

5.3.情報資産の損傷、盗難の防止 

情報資産を、認可されていない者への露呈や、それらのものによる改ざんや盗難から保

護するため、以下の対策を実施する。 

(1)各職員のパソコンの管理 

・パソコンのログイン名、パスワードは適切に設定し管理すること。 

・パソコン特にノートパソコンは専用のワイヤーで机の脚等に締結すること。 

(2)クリアデスク、クリアスクリーン等 

・長時間離席する場合には、机上に書類を放置しないこと。 

・個人机上のパソコンは長時間離席する場合にはログオフするか電源を切ること。 

・個人の机上以外のパソコンについても、長時間無人になる場合にはログオフする

か電源を切ること。 

(3)個人の収集資料等の管理 

・業務上もしくは調査、学習等のためにコピーした重要な情報は、個人の責任で机

の引き出し等鍵のかかる所に保管し、使用目的達成後適性に廃棄すること。 

(4)作成途中の情報の管理 

・作成途中の情報については、完成情報と同等のランクによる取り扱いを行うこと。 

・作成途中の紙情報は最終的に保管するキャビネット等のフォルダに保管すること。 

・作成途中の電子データは部署別の共通フォルダに保存すること。 

(5)共通フォルダの使用 

・パソコンの盗難、紛失等よる情報の漏洩及びパソコンの故障等による情報の破壊

等を防ぐため、パソコン本体には重要な情報を保存せず、部署別の共通フォルダ

に保存すること。 

・諸事情により共通フォルダを使用することができない場合は、情報システム管理

者に相談しその指示の下、適切な管理を行うこと。 

(6)会話による情報漏洩防止 

・執務スペースと外来者カウンタはできるだけ離し、内部の会話による情報の外部

への漏洩に対処すること。物理的、経済的に不可能な場合は重要な会話は会議室

等を利用して行い、執務スペースでの会話には注意すること。 

・町民の重要な個人的な相談を受ける場合は、相談室等を設け会話による漏洩に十

分注意すること。 

(7)情報資産の持ち出し 

・情報資産は管理者の許可なく持ち出してはならない。持ち出しを行う場合は、持

ち出しの可能な情報資産の基準を定め、これを満足しているもののみ持ち出しの

許可を行うこと。 

 

6.紙情報の管理 

紙情報に対しセキュリティを保った取扱いを確実に実施するために以下の管理を実施す

る。 
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6.1.保管管理 

(1)保管管理 

・紙情報はキャビネット等で主務課が保管管理すること。 

・個人情報等、特に機密性の高い情報は厳重な管理を行うこと。 

 

6.2.保存管理 

(1)保存管理 

・保管期限を過ぎた紙情報は文書庫に保存すること。また、管理責任者を定め運用

すること。 

 

6.3.利用の管理 

(1)利用の管理 

・アクセスできる権限者を規定しておくこと。アクセス権限のない者が情報を閲覧

したい場合には、管理責任者に許可を得ること。 

・特に機密性の高い機密性ランク 4 の情報については利用許可の手順を決め管理す

ること。 

 

6.4.印刷及び複写情報の管理 

印刷及び複写された情報管理を適切に行うため、以下の対策を実施する。 

(1)印刷及び複写の制限 

・機密性の高い機密性ランク 4 及び 3 の紙情報については、極力印刷及び複写を行

わないこと 

(2)適切な管理の実施 

・やむを得ず印刷出力したものについては適切な保管もしくは廃棄を行うこと 

 

6.5.紙情報の廃棄 

(1)廃棄の管理 

・使用目的を達成した後は、その情報のランクにより適切かつ速やかに廃棄するこ

と。 

・紙情報の廃棄については、その管理者と手順を定め、情報セキュリティ委員幹事

会の承認を得て実施すること。 

・廃棄を外部業者に委託する場合は、セキュリティ対策を明記した契約書を取り交

わすこと。 

・廃棄前の紙情報は鍵のかかるキャビネットや書庫で保管管理すること。 

(2)紙情報の再利用 

・紙情報の再利用を行う場合は、その情報資産のランクにより適切な利用を行うこ

と。 

 

7.情報システムの運用管理 

7.1.運用手順及び責任 
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情報システムを正確かつセキュリティを確保して運用するため、以下の対策を実施する。 

(1)操作手順書の整備 

・セキュリティ面を十分考慮したシステムの運用手順書を作成し維持すること。 

・運用に際して、システムの操作に従事する職員等に十分な教育･訓練を実施するこ

と。 

(2)運用の変更管理 

・運用の変更については、その変更がうまく行かない場合の中止およびシステムの

復帰を含めた変更計画を作成し、情報セキュリティ総括責任者許可を得て変更作

業を行うこと。 

(3)職務の分離 

・情報システムの運用管理は無許可の実施や誤用を防ぐため、できるだけ職務およ

び責任領域を分けること。 

・運用中は、定期的に作業報告書を上司に提出し検査を受けること。 

(4)開発施設と運用施設の分離 

・システムの開発や試験に使用する施設は、運用しているシステムの施設とは分離

して別に用意すること。 

・分離が困難な場合には、情報セキュリティ統括責任者の許可を得て実施すること。 

(5)開発段階から運用段階への移行 

・開発段階から運用段階へに移行は、その基準書を定めそれに従がって判断し、情

報セキュリティ統括責任者の許可を得て移行を行うこと。 

 

7.2.システムの容量及び能力の計画と受け入れ試験 

システムの故障のリスクを最小限に押さえるため、以下の対策を実施する。 

(1)システムの容量及び能力の計画と運用管理 

・システムの容量及び能力の計画を行い、その監視基準を定め運用管理すること。 

(2)システムの受け入れ 

・新しく開発したシステム、または改定、更新したシステムの受け入れ基準を定め、

その受け入れ前に試験を実施すること。 

・試験結果は記録として作成し維持すること。 

 

7.3.悪意のあるソフトウェアからの保護 

ネットワーク及びシステム等を悪意のあるソフトウェアからの保護するため、以下の対

策を実施する。 

(1)悪意のあるソフトウェアからの保護 

・ウィルス、ワーム等の悪意のあるソフトウェアからの保護については対策ソフト

を導入し、適切な維持管理を行うこと。 

・運用およびメンテナンスについて実施手順を作成し、全職員等に教育･訓練を実施

すること。 

 

7.4.システムの維持管理 
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情報システムの完全性と可用性の維持のため、下記の対策を実施する。 

(1)情報のバックアップ 

・情報の重要度に応じて情報およびソフトウェアのバックアップを定期的に実施す

ること 

・実施したバックアップが正しく行われていることを検査すること。 

(2)運用の記録 

・情報システムの運用担当者は作業の記録を継続して作成すること 

・管理者は定期的にこの記録を検査すること。 

(3)障害の記録 

・情報システムの運用担当者は、発見、報告された障害について直ちに管理者に報

告するとともに、情報セキュリティ委員幹事会に報告して是正処置をとること。 

(4)システム文書のセキュリティ 

・情報システムに関する文書は厳重に保護すること。 

 

7.5.ネットワークの管理 

ネットワークにおける情報の保護、ネットワークを支える基盤の保護を確実に行うため、

以下の対策を実施する。 

(1)ネットワーク基盤のセキュリティの確保 

・重要なシステムでネットワークに接続する必要がない、接続しないでも運用でき

るシステムはネットワークに接続しないこと。 

・重要なシステムのネットワークは一般のネットワークから分離（物理的およびフ

ァイアーウォールなどを介した論理的分離）すること。 

・インターネットに接続するポイントはできるだけ少なく制限し、ファイアウォー

ルなどで出来得る限り保護すること。 

・無線 LAN の導入は基本的に許可しない。無線 LAN が必要となった場合には、その

対策を十分に検討し、実施手順を作成、利用者の教育･訓練実施の後許可すること。 

(2)ネットワーク関連文書の保護 

・ネットワークに関する文書は厳重に保護すること。 

 

7.6.電子媒体の取扱い 

電子媒体での情報の漏洩を防ぐため、以下の対策を実施する。 

(1)電子媒体に記録された情報の管理 

・情報が記録されたフロッピー等の可搬電子媒体は、ラベル表示を行い、施錠でき

るキャビネット等に保管すること。 

・情報システムのバックアップ等の重要な情報が記録された電子媒体は、特に厳重

な管理を行うこと。 

(2)取外し可能な付属媒体の管理 

・保管環境は製造者の仕様に基づき、適切に保管すること。 

・再使用可能な媒体を部署外に移管する場合は、その前に庁内の管理部門からの指

示の下に、情報を適正に消去すること。 
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(3)印刷出力の管理 

・電子情報（紙文書を原本としないもの）から印刷出力した情報は使用後廃棄する

こと 

・印刷文書の保管が必要な場合は、紙情報としての管理を行うこと 

(4)電子媒体の処分 

・必要のなくなった電子媒体については、安全確実に処分し、情報の漏洩が無いよ

う十分注意を払うこと。 

・廃棄するまでの一時保管の必要が有る場合は、施錠できる倉庫等で保管すること。 

 

7.7.情報資産の組織間の授受 

組織間で交換される情報資産の紛失、改ざんまたは誤用を防止するため、以下の対策を

実施する。 

(1)情報資産の交換契約 

・委託先等を含む内外の組織間の情報資産の交換（電子的又は人手によるもの）を

行う場合には、正式な契約として合意を取り交わすこと 

(2)配送中のセキュリティの確保 

・情報資産の配送を行う場合は、配送中の情報に対する認可されていない利用、誤

用又は破損から保護すること 

・配送方法、人員、スケジュール等、配送時における管理方法を明確にすること 

(3)電子申請のセキュリティ 

・申請された内容について、適切な管理を実施すること 

(4)電子メールのセキュリティ 

・電子メールがもたらすセキュリティ上のリスクを軽減するための適切な管理を実

施すること 

(5)電子オフィスシステム（掲示板等庁内の連絡当に使用するもの） 

・利用されるシステムに関連するセキュリティ上のリスクを管理するため、各シス

テムの運用手順を作成し、実施すること 

(6)公開システムのセキュリティ 

・情報を公開する前に正式な認可の手続きがとられ、また、情報の改ざんを防止す

るために公開した情報の完全性を保護すること 

(7)FAX、その他の情報交換システムのセキュリティ 

・FAX 等ではできるだけ個人情報の入ったような重要な情報は扱わないこと。 

・送信先を間違えて送信しないよう十分注意し、よく使用する相手先（FAX 番号

等）は登録して使用すること。 

・機器等は受信情報が部外者の目に触れないよう設置すること。 

(8)自宅等での作業 

・自宅への情報の持ち出しは禁止する。必要な場合は許可を受けた上で持ち出す情

報の内容等を記録すること。 

 

8.情報資産の利用 
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情報資産の利用は出来うる限り必要最低限の者に制限する。そのため下記の管理を行う。 

8.1.利用者の管理 

情報資産の利用の権限を適切に認可、割当てし、維持管理するため、以下の対策を実施

する。 

(1)情報資産の利用 

・紙情報を含む各情報資産の利用について、適切な利用の権限管理を行うこと 

(1)システム等の利用者の登録及び認証 

・情報システム等については利用者の登録を行い、利用を許可するための手続を実

施すること 

・パスワード等による利用者の識別および認証を行うこと 

・利用者の認証に必要な ID 及びパスワードの割当て及び運用管理について適切な管

理を行うこと 

(3)利用者の権限の見直し 

・適切な情報資産の利用を維持するため、利用者の権限は定期的に見直すこと。 

・組織異動や退職等により不要となった権限が放置されないよう十分注意すること。 

(4)特権管理 

・機密性の高い紙情報やサーバー等の重要な情報の利用に必要な特権は適切な制限

を行う。 

・特権は情報セキュリティ統括責任者の承認事項とし、特権を使用した作業につい

ては記録を行い、管理者の定期的な検査を受けること。 

 

8.2.利用者の責任 

認可されていない者の情報資産の利用を防止するため、以下の対策を実施する。 

(1)パスワードの使用 

・システム等の利用に必要なパスワードは厳重に管理し、適切な利用を行うこと。 

(2)利用者領域の無人運転装置の保護 

・事務所等の利用者の領域に置かれたサーバ等、無人の装置が有る場合には利用者

にその保護を求めること。 

 

8.3.ネットワークのアクセス制御 

ネットワークを介したサービスの保護及び利用者に許可されたサービスへの直接のアク

セスだけを提供するため、以下の対策を実施する。 

(1)ネットワークのアクセス制御 

・接続経路を明確にし、管理すること 

・遠隔利用者の認証を行うこと 

・遠隔システムへの接続ノードは認証をおこなうこと 

・遠隔診断用ポートについてはセキュリティを保つよう制御を行うこと 

・可能な限りシステムや利用者ごとのネットワーク領域の分割を行うこと 

・共有ネットワークの接続制御を行うこと 

・可能な限りネットワークの経路指定制御を行うこと 
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(2)ネットワークサービスのセキュリティ 

・ネットワークサービスを使用する場合には使用する全てのサービスに関するセキ

ュリティについて明確な説明を受けること 

 

8.4.オペレーティングシステムのアクセス制御 

許可されていないコンピュータアクセスを防止するため、以下の対策を実施する。 

(1)利用者の識別及び認証 

・利用者の登録を行い、アクセスを許可するための手続を実施すること 

・パスワード等による利用者の識別および認証を行うこと 

・利用者の認証に必要な ID 及びパスワードの割当て及び運用管理について適切な管

理を行うこと 

(2)接続機器の識別 

・利用可能な端末の自動識別を行うこと 

(3)端末のタイムアウト機能 

・リスクの高い場所での利用や、重要な情報を取り扱う端末については、認可され

ていないアクセスを防止するため、一定時間経過後に利用を遮断されるよう制御

すること 

(4)システムユーティリティの使用制限と管理 

・意図しないシステムへの影響を軽減するため、システムユーティリティプログラ

ムの使用を制限すること 

(5)接続時間の制限 

・リスクの高いシステム等に対してセキュリティを高めるため、必要に応じて接続

時間に制限を設けること 

 

8.5.業務用システムのアクセス制御 

業務用システムが保有する情報への認可されていないアクセスを防止するため、以下の

対策を実施する。 

(1)情報へのアクセス制限 

・業務用システム及び情報については、適切な制限を行うこと 

(2)取扱いに慎重を要するシステムの隔離 

・取扱に慎重を要するシステムは、専用の（隔離された）環境にあること 

 

8.6.システムアクセス及びシステム使用状況の監視 

認可されていない活動を検出するため、以下の対策を実施する。 

(1)事象の記録 

・将来の調査及びアクセス制御のため、例外事項、その他セキュリティに関連した

事象を記録し、一定の期間保存すること 

(2)システム使用状況の監視 

・正確な記録のため、コンピュータ内時計の同期を行うこと 

・システム、ソフトウェア及びハードウェアの利用時には必要に応じて利用状況の
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監視、記録を行うこと 

(3)許可されていないソフトウェア及びハードウェアの利用の禁止 

・ソフトウェア及びハードウェアの追加及び変更等については基本的に許可しない 

・ソフトウェア及びハードウェアの追加及び変更等が必要な場合には、情報セキュ

リティを確実にするため、その対策を十分に検討し、実施手順書を作成、利用者

の教育・訓練実施の後許可する。 

 

8.7.モバイル端末及び遠隔作業 

モバイル端末の利用もしくは遠隔作業の実施時における情報セキュリティを維持するた

め、以下の対策を実施する。 

(1)利用の制限 

・モバイル端末の利用及び遠隔作業は基本的に許可しない。 

・モバイル端末もしくは遠隔作業が必要となった場合には、情報セキュリティを確

実にするため、その対策を十分に検討し、実施手順書を作成、利用者の教育・訓

練実施の後許可する。 

(2)利用時の監視 

・モバイル端末もしくは遠隔作業を利用する場合には必要に応じて利用状況の監視、

記録を行うこと 

 

9.システムの開発及び保守 

情報システムの開発あるいは保守上のセキュリティを確保するため、下記の基準を規定

する。 

9.1.システムのセキュリティ要求事項 

情報システムへのセキュリティの組み込みを確実にするため、以下の対策を実施する。 

(1)セキュリティ要求事項の明示 

・システムの開発及び導入に当たっては、セキュリティ要求事項の分析を行い、明

示すること。 

 

9.2.業務用システムのセキュリティ対策 

(1)業務用システムのセキュリティ対策 

業務用システムのセキュリティ対策として下記を取り入れるよう検討すること。 

・入力データの妥当性確認 

・改ざん検出 

・メッセージ認証 

・出力データの妥当性確認 

 

9.3.暗号による対策 

情報の機密性、真正性または完全性を保護するために必要であれば実施手順を制定し、

管理運用すること。 

※真正性：情報授受が正式に取り交わされたこと（取り交わしの否認を防止する） 
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9.4.システムファイルのセキュリティ 

情報システムの運用管理をセキュリティの保たれた状態に維持するため、以下の対策を

実施する。 

(1)運用ソフトウェアの管理 

・運用システムでのソフトウェアの実行を管理する手順を持っていること。 

(2)システム試験データの保護 

・システムの試験データを保護し管理すること。 

(3)プリグラムソースライブラリーへのアクセス制御 

・プログラムソースライブラリへもアクセス全体に渡って厳しい管理を維持するこ

と。 

 

9.5.開発及び保守過程でのセキュリティ 

業務用システム及びそこで取り扱う情報のセキュリティを維持するため、以下の対策を

実施する。 

(1)システムの変更管理 

・情報システムの破壊の危険性を最小に押さえるため、正式な変更管理の手順を定

め、情報システムの変更を厳しく管理すること。 

・システムの変更は実施計画書を情報セキュリティ委員幹事会に提出し承認を得て

実施すること。実施後はその結果報告を行い承認を得ること。 

・変更計画と結果報告及びその承認は記録として保管管理すること。 

(2)オペレーティングシステム変更時の試験 

・オペレーティングシステムの変更によるシステムへの悪影響を及ぼさないよう、

システムの検査を行うこと。問題があった場合は解決を図った後に変更を適用す

ること。 

(3)パッケージソフトウェアの変更に対する制限 

・管理できない不具合を避けるため、パッケージソフトウェアの変更は原則行わな

い。もしどうしても必要な場合は厳重に管理し、情報セキュリティ委員幹事会に

報告すること。 

(4)隠れチャネルおよびトロイの木馬からの保護 

・隠れチャネルおよびトロイの木馬の危険性から保護するために、ソフトウェアを

信用できる購入先から購入し、使用前に検査を行い、ソフトウェア修正を管理す

ること。 

(5)外注業者へのソフトウェア開発委託の対策 

この場合次のことを考慮すること。 

・使用承諾に関するする取り決め 

・コードの所有権及び知的所有権 

・作業の質及び正確さの認証 

・委託先が不履行の場合の預託契約に関する取り決め 

・作業の質及び正確さの監査のための介入権利 

 13



・コードの品質についての契約要求事項 

・トロイの木馬を検出するための導入前試験 

 

10.危機管理 

重大な障害または災害の影響から事業活動を保護し、その中断に対し対処するため、以

下の対策を実施する。 

10.1.危機管理計画の作成 

情報セキュリティ委員会幹事会にて危機管理計画を策定し、事故対策委員会の構成員に

説明すると共に職員等に周知する。 

危機管理計画では以下の項目を含め検討対策すること。 

・重大な障害または災害発生時の連絡体制を決定と職員等への周知 

・想定される重大な障害または災害に対する対策策定 

・重要情報システムのデータのバックアップ（遠隔地保管も検討要） 

・重要情報システムの二重化 

・ウィルスやネットワークからの侵入発見時のサーバ停止や回線切断処置 

・火災時の紙文書の保護（重要情報の耐火金庫への保管、電子データによる復元

等） 

 

10.2.危機管理計画の実施試験と改善 

危機管理計画で計画した対策に対して、業務に支障を与えない方法を検討し許される範

囲で実施試験を行うこと。（バックアップデータからの復元処理、2 重化システムの切り

替え運用等） 

試験の結果に基づき必要があれば改善を行うこと。 

 

10.3.事故対策委員会の召集（重大な障害または災害発生時） 

重大な障害または災害発生時には速やかに事故対策委員会を召集しその指揮の下、対策

に当たること。 

 

10.4.例外規定 

重大な障害または災害時は現場にて事故対策委員会の許可を得ることなく権限者以外の

者が緊急処置を行う必要も生じる。この場合には課長もしくは課長級職員の判断の下、緊

急処置を行うことができる。 

この場合には、事後できるだけ速やかに事故対策委員会に書面にてその処置の内容の報

告を行うこと。 

 

11.適合性 

11.1.法令、例規への適合 

守るべき法令、例規等への違反を避けるため、情報セキュリティ委員幹事会にて守るべ

き法令、例規等の一覧表を作成し各課に提示する。必要ならばその内容のセミナー等を開

催する。 
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11.2.基本方針及び管理基準等への適合 

定期的に実施する内部監査を通じて、基本方針及び管理基準等への適合を確実にするこ

と。 

 


