
徳島県ＩＣＴ推進本部会議

(平成１９年度第２回）

日時 平成１９年７月２５日（水） １５：００～１５:４０

場所 特別会議室

内容

1. 情報セキュリティの確保について

2. 情報システム調達の改善について

3. 徳島県ＩＣＴ施策２００７について

4. 総務事務システム導入の概要について



１．情報セキュリティの確保について



セキュリティ対策強化の背景

人権の著しい侵害，行政に対する信頼の失墜，行政運営上の

重大な支障

２次被害の発生，損害賠償

当事者、関係者への厳しい非難・処罰

全国各地の自治体，警察，学校等で，相次いで個人情報，業務

上の機密情報が漏洩



事例（１） 警視庁北沢署警察官の個人パソコンから情報流出

（６月１３日公表）

報道によると，警視庁巡査長の個人パソコンから警察情報を含む約１万件分の
データがファイル交換ソフト「Ｗｉｎｎｙ」を通じてインターネット上に流出した。

流出したデータの内容は，Ｎシステム（自動車ナンバー自動読み取り装置）の設置
状況，犯罪被害者や情報提供者の個人情報，捜査マニュアル等，捜査上重要で
個人のプライバシーに深くかかわる内容が多数含まれている。流出データの大半
は，上司の巡査部長の外付けハードディスクを持ち帰り，取り込んだものであった。

警視庁内に警察情報管理対策本部を設置し，謝罪，情報流出ルートの調査，外
部からの苦情への対応等に忙殺されている。

流出元の巡査長を懲戒免職、上司の巡査部長を減給１カ月、監督責任で署長な
ど８人を処分。

本県の対策→外部記録媒体取扱要領により、

分類１の情報を含んだ外部記録媒体の持ち出しを禁止

外部記録媒体を持ち出す場合の情報の暗号化

分類２以上の情報の貸出・共有を禁止

ファイル交換ソフトの入ったパソコンによる情報処理の禁止



事例（２） 鹿児島県庁職員の個人パソコンから情報流出

（６月１５日公表）

鹿児島県庁の４０歳代の男性課長補佐級職員が自宅で使っていた個人パソコン
から、ファイル交換ソフト「Ｗｉｎｎｙ」を通じて、個人情報を含む業務関連ファイルが
インターネット上に流出した。

流出したのは６６０ファイルで、うち個人情報を含むものは９７ファイル。研修会の
受講者や情報誌の購読者、営農指導活動情報など、１１８７人分の情報が含まれ
ていた。男性職員は自宅で仕事をするため、ＵＳＢメモリでファイルを持ち帰ったと
いう。

職員は停職２カ月の懲戒処分。また，上司３名は訓告処分。

本県の対策
外部記録媒体取扱要領により、分類１の情報を含んだ外部記録媒体の持ち出しを禁止

本県の対策→外部記録媒体取扱要領により、

分類１の情報を含んだ外部記録媒体の持ち出しを禁止

外部記録媒体を持ち出す場合の情報の暗号化

ファイル交換ソフトの入ったパソコンによる情報処理の禁止



その他の事例

ノートパソコンを持ち出し盗難
宮崎県土木事務所職員のノートパソコン１台が盗まれたと宮崎県が発表。職員は
アパート駐車場に止めた自家用車の助手席にパソコンを手提げ袋に入れたまま
置き忘れ、出勤時に盗まれていることに気付いた。パソコンに保存されていた１２
７人分の個人情報が流出する可能性があり、県は懲戒処分も含めた対応を検討
中。

職場でＵＳＢメモリーを机に放置し紛失
京都府警は、五条署の全署員名などが入った記憶媒体ＵＳＢメモリーを紛失した
として、１４日、同署の警務課長を本部長訓戒処分とした。警務課長は２月１９日、
パソコンからメモリーを抜き、本来なら鍵付きのキャビネに保管するところ、自分の
机の上に置いたまま退庁して、翌日朝、なくなっているのに気付いた。

本県の対策→情報資産の持ち出し許可制（内部監査項目）

本県の対策→クリアデスクの徹底、分類１及び２の情報を含む外部記録媒体の暗号化と
施錠できる場所への保管（内部監査項目）



その他の事例

書棚に保管された個人情報が記載された書類の紛失

東京大学医学部付属病院は、入院患者１２０人分の個人情報が書かれた入院台

帳を紛失したと発表した。盗難の可能性もあるため、警視庁に事実関係を説明し、

記載されていた患者には謝罪した。台帳は入院棟内にあるスタッフステーションの

書棚内に保管されていた。台帳には、今年１月から６月までの入院患者の住所、

氏名、性別、生年月日のほか、診断病名や手術日などが記載されていた。

なお本県でも、外部記録媒体（ＵＳＢメモリなど）からのウイルス検知数が日々増

加しており、最悪の場合、個人情報の流出やデータの破壊など、大変な被害が生

じるおそれがある。

本県の対策→分類１の書類を施錠された場所に保管する（内部監査項目）



５月以降のセキュリティ対策進捗状況

項目 実施内容

改正セキュリティポリシー（基本方

針・対策基準）の施行

期間：５月１日～

方法：各所属長あて通知文書、全庁掲示板への掲載

eーラーニングの実施 期間：５月２８日～６月２２日

内容：ﾎﾟﾘｼｰの改正、対策強化の背景・必要性、具体的取組み等

受講率：９９．７％

パスワードの変更 期間：５月２８日～６月上旬

内容：ログイン及びノーツパスワードの変更と報告

ウィルスチェック 期間：５月２８日～

内容：外部記録媒体等のウィルスチェックの徹底

クリアデスク実証実験 期間：６月中

対象：本庁内４課においてモデル実施

各所属における情報資産の適正

管理

期間：６月１３日～７月６日

内容：分類１に区分される情報の類型調査（個人情報は除く）

Ｗｉｎｎｙの注意再喚起（警視庁の

情報流出事件を受けて）

期間：６月１８日～

内容：「Ｗｉｎｎｙ」等ファイル交換ソフトをインストールした私物パソコンでの業

務に関する情報の処理の禁止

情報セキュリティ実施手順の改訂 内容：個々の情報システム管理者において実施手順の見直し



今後の主要なセキュリティ対策

項 目 時 期 内 容

外部記録媒体取扱要領の実施 ８月１日～ ＵＳＢメモリー等外部記録媒体の適正管理を徹底するため登

録，保管，廃棄等の具体について規定

ＯＡ活用担当者説明会 ８月１日 外部記録媒体の取扱い

クリアデスク・クリアスクリーンほか

クリアデスクキャンペーン ８月 全庁的なクリアデスクの展開

（８月をキャンペーン月間とする）

管理者研修 ８月１６日 新情報セキュリティポリシーに基づく具体策の進捗確認

情報セキュリティレベル改善計画、媒体別各種取扱要領検討

ＣＩＯによるＩＣＴ特別セミナー １０月～１月 情報セキュリティ対策の重要性，具体策

会場：本庁，南部・西部総合県民局

パスワード変更 １０月～１１月 パスワードの半年毎の変更を徹底（ノーツのログインパス

ワードはシステムにより変更を強制）

e－ラーニングによる研修 １０月～１１月 情報セキュリティ対策

情報セキュリティ内部監査 １０月～ 個別情報システム及び各所属における情報セキュリティ対策

の監査

セキュリティレベル達成度 １１月１５日 目標値：レベル４．１以上

※平成１８年度：本県３．０、全国平均３．０、満点は５．０



外部記録媒体取扱要領の制定（平成１９年８月１日）

1. 外部記録媒体取扱要領の構成

ＵＳＢメモリー

その他の外部記録媒体

2. ＵＳＢメモリーの特殊性
USBメモリーは，次のような特殊性を有するため，その他の外部記録媒体と区別
した取扱とする。

記録容量が他の外部記録媒体に比べはるかに大きく，いろいろな情報を１

個のメモリーに収納できる。

小型で，パッケージも不要で容易に持ち出すことが可能である。

他の自治体でも，ＵＳＢメモリーの紛失，盗難の事例が圧倒的に多く，しかも

最近急増している。



ＵＳＢメモリの新規購入及び登録

本庁
各所属

管財課
購入

納品配布

納入業者

情報システム課

暗号化機能を有するものを購入（リストを情報システ
ム課で作成し、その中から選択）

所有者
登録

要求

県民局
出先機関

情報システム課

報告

登録
ステッカー交付

ステッカー貼付
所有者登録

暗号化機能を有するものを購入（リストを情報システ
ム課で作成し、その中から選択）

登録
ステッカー貼付

本庁→

県民局

出先機関

（内部監査項目）



既購入分ＵＳＢメモリの登録

各所属 情報システム課
報告

登録
ステッカー交付ステッカー貼付

所有者登録 暗号化

※全庁的にすべてのＵＳＢメモリ（新規購入分＋既購入分）の登録，ス

テッカー貼付を実施（平成19年8月31日まで）

（内部監査項目）



ＵＳＢメモリの管理

所属長の役割

1. 所属職員に適正な保管を指導

2. 定期的に保管状況を確認 （内部監査項目）

職員の遵守事項

1. 登録及び分類の表示

全てのＵＳＢメモリを登録し、ステッ
カー貼付（未登録のＵＳＢメモリは使
用禁止）

分類１の情報が含まれるものは赤
色テープを貼付

分類３の情報のみのものは、青色
テープを貼付

2. 保管

分類１及び２は施錠された場所に暗
号化して保管

3. 外部持ち出し

分類１は外部への持ち出し禁止

分類２及び３は暗号化したうえで、許可
を得て持ち出し（許可簿管理）

使用前後にウィルスチェック

4. 外部機関からの持ち込み

相手先でウィルスチェック

使用前にウィルスチェック

5. 貸出・共有

分類２以上の情報の貸出，共有の禁止

6. 廃棄

情報システム課に現物を直接提出

情報システム課で廃棄



その他の外部記録媒体の管理

選択１

必要に応じ，パソコン本体、ファイルサーバー、暗号化機能を有するＵＳＢメモ
リー等に情報を移管した後、廃棄する。

廃棄する際は、消去用ソフト，物理的破壊等により復元不可とし廃棄。

選択２

引き続き使用する場合は、管理台帳に記載し、ＵＳＢメモリの管理に準じて管理
する（期限は１０月３１日）

その他の外部記録媒体の管理に関しては、ＵＳＢメモリの管理に準ずるこ
ととする。
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0

1

2

3

4

5

6

1.0 1 .5 2 .0 2.5 3 .0 3 .5 4 .0 4.5 5 .0

総合評価点

団
体

数

都道府県

他県と比較した情報セキュリティ総合評価の現状

徳島県

総務省情報セキュリティレベル総合評価結果（平成１９年１月現在）
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目標とする評価レベル

平成19年11月15日の目標レベル

現在

平成19年11月目標

情報資産の調査、リスク分析、対策
基準及び実施手順の策定
→実施手順の更新
→各所属内部監査の実施

データの暗号化、データの抹消廃
棄、不正アクセス対策
→暗号化ソフト配布と暗号化実施
→情報システム内部監査の実施

教育・研修の実施、委託事業者の
指導・監査、事件・事故対応、パス
ワード変更
→ｅ－ラーニングの実施
→管理者研修
→事業継続計画策定、訓練実施
→強制的パスワード変更

自己点検、内部監査
→自己点検（セルフチェック）実施
→内部監査の実施

端末の管理、外部記録媒体の管理、
紙媒体の管理
→各種媒体の取扱要領の施行
→クリアデスク・クリアスクリーン徹底



２．情報システム調達の改善について



１

情報システム調達審査の流れ

計 画 開 発 運用・保守

シス
テム
企画

基本
計画

予算
手続き

調達執行
計画

調達

（契約手
続き）

設計・
製造

テスト
・移行

運用
・保守

廃棄
・再活用

調 達

システム調達ライフサイクルの各段階において、チェック、支援

•必要性、費用対効果

•予算見積り妥当性

•計画内容の妥当性

•調達方法の妥当性

•調達仕様の妥当性

•経費積算の妥当性

•基本設計における業
務要件、システム要件
等の妥当性

•機能要件の達成状況

•投資効果の実現状況

•運用・保守実績、経費

予算要求前審査 調達(前)審査 開発審査 運用審査

平成２０年度新規予定事業分は、サマーレビューに合わせ実施。

運用保守経費にかかる継続事業分は、予算要求に合わせて実施。
(具体的な手続きを別途通知）



情報化予算の検討に当たっての基本的留意事項

危機的財政状況を受け、平成２０年度においても徹底した事務事業の見直しが必

要であることなどを勘案し、新たに情報化予算を検討する場合は、徳島県情報シス

テム調達指針を遵守し、特に次の点に配意すること。

業務・システム最適化ガイドラインとの整合性

業務システム最適化ガイドラインに示された方向性に基づき、新規開発等が県庁全体

の最適化に寄与するかどうか十分検討する。

代替案の検討

新規開発以外の代替案（業務のアウトソーシングや職員が市販ソフトウェアを使用して

対応する等）についても十分検討する。

早期の経費縮減効果

システム化に要する経費（開発導入経費及び運用・保守経費の合計）とシステム化に

より縮減される業務量、人件費等を数値化して分析し、システム化に要する経費を上

回る経費縮減効果が早期に見込まれることを十分確認する。



情報化予算の検討に当たっての基本的留意事項

更新時期の延期の検討

リース契約の更新時期にきているシステム・機器について、更新時期の延期（再リー

ス）等により大幅なコスト削減が見込まれる場合は、その検討を行う。

長期継続契約の検討

開発業者と運用保守契約をせざるを得ない事が見込まれる場合は、システム導入

時に運用保守経費も含めた長期継続契約とすることで、経費削減につながらないか

十分に検討する。

セキュリティポリシーの遵守

情報システムの開発、導入、保守等の調達に当たっては、「徳島県情報セキュリティ

ポリシー」を遵守し、情報セキュリティ対策及び個人情報保護対策の徹底を図ること。

また、情報関連機器及びソフトフェアの調達に当たっては、当該製品のセキュリティ

機能を調査し、情報セキュリティ上問題のないことを確認すること。



３．ＩＣＴ施策２００７について



情報通信基盤 「ｅ－ユニバーサル環境の実現」

県民だれもが安心してＩＣＴを活用できるよう、情報セキュリティの確
保や地域格差のない情報利用環境が整備された徳島を目指します。

産業分野 「ｅ－ビジネスの実現」

企業や個人がＩＣＴを主体的に活用することにより、創造力と活力に富
む経済活動が展開される徳島を目指します。

生活分野 「ｅ－コミュニティの実現」

ＩＣＴを主体的に活用することにより、人と人が支え合い、安全・安心
で、質の高い暮らしが営まれている、コミュニケーションがいっぱいの
徳島を目指します。

教育分野 「ｅ－ひとづくりの実現」

すべての人がインターネットをはじめ、ＩＣＴを主体的に活用できる力
を身につけ、充実した自己実現が図られる徳島を目指します。

行政分野 「ｅ－自治体の実現」

行政がＩＣＴを主体的に活用することにより、県民や自治会・ＮＰＯな
どの地域づくり活動団体と連携し、質の高い行政サービスが提供されて
いる徳島を目指します。

ｅ

と
く
し
ま
推
進
プ
ラ
ン

－



徳島県ＩＣＴ施策２００７

情 報 通 信 基 盤 整 備 の た め に

全県での高度な情報通信基盤の整備 （6 （うち新規3））

産業分野でのＩＣＴ利活用のために

ＩＣＴ活用による産業の振興 （4 （うち新規1））

ＩＣＴ関連産業の集積・人材の育成 （5）

生活分野でのＩＣＴ利活用のために

健康・医療のためのＩＣＴ活用の推進 （3）

安心・安全な生活のために（11 （うち新規3））

全ての人に優しいＩＣＴ社会へ （1 （うち新規1））

身近な生活情報の提供 （2）



教育分野でのＩＣＴ利活用のために

学習・地域文化等の情報発信 （2）

身近な場所でのＩＣＴ学習機会の提供 （9 （うち新規1））

学校でのＩＣＴ活用の促進 （2）

行政分野でのＩＣＴ利活用のために

ＩＣＴを活用した行政情報の提供 （5）

行政手続等でのＩＣＴ活用の促進 （13 （うち新規1））

行政運営の効率化 （10 （うち新規1））



４．総務事務システム導入の概要について



職員ポータル画面（上部）

徳島県庁ポータルサイト

徳島県庁ポータルサイト



職員ポータル画面（下部）

徳島県庁ポータルサイト



スケジューラ画面（月・個人）

徳島県

徳島県庁ポータルサイト



スケジューラ画面（２週間・個人）

徳島県

徳島県スケジューラー



電子決裁システム画面（上部）

徳島県



電子決裁システム画面（起案文）

徳島県



電子決裁システム画面（通知文）

徳島県



出勤簿システム画面（個人用）

徳島県電子出勤簿

徳島県電子出勤簿



出勤簿システム画面（班長管理用）

徳島県電子出勤簿

徳島県電子出勤簿



休暇システム画面（休暇選択）

徳島県人事給与システム



休暇システム画面（年次休暇届）

徳島県



徳島県ＩＣＴ推進本部会議

(平成１９年度第２回）

本日の内容

1. 情報セキュリティの確保について

2. 情報システム調達の改善について

3. 徳島県ＩＣＴ施策２００７について

4. 総務事務システム導入の概要について


