
杉戸町情報セキュリティ管理基準 

 

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、杉戸町の全て

の情報資産を脅威から保護するための体系的かつ効果的な管理の実施を目的とし、杉戸町

情報セキュリティ管理基準（以下「管理基準」という。）を定める。 

 

 

2.定義 

管理基準における用語の定義は以下のとおりとする。 

(1)情報セキュリティ 情報資産の機密性､完全性､可用性を維持すること 

(2)情報資産 全ての紙文書、電子情報及び、それらを管理する仕組み（ハード・ソフト、

ネットワーク、業務システム）等 

(3)機密性 情報資産の利用を認可された者だけが、情報を利用することを確実にするこ

と 

(4)完全性 情報及び処理方法が､正確で完全であることを保護すること 

(5)可用性 認可された利用者が､必要な時に情報資産を利用できることを確実にするこ

と 

(6)脅威 情報資産や組織に損失や損害をもたらすセキュリティ事故の潜在的な要因 

(7)脆弱性 脅威の発生を誘引する情報資産個々が持つセキュリティ上の弱点 

(8)リスク 将来､事故の発生する可能性のある不確実（危険）の集まり 

(9)経営陣 町長、助役、収入役、教育長 

(10)職員等 全ての職員（臨時職員を含む） 

 

 

3.適用範囲 

管理基準の適用範囲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 

 

 

4.情報セキュリティ管理の概要 

町の業務活動全般及びリスク全般を考慮し、情報セキュリティに関す管理体系（以下

「ISMS」という。）を構築し、組織内に導入し、維持しかつ継続的に改善を行っていく。そ

のプロセスを図.1 に示す。 

 

1 



ISMSの導入
及び運用
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図.1 PDCA サイクル 

 

4.1.ISMS の確立（PLAN） 

(1)基本方針及び管理基準の制定 

(2)目標の設定 

・リスクを軽減するために目標を設定し、全ての職員等に通知し活動する。 

(3)情報のセキュリティを確実にするための管理体制の整備 

(4)情報セキュリティを確実にするため職務を明確化 

(5)リスクアセスメントの実施 

(6)対策基準の策定 

・リスク対応のための対策基準を策定する。 

 

4.2.ISMS の導入及び運用（DO） 

(1)リスク対応計画を策定し、実施する。 

(2)対策基準に基づいた運用を実施する。 

・このために必要であれば実施手順書を策定し運用する。 

(3)教育・訓練を実施する。 

(4)経営資源を管理する。 

(5)セキュリティ事故・事件の管理手順を定め、管理を実施する｡ 

 

4.3.ISMS の監視及び見直し（CHECK） 

(1)セキュリティ監査（内部監査）を定期的に実施し、管理基準、対策基準及び実施手

順への遵守を監査するとともに、定期的に見直しを行う。 

(2)残留リスク及び受容可能なリスク水準の見直しを行う。 

(3)ISMS が継続して適切かつ有効であることを確実にするために､定期的にマネジメン

トレビューを実施する｡ 

 

4.4.ISMS の維持及び改善（ACTION） 

(1)ISMS の運用及び監査結果から必要と合意された改善策を実施する。 

(2)適切な予防処置及び是正処置を実施する。 

 

5.ISMS の文書化 
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ISMS は文書化し維持管理する。 

 

5.1.作成文書 

ISMS の確立、導入･運用、監視及び見直し、維持･改善を行うために以下の文書を作成

する。 

(1)基本方針 

(2)管理基準 

(3)対策基準 

(4)リスクアセスメント結果及びリスク対応計画 

(5)実施手順 

(6)記録 

・情報セキュリティ管理組織の各委員会等の議事録 

・教育訓練の結果の記録 

・監査結果の記録 

・実施した是正処置の結果の記録 

・実施した予防処置の結果の記録 

・情報セキュリティ事件・事故発生に関する記録 

・その他対策基準、実施手順で必要と規定した記録 

 

5.2.文書管理 

ISMS で必要な文書は保護し管理すること。 

下記を文書管理手順として確立し運用管理すること。 

(1)発行前に適切かどうかの観点から承認する。 

(2)文書の見直しを行い、必要に応じて更新し、承認する。 

(3)文書変更の識別及び現在の改定版の識別を確実にする。 

(4)該当する文書の最新版が、必要なときに、必要なところで使用可能な状態に保つ。 

(5)外部で作成された文書を確実に識別する。 

(6)文書の配布を適切に管理する。 

(7)廃止文書が誤って使用されないよう管理する。 

(8)廃止文書を何らかの目的で使用する場合は、適切な識別を行う。 

 

5.3.記録管理 

ISMS が基本方針、管理基準、対策基準及び実施手順に適合して運用され、効果的に運

用されていることの証拠として記録を作成し、維持管理する。 

記録管理手順を作成し、記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄に関して

その方法を確立する。 

 

 

6.経営陣の責任 

経営陣は以下の責任を負う。 
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6.1.経営陣の関与 

経営陣は ISMS の確立、導入、運用、監視、見直し、維持及び改善に関与し下記を実行

する。 

(1)基本方針を確立する。 

(2)情報セキュリティの目標を設定し、リスク対応計画が確実に実施されるようにする。 

(3)情報セキュリティに対する役割及び責任を定める。 

(4)情報セキュリティの目標を達成することの重要性及び基本方針に適合することの

重要性、継続的改善の必要性を組織内に周知する。 

(5)ISMS の確立、導入、運用、監視、見直し、維持及び改善に必要な経営資源を提供す

る。 

(6)リスクの受容可能な水準を決定する。 

(7)マネジメントレビューを実施する。 

 

6.2.経営資源の運用管理 

経営陣は ISMS の維持管理に必要な経営資源の提供及び職員等の教育･訓練を行う 

(1)経営資源の提供 

ISMS の確立、導入、運用、監視、見直し、維持及び改善に必要な資源を提供する。 

(2)教育・訓練 

組織の職員等が、定められた情報セキュリティに対する役割及び責任を果たすこと

ができるよう、下記を実施する。 

①職員等に必要な教育・訓練の目標を明確にする。 

②必要な教育・訓練を実施する。 

③実施した内容等について、以後の教育・訓練のための検討を行い、その内容等につ

いて記録する。 

 

 

7.管理組織の整備と運営 

情報セキュリティを確実にするために、情報セキュリティ委員会、情報セキュリティ委

員幹事会、内部監査委員会を整備し運営に当たり、経営陣によるマネジメントレビューを

実施する。また、通常の体制では対処できない重大な障害または災害発生時には事故対策

委員会を開催し対処する。 

なお、各委員会等やマネジメントレビューの議事録は、情報セキュリティ管理活動の証

拠とするため各事務局が記録として作成し維持管理する。 

 
情報セキュリティ委員会幹事会（定期的） 情報セキュリティ

委員会（定期的）
マネジメント

レビュー（定期的）

内部監査の実施  
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7.1.情報セキュリティ委員会 

組織内の情報セキュリティを主導するために情報セキュリティ委員会を設置する。 

(1)構成員 

委員長：助役（情報セキュリティ総括責任者） 

委員：収入役、教育長、総務財政調整幹（内部監査委員長）、環境福祉調整幹 

建設経済調整幹、教育次長、消防長、各課長（課長級職員を含む） 

事務局：総務課長（組織管理責任者）、秘書政策課長（情報システム管理責任者） 

(2)開催時期 

マネジメントレビューに先立ち開催する。 

また、必要に応じ臨時に開催することができる。 

(3)組織の役割 

情報セキュリティ委員幹事会活動の総括 

マネジメントレビューに提出する資料の審議 

その他、情報セキュリティに関する全般 

 

7.2.情報セキュリティ委員幹事会 

情報セキュリティに関する日常の運営管理のために情報セキュリティ委員幹事会を設

置する。 

(1)構成員 

委員長：助役（情報セキュリティ総括責任者） 

委員：収入役、教育長、総務財政調整幹（内部監査委員長）、環境福祉調整幹 

建設経済調整幹、教育次長、消防長 

事務局：総務課長（組織管理責任者）、秘書政策課長（情報システム管理責任者） 

(2)開催時期 

定期的に開催する。 

(3)組織の役割 

リスク対応計画の作成及び修正 

リスク対応計画の実施の管理 

その他、情報セキュリティに関する全般 

 

7.3.内部監査委員会 

内部監査委員会を設置し、ISMS が有効に期待通り実施され維持されていることを検証

するために監査とレビューを実施する。 

(1)構成員 

委員長：総務財政調整幹 

委員：職員等の中より委員長が選任する 

事務局：総務課長（組織管理責任者）、秘書政策課長（情報システム管理責任者） 

(2)開催時期 

監査の実施と情報セキュリティ委員会に監査結果及びそのレビュー結果を報告でき

るよう委員会を開催する。 
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(3)組織の役割 

①内部監査委員の選出及び決定 

内部監査委員には ISMS に関して教育を実施し、委員長がその資格を承認する。

必要ならば内部監査員として外部の専門組織の応援を得てもよい。監査員は客観性、

公平性を保つため自らの仕事は監査しないこと。 

②内部監査実施手順の作成と監査計画、監査プログラムの策定 

内部監査委員会で、監査の実施手順を作成し、対象、実施頻度、評価基準（チェ

ックシート等）を規定すること。 

監査計画、監査プログラムを予め策定しマネジメントレビューで承認を得ること。 

監査対象部署の重要性や過去の監査結果を考慮して監査プログラムを策定する

こと。 

③内部監査の実施 

マネジメントレビュー及びそれに先立つ情報セキュリティ委員会に報告できる

よう監査及び監査結果のレビューを実施する。 

④監査結果の報告と是正処置 

監査結果及びそのレビューを実施し、マネジメントレビューで報告すること。 

監査された部署の管理者は、発見された不適合に対し是正処置を実施すること。 

(4)内部監査の記録 

事務局は内部監査結果を記録として作成し、維持管理する。 

 

7.4.マネジメントレビュー 

経営陣は、ISMS が継続して適切かつ有効であることを確実にするために、マネジメン

トレビューを実施する。 

(1)構成員 

主催：町長 

参加者：収入役、教育長、総務財政調整幹（内部監査委員長）、環境福祉調整幹、 

建設経済調整幹、教育次長、消防長 

事務局長：助役（情報セキュリティ総括責任者） 

事務局：総務課長（組織管理責任者）、秘書政策課長（情報システム管理責任者） 

(2)開催時期 

定期的に開催する。 

その他必要に応じ臨時に開催することができる。 

(3)組織の役割 

マネジメントレビューでは情報セキュリティ総括責任者が次の項目を町長に対して

報告する。 

①目標の達成状況及び次期目標の設定 

②内部監査及びレビューの結果 

③次期内部監査計画、監査プログラム 

④情報セキュリティ上の事件・事故及びシステム誤動作の内容及びその対処 

⑤町民、職員等ほかの関係者からの意見 
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⑥ISMS の実施状況及び有効性の改善のために利用することができる技術、製品また

は手順 

⑦予防処置及び是正処置の状況 

⑧過去のリスクアセスメントで適切に取り扱われなかった脆弱性または脅威（積み残

し問題） 

⑨過去のマネジメントレビューの結果でフォローアップが必要なものの状況 

⑩ISMS の変更 

次の事象の変更に対応するための、基本方針、管理基準、対策基準及び実施手順の

変更修正 

・事業上の要求事項 

・情報セキュリティ要求事項 

・業務プロセス 

・規制または法的環境 

・リスクの度合い及びリスク受容の水準 

⑪改善の提案 

⑫ISMS の定期的見直しの結果 

⑬ISMS の改善、維持等に必要となる経営資源の要求 

また、町長はマネジメントレビューの結論として下記を実施する。 

・報告事項に対する承認または指示 

・その他必要に応じ ISMS に関する指示 

 

7.5.事故対策委員会 

通常の体制で対処できない重大な障害または災害発生した場合に直ちに事故対策委員

会を開催し、下記に示す対策に当たる。 

(1)構成員 

委員長：町長 

副委員長：助役 

委員：収入役、教育長、総務財政調整幹、環境福祉調幹、建設経済調整幹 

教育次長、消防長、各課長 

事務局：総務課長（組織管理責任者）、秘書政策課長（情報システム管理責任者） 

緊急を要するため、委員長不在時は副委員長が任務を代行し、副委員長も不在時は

委員の中より上記記載順で代行するものとする。 

なお、代行者が対策に当たった場合は、できるだけ速やかに委員長に報告すること。 

(2)開催時期 

通常の体制で対処できない重大な障害または災害発生した場合に開催する。 

(3)組織の役割 

・情報の収集及び状況の把握 

・緊急対策 

・報道対策 
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8.情報資産のランク付けとリスクアセスメント 

情報資産を安全に管理するため、情報資産台帳を整備し、情報資産のランク付けと取り

扱いについて定め、リスクアセスメントを行う。リスクアセスメント結果は町長の承認を

得る。 

特に残留するリスクについては別項目として、今後の対応計画も含めて町長の承認を得

る。 

 

8.1.情報資産台帳 

各部署で以下の情報資産台帳を作成し、情報の取り扱いを管理する。 

(1)紙文書及び電子情報の情報資産台帳 

(2)各課独自管理の情報機器（各課独自管理はでき得る限り避けること。） 

加えて情報システム管理部署においては下記の機器も対象とする。 

(1)全庁的な電子情報、情報機器及びネットワーク機器 

（各課独自管理の情報機器は含まず） 

 

8.2.情報資産ランク付けと取り扱い 

各情報資産の機密性、完全性、可用性について、以下のような観点でランク付けを行

い、その情報資産の重要度を決定する。（詳細な情報のランク付け基準は別に作成する） 

(1)機密性 

4：町の業務上必要とする最小限の者のみ、もしくは特定の者のみが扱うことのでき

る情報（機密） 

3：公開することを予定していない情報（部外秘）、庁内の担当部署及び関係者のみが

扱うことができる情報 

2：外部に公開する情報のうち業務上重要な情報（要保護） 

1：上記情報より機密性の低い情報（一般） 

(2)完全性 

4：何時でも完全で正確なことを要求される情報 

3：完全で正確であるべき情報 

2：必ずしも完全であることを要求されない情報 

1：上記情報より完全性を求められない情報 

(3)可用性 

4：アクセスを許可された者が何時でも利用できなければいけない情報 

3：アクセスを許可された者が一定の手続を経て利用できる情報 

2：アクセスを許可されていても容易に提供されない情報 

1：上記情報より可用性を考慮しなくともよい情報 

(4)重要度 

重要度はその情報資産につけられた機密性、完全性、可用性のランクのうちの最大

値で現す 

なお、情報機器、ネットワーク機器のランク付けはその機器で取り扱う情報中の最
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高レベルのランクとする。 

情報資産台帳に機密性、完全性、可用性のランク及び重要度を記載する。 

各情報資産には重要度を記載する。 

 

8.3.リスクアセスメント 

それぞれの情報資産に対してランク付けを行った情報資産台帳を基に下記のリスクア

セスメントを情報セキュリティ委員幹事会の事務局が取りまとめ役となり、関連部署の

協力を得て実施する。 

(1)リスクアセスメントの手法を決定する。 

以下の判断基準/水準や算定方法 

(2)リスクを受容するための基準を定め、受容可能なリスク水準を決定する。 

(3)リスクの識別（脅威分析･脆弱性分析） 

情報資産台帳を基に、それぞれの情報資産に対して下記の事項を明確にする。 

・情報資産に対する脅威を明確にし、脅威の程度を推定する。 

・脅威によって利用される恐れのある脆弱性を明確にし、脆弱性の程度を推定する。 

機密性、完全性及び可用性の喪失が、情報資産に及ぼすかも知れない影響を明確に

する。これは意図的、偶発的、環境的側面から検討すると良い。 

(4)リスク値の算出 

リスクの度合いを算定する。 

(5)リスク対応の選択 

リスクに対しどう対応するかを選択する。 

許容：そのまま受け入れる 

低減：何らかの対策を実施しリスク値を下げる 

移転：リスクを他に移転する（外部委託や保険） 

回避：リスクを無くす（業務処理や情報資産の所有を止める等。） 

(6)リスク対策 

リスク対策の内容を決定する。 

対策の結果期待される脆弱性の程度、脅威の程度及び期待リスク値を算定し、あら

かじめ決められた受容可能な水準以下にする。 

諸事情で受容可能な水準以下にできない場合は、残留リスクとして取り扱い、次項

の処理を行う。 

 

8.4.残存リスクの承認 

残留するリスク及び今後の対応計画について町長の承認を得ること。 

 

 

9.改善 

基本方針、情報セキュリティの目標、監査結果、監視した内容の分析、是正処置、予

防処置及びマネジメントレビューを通じて、ISMS の有効性を継続的に改善していく。 
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9.1.是正処置 

ISMS の導入及び運用に関し発生した不適合の原因を除去するための処置を講じ、再発

を防止する。手順書を作成し、以下を規定すること。 

(1)不具合の識別 

(2)不具合の原因の特定 

(3)再発防止を確実にするための処置（是正処置）の必要性の評価 

(4)是正処置内容の決定と実施 

(5)実施した処置のレビュー 

上記の項目については記録として作成し、維持管理すること。 

 

9.2.予防処置 

他自治体やその他、世間の状況等から発生が予想される不適合を未然に防ぐため予防

処置を実施する。手順書を作成し、以下を規定すること。 

(1)起こり得る不具合と原因の識別 

(2)必要な予防処置の結締及び実施 

(3)実施した予防処置のレビュー 

上記の項目については記録として作成し、維持管理すること。 



マネジメントレビュー

主催者

参加者

事務局長

事務局

町長

収入役、教育長

各調整幹、教育次長

消防長

助役

総務課長

秘書政策課長

情報セキュリティ委員会

委員長

委員

事務局

助役

収入役、教育長

各調整幹、教育次長

消防長

各課長

総務課長

秘書政策課長

情報セキュリティ委員会幹事会

委員長

委員

事務局

助役

収入役、教育長

各調整幹、教育次長

消防長

総務課長

秘書政策課長

各部署

情報管理責任者

情報管理担当者

課長

選出された担当者

文書主任

システム管理担当者

指示報告

指示報告

指示報告

内部監査委員会

委員長

委員

事務局

総務財政調整幹

選出された委員

秘書政策課長

事故対策委員会

委員長

委員

事務局

町長

収入役、教育長

各調整幹、教育次長

消防長、各課長

総務課長

秘書政策課長

副委員長 助役

指示

報告

※委員長不在時は副委員長が職務
　を代行
　副委員長も不在の場合は記載順
　に代行

通常時 非常時

付図.杉戸町情報セキュリティ管理組織図（案）

総務課長


