
Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 １．特定個人情報ファイル名

税務システムデータベースファイル

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 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

＜eLTAX以外からの入手分＞
・特定個人情報の入手は，番号法で認められた事務の範囲内かつ地方税法等で定められた情報に限定
する。
・本人（又は代理人）が書面提出の際に，本人（又は代理人）が本人以外の情報を誤って記載することが
ないようチェックする。
・目的外，不適切な入手を行わないよう，研修や広島県税務トータルシステム情報セキュリティ実施手順
等により職員に周知徹底する。

＜eLTAXからの入手分＞
・国税連携システム（eLTAX）は，地方税ポータルシステム（eLTAX）を通じて国税庁及び他都道府県とし
か繋がっていないことから，国税庁及び他都道府県から送信される情報以外は入手できない。

2） 十分である
3） 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

＜eLTAX以外の入手分＞
・本人（又は代理人）が必要な情報以外を誤って記載することがないような書面様式とし，記載後は必要
な情報以外を記載していないか，チェックを行う。
・目的外，不適切な入手を行わないよう，研修や広島県税務トータルシステム情報セキュリティ実施手順
等により職員に周知徹底する。

＜eLTAXからの入手分＞
・特定個人情報の入手元である国税庁及び他都道府県は，使用目的が法令に基づくものであることを理
解した上で提供を行う。

 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

＜eLTAX以外の入手分＞
・本人（又は代理人）が必要な情報以外を誤って記載することがないような書面様式とし，記載後は必要
な情報以外を記載していないか，チェックを行う。

＜eLTAXからの入手分＞
・国税連携システム（eLTAX）では，法令等により定められた様式を用いることで，必要な情報以外を入
手することを防止している。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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 入手の際の本人確認の措置
の内容

＜eLTAX以外の入手分＞
・本人から入手する場合は，個人番号カードの提示，又は個人番号が記載された住民票の写しと身分証
明書の提示を受けるなどの方法により，本人確認を行う。
・代理人から入手する場合は，委任状等の代理権を明らかにした書類，代理人を特定できる書類，個人
番号カード等の本人の個人番号・氏名等が記載された書類（写し）等の提示を受けること等により，代理
人による本人確認を行う。
・他の機関より入手する場合は，住民基本台帳ネットワークにより，確認を行う。
・以前に取得した特定個人情報がある場合は，申告書等提出時に税務システムとチェックを行う。

＜eLTAXからの入手分＞
○国税庁からの入手
特定個人情報の入手元が番号法第１６条の規定に基づき，本人確認を行った上で情報を入手しているこ
とが前提となっており，本県が当該入手元から入手する際は番号法第１６条が適用されない。

○他都道府県からの入手
国税連携システム（eLTAX）で他都道府県から入手する情報は，他都道府県が国税庁から入手した情報
であるため，特定個人情報の入手元が番号法第１６条の規定に基づき，本人確認を行った上で情報を
入手していることが前提となっており，本県が当該入手元から入手する際は番号法第１６条が適用され
ない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

＜eLTAX以外の入手分＞
・個人番号カードの提示，又は個人番号が記載された住民票の写しと身分証明書の提示を受けるなどの
方法により，個人番号の真正性確認を行う。
・以前に取得した個人番号が変更されていないかチェックを行い，変更があれば修正を行う。
・必要に応じて住民基本台帳ネットワークシステムを利用して，個人番号の真正性の確認を行う。

＜eLTAXからの入手分＞
○国税庁からの入手
特定個人情報の入手元が番号法第１６条の規定に基づき，本人確認を行った上で情報を入手しているこ
とが前提となっており，本県が当該入手元から入手する際は番号法第１６条が適用されない。

○他都道府県からの入手
国税連携システム（eLTAX）で他都道府県から入手する情報は，他都道府県が国税庁から入手した情報
であるため，特定個人情報の入手元が番号法第１６条の規定に基づき，本人確認を行った上で情報を
入手していることが前提となっており，本県が当該入手元から入手する際は番号法第１６条が適用され
ない。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

＜eLTAX以外の入手分＞
上記のとおり，入手時に真正性の確認を行うことで，正確性を確保する。

＜eLTAXからの入手分＞
○国税庁からの入手
正確性の確保については，特定個人情報の入手元である国税庁に委ねられる。

○他都道府県からの入手
国税連携システム（eLTAX）で他都道府県から入手する情報は，他都道府県が国税庁から入手した情報
であるため，正確性の確保については，特定個人情報の入手元である国税庁に委ねられる。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク
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 リスクに対する措置の内容

＜eLTAX以外の入手分＞
・書面の場合は，本人（又は代理人）から直接受け取ることを原則とし，郵送などの場合は担当所属名及
び所在地を明示して，当該所在地あてに送付していただく。
・盗難等の防止対策として離席時には，机上に特定個人情報を放置せず，引出しやキャビネット等に施
錠保管する。
・事務所間等の移送の場合は，逓送又は職員が持参する方法とし，施錠可能なケース等に入れて運搬
し，紛失を防止する。
・個別郵送の場合は，記録の残る方法により郵送する。

＜eLTAXからの入手分＞
・国税庁から地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは，専用回線を利用するとともに，暗号化通信を行って
いる。また，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税連携システム（eLTAX）までは，閉域網であるＬＧＷ
ＡＮを利用するとともに，暗号化通信を行っている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]
＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 宛名システム等における措置
の内容

・特定個人情報を含む宛名システムにアクセスできる職員は，税務職員に限定している。
・宛名システムは，法令及び条例に基づき必要な情報のみを情報連携するよう制御を行う。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

・税務システムには，税務に関係のない情報を保有しない。

2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　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

 ユーザ認証の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

・税務システムの端末コンピュータ名などからファイアウォールによるアクセス制御を行っており，税務シ
ステムを利用する必要がある職員，委託先を特定する。
・個人ごとにユーザIDを割り当て，ユーザID・ログインパスワード及び生体認証によるユーザ認証を行っ
ている。
・なお，ログインパスワードについては，定期的に変更し，適切な管理を行う。
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 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

 具体的な管理方法

①発効管理
・ユーザIDの発効は，正規職員については人事情報に基づく全庁共通の職員情報を利用している。非正
規職員については業務主管課からの申請に基づき，ネットワーク総括管理者が発効を行い，税務職員を
一元管理している。
・生体認証については，税務システム内の認証管理ＤＢに生体認証情報を登録することにより税務トータ
ルシステム総括管理者が発効管理を行う。
②失効管理
・正規職員については全庁共通の職員情報と連携し管理している。全庁共通の職員情報は異動退職情
報を常に反映しており，異動退職があった際はアクセス権限が更新され，当該IDは失効となる。
・非正規職員のユーザIDについては有効期限を設定し，期限到来により自動的に失効するようにしてい
る。
・生体認証については，税務システム内の認証管理ＤＢの登録情報を削除・更新することにより税務トー
タルシステム総括管理者が失効管理を行う。

 その他の措置の内容
各職員の端末PCについては，画面の盗み見・不正利用対策として，離席時のパスワード付きスクリーン
セーバーログオフが設定されている。

2） 行っていない

 具体的な管理方法
・ユーザーIDのアクセス権を税務トータルシステム総括管理者が定期的に確認し，異動退職による業務
上アクセスが不要となったIDのアクセス権を変更又は削除している。
・生体認証のアクセス権を税務トータルシステム総括管理者が定期的に確認し，異動退職による業務上
アクセスが不要となった生体認証のアクセス権を変更又は削除している。

 特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ]
＜選択肢＞
1） 記録を残している

 アクセス権限の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている

2) 記録を残していない

 具体的な方法

・特定個人情報等システムデータの更新記録は７年間保管する。
・システムへのログイン記録，個人を特定した検索及び特定後の操作ログの記録を行う。操作者は個人
まで特定でき，ログ記録を保管する。また記録は定期的に税務トータルシステム総括管理者が検査・分
析を行い，不正アクセスがないことを確認する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]
＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　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
業務外利用の禁止等や，業務情報の漏えい等について，「広島県税務トータルシステム情報セキュリ
ティ実施手順」により周知している。また，研修時においても指導を行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク４：　特定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

・バックアップ処理の実行権限を持つ者を限定する。
・バックアップした媒体は，入退室管理されたデータセンタ内の施錠が可能なキャビネットに保管する。
・受託業者に対しては，委託契約書において個人情報取扱特記を明記し，県の承諾なしに複写又は複
製をすることを禁止する。
・特定個人情報ファイルの外部媒体への出力は，特定のアクセス権限を持ったユーザのみが，特定の端
末で実施することに限定する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

4



 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・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

 情報保護管理体制の確認

＜eLTAX以外＞
調達仕様書において，個人情報保護体制に関する条件として，一般財団法人日本情報経済社会推進協
会認定の「プライバシーマーク」を取得している者とするほか，社内教育に関する条件として，セキュリ
ティに関する研修及びプライバシー保護に関する研修等を実施する旨を規定し，特定個人情報の保護を
適切に行える委託先であることを確認する。

＜eLTAX＞
国税連携システム（eLTAX）の運営に関する業務は，地方税共同機構が「認定委託先事業者の認定等
に関する要綱」に基づき認定した事業者に委託している。
当該事業者は，ＩＳＭＳ認証（又はプライバシーマーク）を取得しているとともに，「電気通信回線その他の
電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するた
めに必要な事項に関する基準」（平成２５年総務省告示第２０６号）の各規定を満たした情報セキュリティ
対策が確保されると認められた者である。また，毎年度，地方税共同機構が委託する外部の第三者によ
る情報セキュリティ監査が実施されており，当該事業者から監査報告を受けている。

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ 制限している ] ＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

 具体的な制限方法

＜eLTAX以外＞
①委託契約書において，個人情報取扱特記事項を明記する。
　・秘密の保持，収集の制限，目的外利用及び提供の禁止，適正管理，複写又は複製の禁止等。
②広島県税務トータルシステム情報セキュリティ実施手順において，外部委託業者の要員IDを税務トー
タルシステム総括管理者が制限及び管理する。
③外部委託業者から以下の報告を受けることとする。
　・特定個人情報を取り扱う従業者名簿
　・従業者毎に付与したアクセス権限
④再委託をする場合は，委託先と同様の機密保持の遵守を義務付けている。

＜eLTAX＞
・特定個人情報ファイルを閲覧できるサーバへのアクセスについて，ユーザを制限している。
・サーバには不要なユーザは登録されておらず，適切なアクセス権や不正ログインの確認を定期的に
行っている。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 具体的な方法

＜eLTAX以外＞
・特定個人情報等システムデータの更新記録は７年間保管する。
・システムへのログイン記録，個人を特定した検索及び特定後の操作ログの記録を行う。

＜eLTAX＞
・特定個人情報ファイルを取扱う場合に関わらずサーバ作業を行う場合，セキュリティ管理者の許可を得
た上で行い，作業者，日時等その記録を台帳で管理している。
・また、ＩＤ及び暗証番号によりユーザー認証を行い，システム上のアクセスログを記録しており，台帳と
の定期的な突き合せ確認を行い，不正なアクセスがないことを確認している。
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 特定個人情報の提供ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている ]
＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

1） 定めている 2） 定めていない

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託先は，広島県の指示又は承認があるときを除き，特定個人情報の目的外利用及び第三者に提供し
てはならない。また，委託先は広島県の承認があるときを除き，特定個人情報の複写，複製，又はこれら
に類する行為をすることができない。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託先に特定個人情報を提供する際，物品搬入・搬出管理簿に記載し，内容を確認の上，押印してい
る。

2） 定めていない

 規定の内容

委託契約書において，個人情報取扱特記事項を明記している。
・個人情報の秘密の保持
・個人情報の収集の制限
・個人情報の目的外利用及び提供の制限
・個人情報の適正管理
・従事者への周知及び監督
・個人情報の複写及び複製の禁止
・個人情報の資料等の返還等
・個人情報の取扱状況の報告及び調査
・再委託の禁止（あらかじめ広島県の承認を得ている場合を除く。）
・事故報告

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・庁内から委託先事業者へ提供した特定個人情報の消去は，委託事業者から消去結果に係る管理簿を
提出してもらっている。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

＜選択肢＞

[ 定めている ] 1） 定めている

 具体的な方法

・再委託を行う場合には，上記と同様の秘密保持の遵守を規定しており，委託先から適宜報告を受け，
改善の必要がある場合には改善の指示を行い，改善結果の報告を受けている。
・再委託先業者に対しても，秘密保持の規定が遵守されているか適宜報告を受け，改善の必要がある場
合には改善の指示を行い，改善結果の報告を受けている。

 その他の措置の内容 ―

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

＜選択肢＞

[ 十分に行っている ]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ] 提供・移転しない

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]
＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

 具体的な方法

＜eLTAXによる提供＞
・国税連携システム（eLTAX）を利用して他都道府県へ提供する特定個人情報については，データ登録を
行った職員や送信日時，送信状況等の当該提供記録をシステム上で記録をしている。（記録の保存期間
は7年）
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 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

＜eLTAXによる提供＞
・国税連携システム（eLTAX）を利用した特定個人情報の提供について，提供するデータの作成やシステ
ムへの情報の格納，地方税ポータルセンタ（eLTAX）への送信方法が操作手引書等に記載されており，
それに基づき提供処理を行っている。
・国税連携システム（eLTAX）では，特定個人情報の提供は，番号法施行規則第20条第3号の規定に基
づき，安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として，内閣総理大臣が定める基準に従って行っ
ている。

 その他の措置の内容 ―

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

[ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]
＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜eLTAXによる提供＞
・国税連携システム（eLTAX）において特定個人情報の提供処理を行う場合，システムでは決められた機
能以外での提供は行うことができず，提供先として都道府県以外を設定することはできない仕様になって
いる。
また，地方税ポータルセンタ（eLTAX）と都道府県間は閉域網であるLGWAN，地方税ポータルセンタ
（eLTAX）と国税庁間は専用回線を用いており，データも暗号化をしているため情報漏えいや紛失のリス
クが軽減されている。
・国税連携システム（eLTAX）では，特定個人情報の提供は，番号法施行規則第20条第3号の規定に基
づき，安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として，内閣総理大臣が定める基準に従って行っ
ている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対す
る措置

―

3） 課題が残されている

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

＜eLTAXによる提供＞
国税連携システム（eLTAX）で提供する電子データについては，番号法施行規則第２０条第３号の規定に
基づく，安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として，内閣総理大臣が定める基準に従って行
うこととする。
国税連携システムの回送機能は，提供先として都道府県以外を設定することはできない仕様になってい
る。本県から地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網であるＬＧＷＡＮが利用され，暗号化通信がさ
れている。地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税庁までは，専用回線が利用され，暗号化通信がされ
ており，決められた情報のみを提供するようにシステム的に担保している。
なお，他都道府県との間の情報連携については，地方税ポータルセンタ（eLTAX）から他都道府県まで
は，閉域網であるＬＧＷＡＮが利用されているほかは，同様である。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
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 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ] 接続しない（入手） [ ○ ] 接続しない（提供）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜税務事務の運用における措置＞
・番号法の規定に基づき，認められる範囲内において，特定個人情報の照会を行う。また，当該規定内
容の周知を行い，業務外利用を禁止する。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①特定個人情報を入手する際の責任者を定め，手順書を定められたとおりに行う。手順書は定期的に
見直しを実施する。
②特定個人情報の入手時に，必要な情報以外の情報を誤って入手していないか，手順書に基づき職員
が確認する。
③特定個人情報にアクセスできる職員は必要最小限とし，かつ団体内統合宛名システムにおいて業務
上必要なデータのみにアクセスできるよう制御する。また，操作ログを記録することで，不適切な利用を
抑制する。
④ファイアーウォール，ルーター等のシステム防護措置により，団体内統合宛名システムを無権限のア
クセスから保護する措置を講ずる。
⑤手順書に基づくセキュリティ対策が施された接続方法を除き，ネットワーク上の利用制限により，庁外
から団体内統合宛名システムへ接続することを制限する。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能（※1）により，情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には，情報提供許可
証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※2）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め，
情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つま
り，番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており，目的外提供やセキュリティ
リスクに対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※3）では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログア
ウトを実施した職員，時刻，操作内容の記録が実施されるため，不適切な接続端末や，不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。
　（※1）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う
機能。
　（※2）番号法別表第二及び第19条第15号に基づき，事務手続きごとに情報照会者，情報提供者，照
会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。
　（※3）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人
情報のアクセス制御を行う機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

3） 課題が残されている

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜税務事務の運用における措置＞
・税務システムからは直接情報提供ネットワークシステムにアクセスすることができず，団体内統合宛名
システムによって中間サーバを経由する仕様としているため，安全性が担保されている。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①特定個人情報を入手する際の本人確認方法を手順書に定め，維持している。
②特定個人情報にアクセスできる職員は必要最小限とし，かつ団体内統合宛名システムにおいて業務
上必要なデータのみにアクセスできるよう制御する。また，操作ログを記録することで，不適切な利用を
抑制する。
③団体内統合宛名システムを直接操作する場合に，個別の識別情報による職員認証を実施する。個別
業務システムとの連携による場合も，個別の識別情報によるシステム認証を実施する。
④機器の初期設定は，必要に応じて適切に変更する。また，不要な付加機能を無効にする。
⑤中間サーバー及び既存業務システムとのネットワークを経由した特定個人情報の送受信の際は，暗
号化等によりデータの秘匿化の措置を講じる。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
　・中間サーバーは，特定個人情報保護委員会との協議を経て，内閣総理大臣が設置・管理する情報提
供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため，安全性が
担保されている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより，安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通
信を暗号化することで安全性を確保している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞
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 リスクに対する措置の内容

＜税務事務の運用における措置＞
情報提供ネットワークシステムを利用して，情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に
係る特定個人情報を入手するため，正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保され
ている。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①既存業務において個人番号の真正性が確認されたデータのみを，団体内統合宛名システムで利用す
るよう手順書に定め，維持する。
②中間サーバーとの連携において，中間サーバーの提示する仕様に基づく個人識別符号を用いて特定
個人情報を入手する。
③特定個人情報の入手時に，不正確な情報でないか，手順書に基づき職員が確認する。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
中間サーバーは特定個人情報保護委員会との協議を経て，内閣総理大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを利用して，情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定
個人情報を入手するため，正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

＜税務事務の運用における措置＞
・盗難等の防止対策として離席時には，机上に特定個人情報を放置せず，引出しやキャビネット等に施
錠保管している。
・紙媒体の保管は，施錠可能な執務室内に保管し，勤務時間中は職員が常駐する。書庫での保管及び
勤務時間外については，施錠管理を行う。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①権限外の利用が行われないようアクセス制御や，利用できるネットワークの制限，データの暗号化等
の措置を講じる。
②ウイルス対策ソフトウェアを導入し，常に最新のパターンファイルを適用する。また，OSやアプリケー
ションは，常に最新のセキュリティパッチを適用する。なお，適用に当たっては事前又は事後に動作確認
を行う。
③団体内統合宛名システムに接続できる端末は，県のセキュリティポリシーに基づき適切に管理された
ものに限る。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーは，情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた
め，漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。
②既存システムからの接続に対し認証を行い，許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕
組みを設けている。
③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については，一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより，特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを
実施した職員，時刻，操作内容の記録が実施されるため，不適切な接続端末の操作や，不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは，情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際，送信する
特定個人情報の暗号化を行っており，照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。
そのため，情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより，漏えい･紛失のリスクに対応
している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通
信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務は，中間サーバー・プラットフォームの運用，監視・障害
対応等であり，業務上，特定個人情報へはアクセスすることはできない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ ] ＜選択肢＞

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

3） 課題が残されている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを実施した職員，時刻，操作内容
の記録が実施されるため，不適切な接続端末の操作や，不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
②情報連携においてのみ，情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており，不正な名寄せが行われるリスクに対応
している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合
行政ネットワーク等）を利用することにより，安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通信を暗号化することで安全性を
確保している。
③中間サーバー・プラットフォームでは，特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）してお
り，中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで，中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏え
いリスク等のリスクを極小化する。

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ①NISC政府機関統一基準群 [ 政府機関ではない ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない

 ②安全管理体制 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ③安全管理規程 [ 十分に整備している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

[ 十分に周知している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない
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 ⑤物理的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

＜税務システムにおける措置＞
・データセンター内で運用されている。データセンターには監視カメラを設置しており，入室する場合はシ
ステム管理者の事前承認が必要となる。
・入室時には静脈認証装置をはじめ，体重や外形を計測して共連れを防ぐセキュリティポータルなど生体
認証を利用している。
・24時間常駐の警備員が，データセンターへの接近者の監視，セキュリティ監視と，さまざまな事故管理
を行っている。
・UPS（無停電電源装置） やGTG（自家発電設備）により，万一の商用電力停電時にも電力供給が可能
な設備であり，設備の定期的な試運転点検も行っている。

＜紙媒体における措置＞
・施錠可能な執務室内に保管し，勤務時間中は職員が常駐する。書庫での保管及び勤務時間外につい
ては，施錠管理を行う。

＜国税連携システムにおける措置＞
・データセンター内で運用されている。データセンターには監視カメラを設置しており，入室する場合はシ
ステム管理者の事前承認が必要となる。
・入室時には生体認証にて本人のみが入室可能であり，サークルゲートを設置し共連れを制限してい
る。
・サーバラックの鍵も，システム管理者の事前承認を受けた特定の作業者のみが取り出し可能となって
いる。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①団体内統合宛名システムをデータセンターに設置し，入館管理する。
②データセンター内のサーバー，サーバーの管理機能にアクセス可能な端末，特定個人情報の保存媒
体等を設置するサーバー室への入退室管理、監視及び施錠管理する。
③サーバー室へ持ち込むコンピュータや外部記憶媒体の利用，持ち出し，持込みの手順を定め，遵守す
る。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバープラットフォームをデータセンターに構築し，設置場所への入退室管理，有人監視及び施
錠管理をすることとしている。また，設置場所はデータセンター内の専用領域とし，他テナントとの混在に
よるリスクを回避する。
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 ⑥技術的対策 [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 具体的な対策の内容

＜税務システムにおける措置＞
○不正プログラム対策
　・ウイルス対策ソフトを使用して，サーバで定期的なウィルスチェックを実施している。
　・また，定期的に検証済みのパターンファイルに更新している。
　・なお，サーバへのソフトウェア導入及びバージョン更新時は，セキュリティ管理者の許可を得るととも
に，システム的な検証等を実施した上で，システム管理者が実施することとしており，不正なプログラム
の導入を防止している。
　・また，サーバについては，オペレーティングシステム，ミドルウェア及びドライバのセキュリティ情報等
を収集し，必要に応じて，修正プログラムを導入している。
○不正アクセス防止策
　・ユーザーID及びログインパスワードを設定するほか，生体認証を必要としている。また，許可された外
部入出力装置以外への出力を無効化している。
　・ウイルス対策ソフトを使用して，サーバを定期的にウィルスチェックをしている。また，定期的に，検証
済みのパターンファイルに更新している。
　・外部からのアクセスに対しては，ネットワークを分離することでアクセスそのものを遮断している。
　・データベースへのアクセスに対しては，ファイアウォールで不正アクセスを遮断するとともに，システム
管理者から許可を得た者以外は，データベースを参照・更新・消去することができない仕組みとしてい
る。

＜国税連携システムにおける措置＞
○不正プログラム対策
　・ウイルス対策ソフトを使用して，サーバで定期的なウィルスチェックを実施している。
　・また，定期的に検証済みのパターンファイルに更新している。
　・なお，サーバへのソフトウェア導入及びバージョン更新時は，セキュリティ管理者の許可を得るととも
に，システム的な検証等を実施した上で，システム管理者が実施することとしており，不正なプログラム
の導入を防止している。
　・また，サーバについては，オペレーティングシステム，ミドルウェア及びドライバのセキュリティ情報等
を収集し，必要に応じて，修正プログラムを導入している。
○不正アクセス防止策
　・ウイルス対策ソフトを使用して，サーバを定期的にウィルスチェックをしている。また，定期的に，検証
済みのパターンファイルに更新している。
　・外部からのアクセスに対しては，物理的にネットワークを分離することでアクセスそのものを遮断して
いる。
　・データベースへのアクセスに対しては，ファイアウォールで不正アクセスを遮断するとともに，プログラ
ムにより，アクセス制御しており，システム管理者から許可を得た者以外は，データベースを参照・更新・
消去することができない仕組みとしている。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
①ウイルス対策ソフトウェアを導入し，常に最新のパターンファイルを適用する。また，OSやアプリケー
ションは，常に最新のセキュリティパッチを適用する。なお，適用に当たっては事前又は事後に動作確認
を行う。
②団体内統合宛名システムに接続できる端末は，県のセキュリティポリシーに基づき適切に管理された
ものに限る。また，団体内統合宛名システムの管理機能を利用できる端末は，上記ポリシー適用に加
え，インストールするソフトウェアを制限し，不要なプログラムを利用しない。
③通信経路上の特定個人情報が漏えいした場合でも、内容が解析できないよう暗号化する。
④ファイアーウォール、ルーター等のシステム防護措置により、団体内統合宛名システムを無権限のア
クセスから保護する措置を講ずる。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバープラットフォームでは，ＵＴＭ（コンピューターウイルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し，アクセス制限，侵入検知及び侵入防止を行う
とともに，ログの解析を行う。
・ウイルス対策ソフトを導入し，パターンファイルの更新を行う。
・導入しているＯＳ及びミドルウェアについて，必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

 ⑦バックアップ [ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知

[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない
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 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり ] ＜選択肢＞
1） 発生あり

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している ] ＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

2） 発生なし

 その内容

＜令和３年度＞
○令和２年度末に県立病院から別の病院へ異動した職員が所有するパソコンが，異動先において盗難
にあった。盗難にあったパソコンの中には，県立病院に勤務していた際に取得した患者の情報６６０件が
含まれていた（令和３年11月判明）。

＜令和４年度＞
○企業・大学等で構成される研究会の会員宛てにメールマガジンを送付する際， メールアドレスをBCC
に設定すべきところを宛先に設定し，送信してしまい，会員のメールアドレス（137件）が他の会員に流出
した（令和４年８月判明）。

 再発防止策の内容

＜令和３年度＞
○院内の（既存の）医療情報管理部運営委員会の中に「個人情報漏漏洩対策委員会」設置し，次の事
項を行った。
・ＰＣ（医師の私用ＰＣの使用は認めた上で）の物理的な盗難防止の強化，パスワード設定の徹底
・入職時の個人情報の適切な管理の遵守宣誓
・退職時，個人情報がある場合の申請書の提出
・セキュリティ研修の実施

＜令和４年度＞
○メール送信については次のとおり行う。
・メールを送信する前に，メールアドレスの設定に誤りがないか，担当者以外の者が紙による起案（メー
ル画面を出力したもの）により再度確認する。
・承認設定のある組織アドレスを利用し，メールマガジンを送付する。

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 リスク２：　特定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 賦課徴収事務を行う際に，必要に応じて本人確認等を行い，新しい情報に更新する。

 具体的な保管方法
死者の個人番号と生存する個人の個人番号とを分けて管理しないため，「Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク対策」において示す，生存する個人の個人番号と同様の管理を行う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

○サーバ，端末機器（パソコン），記録媒体（バックアップを含む。），記憶装置を有するプリンター等の周辺装置等の廃棄，保管転換又
はリース返却時，行政情報を消去する際は，次のとおり対応する。
　・廃棄する場合は，消磁，破砕，溶解等により，記録されていたファイル及びドキュメントの復元が不可能となるよう措置する。
　・業者委託する場合は，物理的破壊を行い，廃棄証明書を提出させる。

 手順の内容
・保管期間の過ぎた特定個人情報を，システムで条件設定し，消去する。
・紙媒体は保管期間ごとに分けて保管し，保管期間が過ぎているものについて外部業者による裁断溶解
処理を行う。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ] ＜選択肢＞
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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 ] ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 具体的なチェック方法

＜税務システムにおける措置＞
　評価書の記載内容どおりの運用がされているか，定期的に担当部署内でチェックを実施する。

＜国税連携システムにおける措置＞
国税連携受信システムにあっては，「地方税法施行規則第二十四条の四十第三項第二号及び第三号に
規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における
安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準（平成31年総務省告示第151号）」の達成
状況について，自己評価を実施している。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
　手順書等に基づき，運用に携わる職員及び事業者に対し，定期的に自己点検を実施することとしてい
る。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
　運用規則等に基づき，中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し，定期的
に自己点検を実施することとしている。

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査 [ 十分に行っている ]
＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 具体的な内容

＜税務システムにおける措置＞
　手順書等に基づき，定期的に監査を行うこととしている。

＜国税連携システムにおける措置＞
　国税連携システム（eLTAX）については，毎年度，地方税共同機構による情報セキュリティ監査が実施
されている。
　なお，地方税共同機構が運営する地方税ポータルセンタ（eLTAX）については，地方税共同機構におい
て，毎年度，情報セキュリティ監査（外部監査）を実施している。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
　手順書等に基づき，定期的に監査を行うこととしている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
　運用規則等に基づき，中間サーバー・プラットフォームについて，定期的に監査を行うこととしている。

 従業者に対する教育・啓発 [ 十分に行っている ]
＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームを活用することにより，統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等），ITリテラ
シーの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減，及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を
実現する。

 具体的な方法

＜税務システムにおける措置＞
　①職員に対しては，税務職員研修の中で，税務情報の適正管理に関する講義を行う。
　②受託業者に対しては，契約内容の個人情報保護に関する特記事項を明記し，秘密保持契約を締結
することとしている。また，契約締結後に，個人情報の適正管理等に関する調査を実施することとしてい
る。
　③違反行為を行った者に対しては，その都度指導の上，違反行為の程度によっては懲戒の対象となり
うる。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
　①職員に対しては，個人番号保護に関する研修の受講を推奨することとしている。
　②受託業者に対しては，契約内容の個人情報保護に関する特記事項を明記し，秘密保持契約を締結
することとしている。また，契約締結後に，個人情報の適正管理等に関する調査を実施することとしてい
る。
　③違反行為を行った者に対しては，その都度指導の上，違反行為の程度によっては懲戒の対象となり
うる。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
　①中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し，セキュリティ研修等を実施
することとしている。
　②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は，運用規則等について研修を行うこととしてい
る。

 ３．その他のリスク対策
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Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
広島県総務局総務課　情報公開グループ
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
電話：082-513-2380

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により，開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

 特記事項 広島県ホームページ上に請求先，請求方法，諸費用等について掲載している。

 ③手数料等

[ 無料 ] ＜選択肢＞
1) 有料 2) 無料

（手数料額、納付方法： ただし，写しの交付を希望する場合は，１枚につき10円 ）

 ④個人情報ファイル簿の公表 [ 行っている ]
＜選択肢＞
1) 行っている 2) 行っていない

 個人情報ファイル名

税務トータルシステム（個人事業税DB，不動産取得税DB，自動車税種別割DB，自動車税環境性能割
DB，間税DB，鉱区税DB，徴収支援DB，徴収DB，収入管理DB，還付充当DB，口座振替DB，軽油免税
証DB，納税者管理DB，障害対策DB，マイナンバーDB），不動産取得税事務（大口納税者一覧表），軽
油引取税賦課事務（申告状況一覧，報償金），ゴルフ場利用税賦課事務（申告状況一覧，報償金），鉱区
税賦課事務（決定決議書兼調定集計書，台帳一覧表），地方税電子申告システム（電子申告）

 公表場所
行政情報コーナー（広島県庁）
各総務事務所

 ②対応方法
・問合せ受付時に，問合せに対する対応について記録を残す。
・情報漏えい等の重大な事案に関する問合せについて，実施機関において必要な対応を行い，総務課
情報公開グループに報告する。

 ⑤法令による特別の手続 ―

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

―

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ①連絡先
広島県総務局税務課　企画グループ
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
電話：082-513-2321
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 ２．国民・住民等からの意見の聴取

Ⅵ　評価実施手続
 １．基礎項目評価

 ①実施日 平成26年12月15日

 ②しきい値判断結果

[ 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる ]

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）

 ④主な意見の内容

 ⑤評価書への反映
―

 ①方法
広島県県民意見募集手続に関する指針に基づき，意見募集手続きを実施し，広く県民等の意見を徴取
する。

 ②実施日・期間

 ③期間を短縮する特段の理
由

―

広島県個人情報保護条例（平成16年広島県条例第53号）第44条第2項の規定により，個人情報保護審
議会にて第三者点検を実施。

 ４．特定個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ３．第三者点検

 ①実施日 （諮問）　（審議）　（答申）

 ②方法

 ②特定個人情報保護委員会
による審査

 ③結果
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平成28年3月31日
Ⅰ.7.評価実施機関における担
当部署

税務課長　若林　拓 税務課長　齋藤　哲也 事後 1年に1回の見直しによる

（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年3月31日
Ⅲ.7.リスク1⑨過去3年以内の
重大事故

保健所における事案を記載
県税事務所及びこども家庭センターにおける事
案を追加

事後 〃

平成28年3月31日 Ⅱ.4.委託事項2・3 委託事項2・3を記載
委託事項2を削除し，委託事項3を委託事項2に
繰り上げ

事後 〃

平成29年3月31日 Ⅱ.2.⑤保有開始日 平成28年1月予定 平成28年1月 事後 〃

平成28年3月31日 Ⅴ.1.④個人情報ファイル名 個人情報ファイル名を記載 個人情報ファイル名にマイナンバーDBを追加 事後 〃

平成29年3月31日
Ⅲ.7.リスク1⑨過去3年以内の
重大事故

保健所，県税事務所及びこども家庭センターに
おける事案を記載

保健所における事案を削除し，県立病院におけ
る事案を追加

事後 〃

平成29年3月31日

Ⅲ.5.リスク1特定個人情報の
提供・移転の記録.具体的な方
法

記録の保存期間を記載 記録の保存期間を7年に変更 事後 〃

平成30年3月19日
Ⅰ.2.システム５③他のシステ
ムとの接続

その他（媒体による連携のため，税務システム
とは接続していない。）を選択

庁内連携システムを選択 事後
重要な変更にはあたらない。
（※が付された項目以外の変
更）

平成30年3月19日
個人のプライバシー等の権利
利益の保護の宣言　特記事項

・内部による不正利用防止のため，システム操
作者に守秘義務を課し，IDカード，ID及びパス
ワードにより，操作者を限定し，追跡調査のため
システムのアクセスログを保存するなどの対策
を講じている。

[～平成31年９月末まで]
（内容省略（同左））

[平成31年10月～]
・内部による不正利用防止のため，システム操
作者に守秘義務を課し，生体認証，ID及びパス
ワードにより，操作者を限定し，追跡調査のため
システムのアクセスログを保存するなどの対策
を講じている。

事前
重要な変更にはあたらない
（※が付された項目以外の変
更）が，事前に提出。

平成30年3月19日 Ⅰ.（別添1）事務の内容 媒体により取得 サーバ連携により取得 事後
重要な変更にはあたらない。
（※が付された項目以外の変
更）

平成30年3月19日 Ⅰ.7.②所属長 税務課長　齋藤　哲也 税務課長　髙橋　大輔 事後
重要な変更にはあたらない。
（※が付された項目以外の変
更）

平成30年3月19日 Ⅱ.3.②入手方法 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）を選択 庁内連携システムを選択 事後
重要な変更にはあたらない。
（※が付された項目以外の変
更）
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成30年3月19日 Ⅱ.3.④入手に係る妥当性

○定期的に入手する事務（毎月）
　・個人事業税の賦課を行うため，税務署（国税
庁）から国税連携システムを経由して，電子記
録媒体により税務システムへ所得税確定申告
書の情報を毎月１～２回程度入手している。

○定期的に入手する事務（毎月）
　・個人事業税の賦課を行うため，税務署（国税
庁）から国税連携システムを経由して，庁内
サーバ連携により税務システムへ所得税確定
申告書の情報を毎月１～２回程度入手してい
る。

事後
重要な変更にはあたらない。
（※が付された項目以外の変
更）

平成30年3月19日

Ⅱ.4.委託事項1④委託先への
特定個人情報ファイルの提供
方法

電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）を選択 その他（庁内サーバ連携）を選択 事後
重要な変更にはあたらない。
（※が付された項目以外の変
更）

平成30年3月19日 Ⅱ.4.委託事項1 税務システム運用・保守管理等業務
税務システム運用・保守管理等業務[～平成31
年９月末まで]

事前
重要な変更にはあたらない
（※が付された項目以外の変
更）が，事前に提出。

平成30年3月19日 Ⅱ.4.委託事項3 記載事項なし
平成31年10月以降の税務システム運用・保守
管理等業務の委託先に係る事項を記載

事前 重要な変更

平成30年3月19日

Ⅱ.4.委託事項2④委託先への
特定個人情報ファイルの提供
方法

その他（国税連携システム（eLTAX）→ＬＧＷＡＮ
→地方税ポータルセンタ（eLTAX）→ＬＧＷＡＮ）
を選択

その他（国税庁→IP-VPN→地方税ポータルセ
ンタ（eLTAX)→ＬＧＷＡＮ→委託先（国税連携シ
ステム（eLTAX））を選択

事後
重要な変更にはあたらない。
（※が付された項目以外の変
更）

平成30年3月19日 Ⅱ.6.①保管場所

＜税務システムにおける措置＞

①（内容省略）
②（内容省略）

＜税務システムにおける措置＞
（1）[～平成31年９月末まで]
①（内容省略（同左））
②（内容省略（同左））
（2）[平成31年10月～]
①県外の入退室管理（※）が行われているデー
タセンターに設置したサーバ内に保管している。
※建屋及び室内への入退室権限を持つ者を限
定し，身分証による本人確認により入退室する
者の管理を行う。
②サーバの運用管理は，外部委託業者が行っ
ているが，ID及びパスワードによる認証が必要
であり，サーバ管理に使用する端末は他の業務
に使用しておらず，信頼性の高いウイルス対策
ソフトを導入し，
パターンファイルは常に最新の状態にして，セ
キュリティ対策を行っている。
なお，税務トータルシステム総括管理者は，月１
回外部委託業者から税務システムの稼働状況
の報告を受けている。

事前 重要な変更

平成30年3月19日 Ⅱ.5.提供先1.①法令上の根拠 番号法第19条第12号 番号法第19条第14号 事後
重要な変更にはあたらない。
（※が付された項目以外の変
更）
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成30年3月19日
Ⅲ.3.リスク2.ユーザ認証の管
理 具体的な管理方法

（内容省略）
（1）[～平成31年９月末まで]
（内容省略（同左））

（2）[平成31年10月～]
・税務システムの端末コンピュータ名などから
ファイアウォールによるアクセス制御を行ってお
り，税務システムを利用する必要がある職員，
委託先を特定する。
・個人ごとにユーザIDを割り当て，ユーザID・ロ
グインパスワード及び生体認証によるユーザ認
証を行っている。
・なお，ログインパスワードについては，定期的
に変更し，適切な管理を行う。

事前 重要な変更

平成30年3月19日
Ⅱ.（別添２）特定個人情報ファ
イル記録項目

（内容省略）
（1）[～平成31年９月末まで]
（内容省略（同左））

（2）[平成31年10月～]
■税務システムデータベースファイル全記録項
目：2,605項目
（内容省略）

事前
重要な変更にはあたらない
（※が付された項目以外の変
更）が，事前に提出。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成30年3月19日

Ⅲ.3.リスク2.アクセス権限の発
効・失効の管理 具体的な管理
方法

①発効管理
（内容省略）
②失効管理
（内容省略）

（1）[～平成31年９月末まで]
①発効管理
（内容省略（同左））
②失効管理
（内容省略（同左））

（2）[平成31年10月～]
①発効管理
・ユーザIDの発効は，正規職員については人事
情報に基づく全庁共通の職員情報を利用してい
る。非正規職員については業務主管課からの
申請に基づき，ネットワーク総括管理者が発効
を行い，税務職員を一元管理している。
・生体認証については，税務システム内の認証
管理ＤＢに生体認証情報を登録することにより
税務トータルシステム総括管理者が発効管理を
行う。
②失効管理
・正規職員については全庁共通の職員情報と連
携し管理している。全庁共通の職員情報は異動
退職情報を常に反映しており，異動退職があっ
た際はアクセス権限が更新され，当該IDは失効
となる。
・非正規職員のユーザIDについては有効期限を
設定し，期限到来により自動的に失効するよう
にしている。
・生体認証については，税務システム内の認証
管理ＤＢの登録情報を削除・更新することにより
税務トータルシステム総括管理者が失効管理を
行う。

事前 重要な変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成30年3月19日
Ⅲ.3.リスク2.アクセス権限の管
理 具体的な管理方法

・ユーザーIDのアクセス権をネットワーク管理者
が定期的に確認し，異動退職による業務上アク
セスが不要となったIDのアクセス権を変更又は
削除している。
・IDカードのアクセス権を税務トータルシステム
総括管理者が定期的に確認し，異動退職によ
る業務上アクセスが不要となったIDカードのアク
セス権を変更又は削除している。

（1）[～平成31年９月末まで]
・ユーザーIDのアクセス権を税務トータルシステ
ム総括管理者が定期的に確認し，異動退職に
よる業務上アクセスが不要となったIDのアクセ
ス権を変更又は削除している。
・IDカードのアクセス権を税務トータルシステム
総括管理者が定期的に確認し，異動退職によ
る業務上アクセスが不要となったIDカードのアク
セス権を変更又は削除している。

（2）[平成31年10月～]
・ユーザーIDのアクセス権を税務トータルシステ
ム総括管理者が定期的に確認し，異動退職に
よる業務上アクセスが不要となったIDのアクセ
ス権を変更又は削除している。
・生体認証のアクセス権を税務トータルシステム
総括管理者が定期的に確認し，異動退職によ
る業務上アクセスが不要となった生体認証のア
クセス権を変更又は削除している。

事前 重要な変更

平成30年3月19日
Ⅲ.7.リスク1.⑤物理的対策 具
体的な対策の内容

＜税務システムにおける措置＞

（内容省略）

＜税務システムにおける措置＞
(1)[～平成31年９月末まで]
（内容省略（同左））
(2)[平成31年10月～]
・データセンター内で運用されている。データセ
ンターには監視カメラを設置しており，入室する
場合はシステム管理者の事前承認が必要とな
る。
・入室時には静脈認証装置をはじめ、体重や外
形を計測して共連れを防ぐセキュリティポータル
など生体認証を利用している。
・24時間常駐の警備員が、データセンターへの
接近者の監視、セキュリティ監視と、さまざま な
事故管理を行っている。
・UPS（無停電電源装置） やGTG（自家発電設
備）により、万一の商用電力停電時にも電力供
給が可能な設備であり、設備の定期的な試運
転点検も行っている。

事前 重要な変更

平成30年3月19日
Ⅲ.3.リスク4.リスクに対する措
置の内容

・バックアップした媒体は，施錠保管する。
・バックアップした媒体は，入退室管理された
データセンタ内の施錠が可能なキャビネットに保
管する。

事前 重要な変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成30年3月19日 Ⅴ.1.④個人情報ファイル名 個人情報ファイル名を記載
「税務トータルシステム（滞納者ＤＢ）」を「税務
トータルシステム（徴収支援ＤＢ）」に修正
「軽油引取税賦課事務（申告状況一覧）」を追加

事前
重要な変更にはあたらない。
（※が付された項目以外の変
更）が，事前に提出。

平成30年3月19日
Ⅲ.7.リスク1.⑥技術的対策 具
体的な対策の内容

＜税務システムにおける措置＞

（内容省略）

＜税務システムにおける措置＞
（1）[～平成31年９月末まで]
（内容省略（同左））
（2）[平成31年10月～]
○不正プログラム対策
　・ウイルス対策ソフトを使用して，サーバで定
期的なウィルスチェックを実施している。
　・また，定期的に検証済みのパターンファイル
に更新している。
　・なお，サーバへのソフトウェア導入及びバー
ジョン更新時は，セキュリティ管理者の許可を得
るとともに，システム的な検証等を実施した上
で，システム管理者が実施することとしており，
不正なプログラムの導入を防止している。
　・また，サーバについては，オペレーティングシ
ステム，ミドルウェア及びドライバのセキュリティ
情報等を収集し，必要に応じて，修正プログラ
ムを導入している。
○不正アクセス防止策
　・ユーザーID及びログインパスワードを設定す
るほか，生体認証を必要としている。また，許可
された外部入出力装置以外への出力を無効化
している。
　・ウイルス対策ソフトを使用して，サーバを定
期的にウィルスチェックをしている。また，定期
的に，検証済みのパターンファイルに更新して
いる。
　・外部からのアクセスに対しては，ネットワーク
を分離することでアクセスそのものを遮断してい
る。
　・データベースへのアクセスに対しては，ファイ
アウォールで不正アクセスを遮断するとともに，
システム管理者から許可を得た者以外は，デー
タベースを参照・更新・消去することができない
仕組みとしている。

事前 重要な変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年3月18日 Ⅰ.7.②所属長の役職名 税務課長　髙橋　大輔 税務課長 事後
特定個人情報保護評価指針
の見直しにより様式が改訂さ
れたため

平成30年3月19日 Ⅵ.2.②実施日・期間
平成27年1月13日（火）～平成27年2月12日
（木）

平成29年11月13日（月）～平成29年12月12日
（火）

事後
重要な変更にはあたらない。
（※が付された項目以外の変
更）

平成31年3月18日

Ⅲ.5.リスク2.不適切な方法で
提供・移転が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

番号法施行規則第20条第2号 番号法施行規則第20条第3号 事後 引用条項の整理。

平成31年3月18日

Ⅲ.5.リスク1.不正な提供・移転
が行われるリスク
特定個人情報の提供・移転に
関するルール

番号法施行規則第20条第2号 番号法施行規則第20条第3号 事後 引用条項の整理。

平成31年3月18日
Ⅲ.7.リスク1⑨過去3年以内の
重大事故

県税事務所，こども家庭センター及び県立病院
における事案を記載

県税事務所，こども家庭センターにおける事案
を削除

事後 1年に1回の見直しによる

平成31年3月18日

Ⅲ.5.リスク3.誤った情報を提
供・移転してしまうリスク，誤っ
た相手に提供・移転してしまう
リスク
リスクに対する措置の内容

番号法施行規則第20条第2号 番号法施行規則第20条第3号 事後 引用条項の整理。

令和2年3月31日
Ⅰ.2.システム５②システムの
機能

一般社団法人地方税電子化協議会 地方税共同機構 事後 1年に1回の見直しによる

令和2年3月31日
個人のプライバシー等の権利
利益の保護の宣言　特記事項

旧システム（～令和元年９月末），新システム
（令和元年１０月～）について記載

新システム（令和元年１０月～）について記載 事後 1年に1回の見直しによる

令和2年3月31日

Ⅱ.4.委託事項２②取扱いを委
託する特定個人情報ファイル
の範囲　その他妥当性

一般社団法人地方税電子化協議会 地方税共同機構 事後 1年に1回の見直しによる

令和2年3月31日 Ⅱ.4.委託事項１・３ 委託事項１・３を記載
委託事項１を削除し，委託事項３を委託事項１
に繰り上げ

事後 1年に1回の見直しによる

令和2年3月31日
Ⅱ.6.特定個人情報の保管・消
去①保管場所

旧システム（～令和元年９月末），新システム
（令和元年１０月～）について記載

新システム（令和元年１０月～）について記載 事後 1年に1回の見直しによる
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年3月31日
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

旧システム（～令和元年９月末），新システム
（令和元年１０月～）について記載

新システム（令和元年１０月～）について記載 事後 1年に1回の見直しによる

令和2年3月31日

Ⅲ.4.特定個人情報ファイルの
取扱いの委託　情報保護管理
体制の確認

一般社団法人地方税電子化協議会 地方税共同機構 事後 1年に1回の見直しによる

令和2年3月31日

Ⅲ.3特定個人情報の使用　リ
スク２　ユーザ認証の管理，ア
クセス権限の発効・失効の管
理，アクセス権限の管理の具
体的な管理方法

旧システム（～令和元年９月末），新システム
（令和元年１０月～）について記載

新システム（令和元年１０月～）について記載 事後 1年に1回の見直しによる

令和2年3月31日
Ⅲ.7.特定個人情報の保管・消
去⑨過去３年以内の重大事故

発生あり，H28県立病院の事案を記載
発生あり，H28県立病院の事案を削除，H30県
立病院の事案を追加

事後 1年に1回の見直しによる

令和2年3月31日

Ⅲ.7.特定個人情報の保管・消
去⑤物理的対策，⑥技術的対
策の具体的な対策の内容

旧システム（～令和元年９月末），新システム
（令和元年１０月～）について記載

新システム（令和元年１０月～）について記載 事後 1年に1回の見直しによる

令和2年3月31日 Ⅴ.1.④個人情報ファイル名 自動車税DB,自動車取得税DB，間税三税DB
自動車税種別割DB,自動車税環境性能割DB，
間税DB

事後 1年に1回の見直しによる

令和2年3月31日
Ⅳ.1.監査②監査　具体的な内
容

一般社団法人地方税電子化協議会 地方税共同機構 事後 1年に1回の見直しによる

令和3年3月31日
Ⅲ.2.リスク3.入手した個人情報
が不正確である事実

通知カード 個人番号が記載された住民票の写し 事後 1年に1回の見直しによる

令和3年3月31日 Ⅱ.4.委託事項2⑥委託先名 ＴＩＳ株式会社
ＴＩＳ株式会社（令和3年4月1日から株式会社イ
ンテックに変更）

事前
重要な変更にはあたらなが，
事前に提出。

令和3年3月31日 Ⅳ.1.①自己点検

電気通信回線その他の電気通信設備に関する
技術基準及び情報通信の技術の利用における
安全性及び信頼性を確保するために必要な事
項に関する基準（平成25年総務省告示第206
号）

地方税法施行規則第二十四条の四十第三項第
二号及び第三号に規定する電気通信回線その
他の電気通信設備に関する技術基準及び情報
通信の技術の利用における安全性及び信頼性
を確保するために必要な事項に関する基準（平
成31年総務省告示第151号）

事後 1年に1回の見直しによる
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和4年3月31日

Ⅰ.2.特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム　システム4②シス
テムの機能

２．広島県の他の執行機関への情報提供又は
他部署への移転
　広島県の他の執行機関による住基法に基づく
情報照会に対応するため，照会のあった当該個
人の個人番号又は４情報（氏名，住所，性別，
生年月日）等に対応する本人確認情報を都道
府県知事保存本人確認情報ファイルから抽出
し，照会元に提供・移転する。

２．広島県の他の執行機関への情報提供又は
他部署への移転
　広島県の他の執行機関による住民基本台帳
法（昭和42年法律第81号。以下「住基法」とい
う。）に基づく情報照会に対応するため，照会の
あった当該個人の個人番号又は４情報（氏名，
住所，性別，生年月日）等に対応する本人確認
情報を都道府県知事保存本人確認情報ファイ
ルから抽出し，照会元に提供・移転する。

事後 1年に1回の見直しによる

令和4年3月31日
Ⅱ.6.特定個人情報の保管・消
去　③消去方法

業務プロセス改革課 デジタル基盤整備課 事後 1年に1回の見直しによる

令和4年3月31日

Ⅱ.5.特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
①法令上の根拠

番号法第19条第14号 番号法第19条第15号 事後 引用条項の整理

令和4年3月31日

Ⅲ.6.情報提供ネットワークシス
テムとの接続　リスクに対する
措置の内容

第19条第14号 第19条第15号 事後 引用条項の整理

令和4年3月31日
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（内容省略） 県民税利子割のエントリレコードに納税者IDを
追加

事後 1年に1回の見直しによる

令和4年3月31日

Ⅲ7.リスク１⑨過去３年以内
に，評価実施機関において，
個人情報に関する重大事故
が発生したか

発生あり，H30県立病院の事案を記載
発生あり，H30県立病院の事案及びR3県立病
院の事案を記載

事後 1年に1回の見直しによる

令和4年3月31日

Ⅲ.6.情報提供ネットワークシス
テムとの接続　リスクに対する
措置の内容

総務大臣 内閣総理大臣 事後 1年に1回の見直しによる

Ⅱ.4委託事項２⑨再委託事項 税務システム運用業務の一部 国税連携システム（eLTAX)の運用業務の一部 事後 重要な変更にはあたらない。

Ⅱ.4委託事項２⑥委託先名
ＴＩＳ株式会社（令和3年4月1日から株式会社イ
ンテックに変更）

株式会社インテック 事後 重要な変更にはあたらない。

25



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

Ⅲ7.リスク１⑨過去３年以内
に，評価実施機関において，
個人情報に関する重大事故
が発生したか

発生あり，H30県立病院の事案及びR3県立病
院の事案を記載

発生あり，R3県立病院の事案及びR4メールマ
ガジンの事案を記載

事後 重要な変更にはあたらない。
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