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（１）ルールと体制について 

  本市では，情報セキュリティポリシー等に基づき情報セキュリティ管理者である 

各課等の長が中心となって情報セキュリティ対策を進めているところです。 

 また，職員一人ひとりが業務で取扱う情報を慎重に管理し，個人情報及び特定個 

人情報（個人番号をその内容に含む個人情報）の漏えいを起こさないように防止策 

をとることが重要であるため，随時注意を喚起しているところです。 

  しかし，情報漏えいに関する事件及び事故は，「いつ」「どこでも」起こりうる 

ことです。そのことへの対応も重要であり，起こった場合には被害を最小限に食い 

い止めるとともに事件及び事故への対応を迅速に行えるように準備しておく必要が 

あります。 

万が一に事故が発生してしまった場合であっても「龍ケ崎市は，きちんと対応し 

てくれる」と市民に信頼・信用される体制が必要です。 

情報漏えいに関する事件及び事故が起きたときに，適切かつ迅速に対応すること 

ができれば，その被害は最小限に止まり，そうなることで市民の信頼が回復し，事 

態の修復にかかるコストを抑えることにつながります。 

また，情報漏えい事故が発生したときは，平時ではないことから冷静な判断が下 

 せない状況になっている可能性が高いと推測されるため，被害者にとって適切な対 

 応であるか，また，自分が情報漏えい事故を起こしてしまった部局の担当者として， 

「冷静に」「的確に」「公正に」行動しなければなりません。 

① 情報セキュリティポリシー 

  情報セキュリティポリシーとは，本市において実施する情報セキュリティ対策の 

方針や行動指針のことです。この情報セキュリティポリシーには，龍ケ崎市情報セ 

キュリティ規則や龍ケ崎市情報セキュリティ対策に関する規程といった組織全体 

のルールからどのような情報資産をどのように守るのかといった基本的な考え方， 

情報セキュリティを確保するための体制，運用規程や対策の基準などを記載したも 

のです。 

② 情報資産の管理及び運用に関するルール 

  龍ケ崎市情報セキュリティ規則 

  龍ケ崎市情報セキュリティ対策に関する規程 

  龍ケ崎市情報セキュリティ内部監査実施規程 

龍ケ崎市情報セキュリティ事故等に関する手順 

龍ケ崎市特定個人情報の安全な取扱いに関するガイドライン 

  龍ケ崎市個人情報保護条例 

  龍ケ崎市長が管理する個人情報の保護に関する規則 

龍ケ崎市コンピュータ等運用管理規程 

※情報資産とは：情報及び情報システムをいう。 

（ルールごとの役割） 

龍ケ崎市情報セキ

ュリティ規則 

龍ケ崎市個人情報保

護条例 

龍ケ崎市情報セキュリ

ティ対策に関する規程 

龍ケ崎市コンピュー

タ等運用管理規程 

情報セキュリティ

管理者 

個人情報保護管理者 保護責任者（番号制度） 端末管理者 
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③ 情報セキュリティ緊急対策会議 

  情報セキュリティに関する事故等が発生した場合に対応するため，本市では被害 

拡大防止のための緊急措置を行うため，必要に応じて情報セキュリティ緊急対策会 

議を設置する。 

④ 情報セキュリティ管理者の役割 

  龍ケ崎市情報セキュリティ対策に関する規程第７条の規定に基づき，情報セキュ 

リティ管理者は，市における情報資産の適切な管理及び利用の推進を行うことにな 

っています。 

１） 情報資産を取扱う際の手順を作成し，情報セキュリティ対策の現場への適用 

に対して責任を負う。 

２） 所属内に設置されている情報システムの適切な利用を推進する。 

３） 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 

１２条の規定（個人番号の漏えい，滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適 

切な管理のために必要な措置を講じなければならない。）による保護責任者の 

役割を担う。 

 ４） 職務で利用する情報を区分し，重要度に応じた管理を行い，情報の漏えい， 

改ざん及び破壊を防止する。 

情報区分Ⅰ（重要度１） 

 情報が脅威にさらされた場合に，個人又は法人に損失及び不利益を与える情 

報で次に掲げるものをいう。 

（ア）法令又は条例の規定により公開できない情報 

   具体例：印鑑登録原票（龍ケ崎市印鑑条例），国勢調査等をするために収 

集された情報（統計法），課税台帳（地方税法），診療報酬明細書（医 

療法），住民基本調査票（住民基本台帳法），家庭児童相談ケース 

記録（児童福祉法） 

（イ）個人に関する情報（個人を識別可能又は個人の権利利益を害するもの） 

      具体例：氏名，住所，生年月日，性別，健康状態，傷病歴，心身障がい， 

資産状況，メールアドレス，収入及び借入状況など 

なお，個人番号（マイナンバー）を含むと特定個人情報 

（ウ）法人又は個人の権利，競争上の地位等，正当な利益を害する恐れがある 

情報 

 具体例：競争入札参加資格審査申請書，金融取引に関する情報 

   （エ）公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのある人事情報 

      具体例：勤務成績，人事評定等 

   （オ）監査，検査，取締り又は試験に係る事務に関し，正確な事実の把握を阻

害するおそれのある情報 

      具体例：事前の試験情報等 

   記録媒体の管理（抜粋） 

    情報区分Ⅰに該当する情報が格納された記録媒体を郵送機関を利用して送 

付する場合には，媒体を保護するための包装を施し，親展を表示し，書留相当 

で送付するものとする。 
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情報区分Ⅱ 

（ア）情報が脅威にさらされた場合に，事務又は事業の遂行に著しく支障を 

与える情報 

   （イ）公正かつ能率的な事務又は事業を行うための要領，運用及び管理手順 

書又は調査研究情報（未発表の研究情報等） 

   情報区分Ⅲ 

    作業中の情報（公開前の情報） 

   情報区分Ⅳ 

    上記の情報区分ⅠからⅢに掲げるもの以外の情報 
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（２）情報資産に関する事件及び事故の未然防止対策について 

  本市では，龍ケ崎市情報セキュリティ規則第７条の規定に基づき，管理する情報 

資産を脅威（地震，火災，風水害等の自然の脅威及び情報システムの故障，誤動作 

等の情報システムの脅威並びに不正行為，誤操作等の人的な脅威をいう。）から保 

護するために以下に掲げる情報セキュリティ対策を講じることとなっています。 

① 情報セキュリティ対策とは 

１） 物理的セキュリティ対策 

    情報システムを設置する施設への不正な立入り，情報資産への損傷，妨害等 

から保護するために必要な物理的な対策 

２） 人的セキュリティ対策 

    職員及び外部要員（市と業務委託先の業者との社員派遣等契約に基づき，関 

係機関で作業する職員以外の者をいう。）に対する情報セキュリティの重要性 

の認識及び情報セキュリティの啓発に有効と考えられる教育活動等必要な対 

策 

３） 技術的セキュリティ対策 

    情報システムの誤操作，不正アクセス等から情報資産を保護するために必要 

な情報資産へのアクセス制御等の技術的対策 

４） 情報セキュリティ開発セキュリティ対策 

    情報システムの誤作動，不正利用，情報漏えい等から情報資産を保護するた 

めに必要な開発環境及び品質保持に関する対策 

５） 情報システム運用セキュリティ対策 

    情報システムに対する運用ミスや情報漏えい等から情報資産を保護するた 

めに必要な情報システムの運用，保守及び監視等に関する対策 

６） ネットワークセキュリティ対策 

    ネットワーク障害，不正アクセス等から情報資産を保護するために必要な 

ネットワークの可用性の確保及び監視等に関する対策 

② 物理的セキュリティ対策の具体例 

 １）職場内における全ての職員は，常に名札を着用 

 ２）職員以外の者が出入りする場所には，個人情報などの情報資産を放置しない。 

（キャビネットの上，カウンター，机上などに放置しない。） 

 ３）情報資産（例：パソコン，記録媒体，出力帳票類など）は，キャビネットな 

ど鍵の掛かる場所に保管する。 

 

 

情報資産 

法令秘情報，個人情報，特定個人情報，法人等情報，国等関

係情報，意思決定過程情報，事務事業執行情報，公共安全維

持情報などに関する文書及び文書作成に関するデータ，図画

及び図画作成に関するデータ，写真及び写真データその他こ

れらに類するもので，職員が職務上作成し，又は取得し，組

織的に用いるものとして管理しているもの 

個人情報 

(個人に関する情報) 

氏名，住所，生年月日，性別，健康状態，傷病歴，心身障が

い，資産状況，収入及び借入状況など 

なお，個人番号（マイナンバー）を含むと特定個人情報 



③ 人的セキュリティ対策の具体例 

 １）二要素認証の仕組みを導入し，職員毎の認証カード，ＩＤ及びパスワード 

の配布によるパソコンの利用 

 理由：不正アクセスを防止するため 

 ２）職員毎にインターネットの閲覧権限の付与 

   理由：業務に関係のない情報の閲覧を規制するため 

 ３）操作履歴の保存 

   理由：情報セキュリティ事件及び事件発生時に原因を調査及び分析するため 

 ４）情報セキュリティ教育 

毎年度全職員向け情報セキュリティ研修会を実施している。 

理由：情報セキュリティへの認識を高め，徹底強化するため 

※情報セキュリティ教育（研修）は，龍ケ崎市情報セキュリティ対策に関する 

規程第２３条の規定に基づき，情報セキュリティに関するルールの内容を認識 

させ，情報資産の不正利用及び過失による情報セキュリティに関する事件及び 

事故を未然に防止させることを目的としています。 

 なお，情報セキュリティへの認識を高める手段として情報セキュリティ全国 

の事例（別添１）を情報セキュリティ委員長から随時通知しているところです。 

④ 情報漏えい（流出）の原因 

   ２０１６年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書では，新聞やイ 

 ンターネットニュースなどで報道された個人情報漏えいインシデントの情報を集 

 計し，調査・分析をした結果，漏えい原因のほとんどが 

人為的なミス（ヒューマンエラー）であったことが分かっている。 

 

  

出展：日本ネットワークセキュリティ協会セキュリティ被害調査ワーキンググループ 

長崎県立大学情報システム学部情報セキュリティ学科 
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どのように流出したか 

   ※紙媒体（書類）の管理不備による情報漏えい事件及び事故が非常に多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 人間のエラー特性を考える（出典：リコージャパン（株）） 

  人間は，エラーを起こすものだという前提に立って対策を講じる。 

 １）人間だから 間違える事がある 

 ２）人間だから ついうっかり，がある 

 ３）人間だから 忘れることがある 

 ４）人間だから 気が付かないことがある 

 ５）人間だから 不注意の瞬間がある 

 ６）人間だから 一つしか見えない，考えられない 

 ７）人間だから 先を急ぐことがある 

 ８）人間だから 感情に走ることがある 

 ９）人間だから 思い込みがある 

 10）人間だから 横着をする時がある 

 11）人間だから 人の見ていないとき違反をする 

 12）人間だから パニックになることがある 

  

紙媒体 

1,213 件 

76.2％ 

電子メール 111件 7.0％ 

ＵＳＢメモリ等可搬記録媒体 

110件 6.9％ 

インターネット 84件 

5.3％ 

ＰＣ本体 24件 1.5％ 

携帯・スマホ 16件 1.0％ 

その他 24件 1.5％ 

不明 9件 0.6％ 

６ 
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（３）情報資産に関する事件及び事故発生時の対応について 

① 事故発生時の対処方法 

  事故発生時には，職員は，龍ケ崎市情報セキュリティ対策に関する規程第６９条

及び第８４条の規定に基づき，職員は，情報セキュリティ管理者へ速やかに報告す

る。報告を受けた情報セキュリティ管理者は，情報政策課へ報告し，その報告内容

について対応することとなっています。 

 これらの事象が発生した場合は， 

 １）パソコンの盗難又は紛失 

 ２）メールでの誤送信 

 ３）重要な帳票の盗難又は紛失 

 ４）パソコンが勝手にインターネットに接続しようとしたとき 

 ５）パソコンの動作速度が急に遅くなったり，メモリが不足しているとき 

 ６）画面上に奇妙なメッセージ又は画像（図形，アニメーション等）が表示された 

とき 

 ７）保存されていたファイル内容が改ざん又は破壊されていたとき 

 ８）作成した覚えのないファイルが作成されているとき 

 ９）メールソフトの送信済みトレイに自分が送信していないメールがあるとき 

 まず，これらの対応を整理し， 

10) 必要に応じて関連する委託先に通知する。 

 11）必要に応じて届け出機関に報告する。 

 12）速やかに発生原因を調査し，原因の切り分けや情報セキュリティ事故への対策 

手段の検討，監査ログやそれに該当する証拠物件の収集及び保管を行う。 

   ☆被害拡大・二次被害を招かぬように配慮☆ 

② 情報収集シート・第一報シート・続報シートにより情報政策課へ報告（別添２） 

（龍ケ崎市情報セキュリティ事故等対応手順書様式により報告） 

⇒情報政策課へ報告⇒情報政策課で内容確認⇒総合政策部長へ報告 

⇒副市長（情報セキュリティ統括責任者へ報告・会議開催の判断の可否 

⇒情報セキュリティ緊急対策会議開催の場合 

⇒会議議題：公表の可否（プレスリリース：秘書課，シティセールス課） 

議会対応：議会事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市   長 

（緊急対策会議） 

議長：情報セキュリティ統括責任者（副市長） 

副議長：総合政策部長 

構成員：部長（総合政策部長を除く。） 

    市長公室長 

    議会事務局長 

    議長が必要と認めた者 

緊急対策会議事務局 

（情報政策課） 

情報セキュリティ管理者 

報告 

報告 
緊急時対応図 



③ 総務省へ情報セキュリティインシデント報告（別添３） 

  個人情報又は特定個人情報が漏えいしてしまった場合の国等へ報告する流れは， 

 以下のインシデント連絡フローのとおりです。 

 

 

④ 個人情報保護委員会へ特定個人情報の漏えい等報告（別添４） 

  特定個人情報の漏えい等が発生した場合には，１件であっても以下の流れに従 

って報告することになります。 

 

 

 

  

出展：個人情報保護委員会 

出展：総務省 
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⑤ 情報漏えい事故対応の５原則（出典：独立行政法人情報処理推進機構） 

 １）被害拡大防止・二次被害防止・再発防止の原則 

   情報漏えいが発生した場合に最も重要なことは，情報漏えいによって引き起こ 

される被害を最小限にとどめることです。漏えいした情報が犯罪等に使用される 

ことを防止しなければなりません。また，一度発生した事故・事件は二度と起こ 

ることのないよう再発を防止します。 

 ２）事実確認と情報の一元管理の原則 

   情報漏えい対応においては，正確な情報の把握に努めます。憶測や類推による 

判断や不確かな情報に基づく発言は混乱を招きます。組織の情報を一か所に集め， 

外部に対する情報提供や報告に関しても窓口を一本化し，正しい情報の把握と管 

理を行います。 

 ３）透明性・開示の原則 

   被害拡大防止や類似事故の防止，企業組織の説明責任の観点から必要と判断さ 

れる場合には，組織の透明性を確保し情報を開示する姿勢で臨むことが好ましい 

と考えられます。情報公開により被害の拡大が見込まれるような特殊なケースを 

除いては，情報を公開することを前提とした対応が組織の信頼につながります。 

 ４）チームワークの原則 

情報漏えい対応においては，様々な困難な判断を迅速に行わなければならず， 

精神的にも大きな負担がかかります。また，経営，広報，技術，法律など様々な 

要素を考慮する必要があるため，組織として対応していくことが重要です。 

 ５）備えあれば憂いなしの原則 

   情報漏えいなど事故が発生した時のことを想定し，あらかじめ緊急時の体制や 

連絡要領などを準備しておくと，いざという時に大変役立ちます。緊急時にどう 

対応するべきなのか，方針や手順を作成し，日頃から訓練が必要です。 

９ 


