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１．はじめに 

 

本業務は、四国中央市個人情報保護条例、条例施行規則、四国中央市情報セキュリティ

ポリシー等に基づき管理、運用を行っている情報システム等について第三者による独立

的かつ専門的な立場から助言型の情報セキュリティ監査にて点検評価し、問題点の確認、

改善方法等について検討、助言、指導、研修を行い、四国中央市情報セキュリティポリシ

ーを職員に浸透させ、セキュリティ意識及び四国中央市情報セキュリティ対策の向上に

つなげることを目的とするものです。 

本文書は、本業務内で実施した情報セキュリティ運用監査（以下「運用監査」）の内容

と結果を報告するとともに、その中で検出された問題点等に対する改善策等を提言する

ものです。 

 

 

 

 

 

  株式会社ナニワ計算センター 監査責任者 萩原  一隆 

      監査人  有川  聖治 
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２．運用監査について 

 

(1) 運用監査概要 

運用監査は、予備調査、本調査、結論の形成の順に、それぞれ以下に示す期間と内容で

実施しました。 

①予備調査 …… 令和 3年 8月 6日～同 8月 20日の期間に、以下の表 2に示す運用監

査対象部署の全職員等に対して事前アンケートを配布し、回答していただきました。事

前アンケートの項目は、本調査で点検する項目の中からアンケート回答者が関係する

基本的なセキュリティ対策に関連するものを 21設問抜粋しました。 

②本調査 ……… 本調査で点検する項目は、昨年度の運用監査実績を踏まえ、四国中央

市と協議の上 47 項目選定しました。本調査では、この 47 項目についてヒアリング及

び書面調査、現地視察による点検を実施しました。なお、（2）で詳述しますが、本調査

はオンライン形式により、令和 3 年 9 月 29 日及び同 9 月 30 日の 2 日間で以下の表 2

に示す運用監査対象部署の管理者及び担当者に対して実施しました。 

③結論の形成 … 監査チームは、本調査で収集した監査証拠に基づき情報セキュリテ

ィ対策が不十分であると判断した項目を指摘事項一覧としてまとめ、四国中央市に提

示しました。その後、指摘内容について事実誤認の有無を確認していただいき承認いた

だいた内容を基に、本業務における運用監査の結論として本文書を作成しました。 

 

(2) 運用監査実施における特記事項 

今回実施した運用監査について、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言発

令下という状況を考慮し、四国中央市と協議の上、オンライン形式によるリモート監査で

実施したことを特記事項として報告します。 

 

＜リモート監査実施の詳細＞ 

・ヒアリングは、Zoom Video Communications社の Zoomを使用して実施しました。 

・Zoomのアカウントは(株)ナニワ計算センター保有の正規アカウントを使用しました。 

・書面調査は、四国中央市所有の Apple社 iPad付属のカメラを、四国中央市情報政策

部署担当者が監査人の指示により現地で操作することにより実施しました。 

・現地視察は、四国中央市所有の Apple社 iPad付属のカメラを、四国中央市情報政策

部署担当者が監査人の指示により現地で操作することにより実施しました。併せて、

運用監査対象部署内に設置した定点カメラの映像を監査人が確認することにより、

執務室全体の書類整理状況や端末の視認性等を点検しました。 

・令和 3年 9月 27日に本調査実施前の接続テストも含め、ネットワーク環境やカメラ

の操作方法等不具合の有無を確認するためのリハーサルを実施しました。 
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(3) 運用監査実施体制 

運用監査を実施するにあたり、(株)ナニワ計算センター所属の監査人を含む監査チー

ムを結成しました。構成員の役割、氏名、所有資格を以下の表 1に示します。 

 

役割 氏名 所有資格 

監査責任者 萩原 一隆 JASA 認定 公認情報セキュリティ監査人

（CAIS-Auditor） 

監査人 有川 聖治 JASA 認定 情報セキュリティ監査人補

（CAIS-Assistant） 

監査人（サポート） 柳田 明子 JASA 認定 情報セキュリティ監査人補

（CAIS-Assistant） 

品質管理責任者 竹下 洋 JASA 認定 公認情報セキュリティ監査人

（CAIS-Auditor） 

JRCA認定 JIS Q27001:2014 ISMS審査員補 

経済産業省認定 情報セキュリティアドミ

ニストレータ 

表 1. 監査チーム 

 

(4) 運用監査対象と実施日時 

運用監査の監査対象と実施日時の詳細について以下の表 2に示します。 

なお、運用監査の点検範囲は、表 2の監査対象における監査実施当日から遡る過去 1年

間の情報セキュリティ対策の実施状況を監査対象期間として実施しました。 

 

対象部署 対象システム 実施日時 

監査事務局 総合行政システム 令和 3年 9月 29日 13 時 

農業振興課 

総合行政システム 

令和 3年 9月 29日 15 時 地籍調査支援システム 

中山間管理システム 

警防課 

総合行政システム 

令和 3年 9月 30日 10 時 高機能消防指令システム 

愛媛県救急搬送情報システム 

水道総務課 
総合行政システム 

令和 3年 9月 30日 13時 30分 
EBNEXT２システム 

表 2. 監査対象と実施日時 
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(5) 適用基準 

運用監査を実施するに当たり用いた適用基準を以下に示します。 

 

①四国中央市個人情報保護条例（平成 17 年四国中央市条例第４号） 

②四国中央市個人情報保護条例施行規則（平成 17 年四国中央市規則第２号） 

③四国中央市情報セキュリティポリシー 

④地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（総務省） 

⑤地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン（総務省） 

⑥情報セキュリティ管理基準（平成 28 年経済産業省告示第 37 号） 

⑦個別管理基準（監査項目）策定ガイドライン 

⑧情報セキュリティ監査基準（平成 15 年経済産業省告示第 114 号） 

⑨情報セキュリティ監査基準実施基準ガイドライン 

⑩情報セキュリティ監査基準実施報告ガイドライン 

 

(6) 評価基準 

運用監査で得た監査証拠を分析した結論として、それぞれの監査項目を評価する際の

基準とその詳細を以下の表 3に示します。 

 

評価基準 評価基準の詳細 

適合 適用基準に準拠した運用がなされている事項 

重大な指摘事項 
適用基準に準拠しておらず、情報セキュリティ事故につながる恐れが

ある事項 

軽微な指摘事項 適用基準に一部準拠しておらず、改善が望まれる事項 

観察事項 
指摘事項ではないが、そのまま放置すると不適合又はセキュリティ上

問題が生じる恐れがある事項 

表 3. 評価基準 
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(7) 監査項目の内訳 

運用監査で用いた監査項目 47の内訳を「地方公共団体における情報セキュリティ監査

に関するガイドライン（総務省・平成 30年 9月版）」によるドメイン別に分類したものを

以下の表 4に示します。 

 

ドメイン 該当監査項目数 

1.組織体制 1 

2.情報資産の分類と管理 4 

3.情報システム全体の強靭性の向上 － 

4.物理的セキュリティ 3 

5.人的セキュリティ 16 

6.技術的セキュリティ 19 

7.運用 1 

8.外部サービスの利用 2 

9.評価・見直し 1 

                           表 4. 監査項目の内訳 

 

３．運用監査の結果 

 

監査結果の結論の形成過程において、運用監査で収集した監査証拠を基に各監査項目

を 2.(6)の評価基準に照合して評価しました。その結果を監査対象部署別にまとめたもの

が以下の表 5です。 

 

監査対象部署 

評価基準別項目数 

適合 
重大な指摘

事項 

軽微な指摘

事項 
観察事項 

ストロング

ポイント 

監査事務局 46 ― 1 ― ― 

農業振興課 45 ― 2 ― ― 

警防課 43 ― 3 1 ― 

水道総務課 45 ― 2 ― ― 

 179 0 8 1 0 

    表 5. 監査対象の評価基準別項目数 

 

今回の運用監査では表 5 に示したとおり、直ちに情報セキュリティ事故に繋がるよう

な重大な指摘事項は検出されませんでした。 

一方、所属独自で実施しているストロングポイントは確認できませんでした。これにつ
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いては、評価すべき点がなかったということではなく、平均的な対策は講じられているも

のの、特筆すべきレベルにまで至っている対策は確認できなかったということであり、

「適合」評価で情報セキュリティ対策としては合格点であるとご理解ください。 

 

４．運用監査総評 

 

今回の運用監査では、全監査対象部署において 1 件以上の軽微な指摘事項が検出され

たものの、改善措置としてはいずれも比較的容易に実施できるものであり、監査終了時の

寸評の中で各監査対象部署にお伝えし、対応を検討いただけるとのことでしたので、深刻

な問題はないと判断しております。 

今回の運用監査は、四国中央市情報セキュリティポリシーを基本としたルールへの準

拠性という観点から実施しました。 

準拠性を考慮した監査対象全体の点検項目総数 188のうち 179が「適合」と判断でき、

これは全体の 95％以上を占めていることからも、情報セキュリティ対策はルールどおり

実施されているといえます。 

その上で、更なる情報セキュリティレベルの向上のために、監査報告会の中でお示しし

た文書類の作成、整備をご検討いただければ良いかと思います。 

 

 

以上 


