
 

 

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 

情報セキュリティ規程 

 

平成２４年４月１日 

規程 ５５ 号 

第１部 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、情報セキュリティ基本方針に基づき、地方独立行政法人大阪府立産

業技術総合研究所（以下、「法人」という。）が情報セキュリティを確保することにより、

業務を継続的かつ効率的に遂行すること及び社会的信頼を獲得し、保持することを目的

とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）「事業者」とは、法人との委託契約等により情報システム又は情報通信ネットワー

ク（以下、「情報システム等」という。）の開発等を行う者をいう。 

（２）「役職員等」とは、役員、職員（非常勤職員を含む。）及び法人に派遣されている者

をいう。 

（３）「端末」とは、事務処理等を行うために役職員等や部署に配備された電子計算機等

をいう。 

（４）「ＩＤ」とは、情報システム等の利用者を識別するための文字列情報をいう。 

（５）「パスワード」とは、情報システム等の利用者がＩＤによる認証を得るため入力す

る文字列情報をいう。 

（６）「不正アクセス」とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律

第１２８号）第２条第４項に規定する不正アクセス行為をいう。 

（７）「不正ソフトウェア」とは、情報システム等に対して不正かつ有害な動作を行う意

図で作成されたソフトウェアをいう。 

（８）「情報資産」とは、情報及び情報の管理や運用を行う仕組みをいう。 

（９）「情報セキュリティ」とは、コンピュータ、情報システム、ネットワーク及びこれ

らで取り扱うデータ(以下、「情報資産」という。)の機密性（認可されていない個人、

団体等に対して、情報を使用不可又は非公開にする特性）、完全性（情報資産の正確

さ及び完全さを保護する特性）及び可用性（認可された使用者が必要なときに情報資

産にアクセスできることを確実にすること）を維持することをいう。 

 



 

 

（対象とする脅威） 

第３条 情報資産に対する脅威として、次の各号に掲げる事項を想定する。 

（１）情報システム等の不正利用等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざ

ん・消去、情報資産の詐取、内部不正等 

（２）情報資産の無断持ち出し、情報システム等の設計・開発・運用・保守等の不備、情

報システム等に関する内部・外部監査機能や委託管理の不備、機器故障等の非意図的

な要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等 

（３）地震、落雷、火災等の災害による情報システム等の停止等 

（４）大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴う情報システム等の運用不全等 

（５）電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等による情報システム等の停止等 

 

（適用範囲） 

第４条 この規程は、役職員等に適用する。 

 

（職員の遵守義務） 

第５条 役職員等は、情報セキュリティ対策の重要性について共通の認識を持ち、業務の

遂行に当たってはこの規程を遵守しなければならない。 

 

（情報セキュリティ対策） 

第６条 第３条で想定する脅威から情報資産を保護するために、次の各号に掲げる対策を

講じる。 

（１）組織体制の確立 法人の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全所

的な組織体制を確立する。 

（２）情報資産の分類と管理 法人が保有する情報資産を機密性に応じて分類し、当該分

類に基づき情報セキュリティ対策を行う。 

（３）物理的セキュリティ対策 情報システム等が稼動する機器等の管理手法を定める等

の物理的な対策を講じる。 

（４）人的セキュリティ対策 情報セキュリティ対策に関し、役職員等が遵守すべき事項

を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な

対策を講じる。 

（５）技術的セキュリティ対策 不正アクセス対策等の技術的対策を講じるとともに、外

部委託を行う際のセキュリティ確保等の運用面の対策を

講じる。 

 

（情報セキュリティ対策に関する監査及び自己点検の実施） 

第７条 この規程の遵守状況を検証するため、必要に応じて情報セキュリティ対策に関す



 

 

る監査及び自己点検を実施する。 

 

（規程の見直し） 

第８条 情報セキュリティ対策に関する監査及び自己点検の結果、この規程の見直しが必 

要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が

必要になった場合には、この規程を見直す。 

 

（情報セキュリティ対策基準の策定） 

第９条 前３条に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を

定める情報セキュリティ対策基準を策定する。 

 

（情報セキュリティ実施手順の策定） 

第１０条 前条で策定する基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的

な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定する。 

２ 情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより法人の行政運営に重大な支障を及

ぼすおそれがあることから非公開とする。 

 

第２部 対策基準 

 

第１章 組織体制 

 

（最高情報責任者） 

第１１条 法人における全ての情報資産の管理及び情報セキュリティ対策に関する最終決 

定権限及び責任を有する者として最高情報責任者を置き、理事長をもって充てる。 

２ 最高情報責任者は、第１６条に定める情報管理委員会からの監査結果等の報告に基づ

き、次条に定める最高情報セキュリティ責任者に対して、法人において実施している情

報資産の管理及び情報セキュリティ対策についての改善指示を行わなければならない。 

 

（最高情報セキュリティ責任者） 

第１２条 最高情報責任者を補佐する者として、最高情報セキュリティ責任者を置き、理

事(技術担当)をもって充てる。 

２ 最高情報セキュリティ責任者は、法人の全ての情報システム等における開発、設定の

変更、運用、見直し等を行う権限及び責任を有する。 

３ 最高情報セキュリティ責任者は、法人の全ての情報システム等における情報セキュリ

ティ対策に関する権限及び責任を有する。 

４ 最高情報セキュリティ責任者は、法人の情報資産に対する侵害が発生した場合又は侵



 

 

害が発生するおそれがある場合、最高情報責任者の指示に従い、最高情報責任者が不在

の場合には自らの判断に基づき、必要かつ十分な措置を行う権限及び責任を有する。 

５ 最高情報セキュリティ責任者は、法人の情報システム等における情報セキュリティ実

施手順の維持・管理を行う権限及び責任を有する。 

６ 最高情報セキュリティ責任者は、緊急時等の円滑な情報共有を図るため、最高情報責

任者、最高情報セキュリティ責任者、情報管理統括、情報システム統括、情報システム

管理者を網羅する連絡体制を整備しなければならない。 

 

（情報管理統括） 

第１３条 最高情報セキュリティ責任者は、情報管理統括を置かなければならない。 

２ 情報管理統括は、課長、科長、皮革試験所長をもって充てる。 

３ 情報管理統括は、その所管する課、科、皮革試験所（以下、「課等」という。）の情報

セキュリティ対策に関する権限及び責任を有する。 

４ 情報管理統括は、所管する情報資産に係る情報セキュリティ実施手順の維持・管理を

行う。 

５ 情報管理統括は、その所掌する課等において、情報資産に対する侵害が発生した場合

又は侵害のおそれがある場合には、最高情報セキュリティ責任者へ速やかに報告を行い、

指示を仰がなければならない。ただし、最高情報セキュリティ責任者が不在の場合は、

最高情報責任者へ速やかに報告を行い、指示を仰ぐ。 

 

（情報システム統括） 

第１４条 最高情報セキュリティ責任者は、情報システム統括を置かなければならない。 

２ 情報システム統括は、業務推進課長とする。 

３ 情報システム統括は、情報システム、端末等及び通信網等の維持・管理・運用等に関

する権限及び責任を有する。 

 

（情報システム管理者） 

第１５条 情報システム統括から各システムの開発・保守・運営担当に任命された者、ネ

ットワーク等の設備の設計・導入・運用および端末等の導入・運用・管理担当に任命さ

れた者を、情報システム管理者とする。 

２ 情報システム管理者は、情報システム統括の指示等に従い、各担当情報資産の開発・

保守・運営等の作業を行う。 

 

（情報管理委員会） 

第１６条 法人の情報セキュリティ対策を統一的に行うため、情報管理委員会を設置し、

情報セキュリティ対策に関して重要な事項の検討を行う。 



 

 

２ 情報管理委員会の委員長は、副理事長とする。 

３ 情報管理委員会の運営等その他必要な事項については「情報管理委員会設置要領」に 

おいて定める。 

 

（情報セキュリティ対応・維持体制） 

第１７条 情報セキュリティに関する事故、情報セキュリティポリシー等の違反等により

情報資産への侵害が発生した場合、又は発生する恐れがある場合の対応及び予防的体制

については、別に定める。 

 

（兼務の禁止） 

第１８条 情報セキュリティ対策の実施に当たり、承認又は許可の申請を行う者とその承

認者又は許可を行う者は、やむを得ない場合を除き、同じ者が兼務してはならない。 

２ 監査を受ける者とその監査を実施する者は、やむを得ない場合を除き、同じ者が兼務

してはならない。 

 

第２章 情報資産の分類と管理方法 

 

（情報資産の分類と取り扱い） 

第１９条 最高情報セキュリティ責任者は、情報資産を、その機密性に基づいて次のとお

り分類し、必要に応じて取扱制限を行うものとする。 

分類 分類基準 

機密性３ 業務で取り扱う情報資産のうち、個人情報、顧客情報など最も高い機

密性を要する情報資産 

機密性２ 業務で取り扱う情報資産のうち、機密性３に相当する機密性は要しな

いが、直ちに一般に公開することを前提としていない情報資産 

機密性１ 機密性２又は機密性３の情報資産以外の情報資産 

２ 情報資産については、前項に定めるほか、その利用目的、利用範囲に応じて、完全性、

可用性を考慮して必要な取り扱いを行うものとする。 

 

（管理責任） 

第２０条 情報管理統括は、情報資産について管理責任を有するとともに、情報資産が複

製又は送付された場合、複製等された情報資産を前条の分類に基づき管理しなければな

らない。 

 

（情報の作成） 

第２１条 役職員等は、業務上必要のない情報を作成してはならない。 



 

 

２ 情報を作成する役職員等は、情報の作成時に、第１９条の分類に基づき、当該情報の

分類と取扱制限を定めなければならない。 

３ 情報を作成する役職員等は、作成途上の情報についても、紛失や流出等を防止しなけ

ればならない。また、作成途上の情報が不要になった場合、当該情報を消去しなければ

ならない。 

 

（情報資産の入手） 

第２２条 役職員等が作成した情報資産を入手した役職員等は、入手元の情報資産の分類

に基づいた取扱いをしなければならない。 

２ 法人外の者が作成した情報資産を入手した役職員等は、第１９条の分類に基づき、当

該情報の分類と取扱制限を定めなければならない。 

３ 情報資産を入手した役職員等は、入手した情報資産の分類が不明な場合、情報管理統

括に判断を仰がなければならない。 

 

（情報資産の利用） 

第２３条 情報資産を利用する役職員等は、業務以外の目的に情報資産を利用してはなら

ない。 

２ 情報資産を利用する役職員等は、情報資産の分類に応じ、適切な取扱いをしなければ

ならない。 

３ 情報資産を利用する役職員等は、記録媒体に情報資産の分類が異なるデータが複数記

録されている場合、最高度の分類に従って、当該記録媒体を取り扱わなければならない。 

 

（情報資産の保管） 

第２４条 情報管理統括、情報システム統括及び情報システム管理者は、情報資産の分類

に従って、情報資産を適切に保管しなければならない。 

２ 情報管理統括、情報システム統括及び情報システム管理者は、データを記録した記録

媒体を長期保管するときは、書込禁止の措置を講じるとともに、自然災害を被る可能性

が低い場所に保管するよう努めなければならない。 

３ 情報管理統括、情報システム統括及び情報システム管理者は、機密性３の情報資産を

記録した記録媒体を保管するときは、耐火、耐熱、耐水及び耐湿を講じた施錠可能な場

所に保管するよう努めなければならない。 

 

（情報資産の送信） 

第２５条 役職員等は、電子メール等により機密性３又は機密性２のデータを送信すると

きは、必要に応じて情報資産の暗号化を行わなければならない。 

 



 

 

（情報資産の運搬） 

第２６条 役職員等は、機密性３又は機密性２の情報資産を何らかの方法で運搬するとき

は、情報管理統括に運搬の許可を得るとともに、必要に応じて情報資産の暗号化の実施

や、情報を記録した記録媒体の鍵付きのケース等への格納等、情報資産の不正利用を防

止するための措置を講じなければならない。 

 

（情報資産の提供・公表） 

第２７条 役職員等は、機密性３又は機密性２のデータを外部に提供するときは、情報管

理統括に提供の許可を得るとともに、情報資産の暗号化を行わなければならない。 

２ 最高情報セキュリティ責任者は、外部に公開する情報資産について、破壊、改ざん又

は消去されていない状態を確保しなければならない。 

 

（情報資産の廃棄） 

第２８条 役職員等は、機密性３又は機密性２の情報資産を廃棄するときは、情報管理統

括から廃棄の許可を得るとともに、情報資産を記録している記録媒体の初期化等、情報

を復元できないように処置した上で廃棄しなければならない。 

２ 情報管理統括は、廃棄処理について、日時、役職員等及び処理内容を記録しなければ

ならない。 

 

第３章 物理的セキュリティ対策 

 

（機器の取付け） 

第２９条 情報システム管理者は、情報資産を格納している情報システム等が稼動する機

器の取付けを行う場合、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響を可能な限り排除

した場所に設置し、容易に取り外せないよう適切に固定する等の措置を講じるよう努め

なければならない。 

 

（機器の冗長化） 

第３０条 情報システム管理者は、情報資産を格納している情報システム等が稼動する機

器を冗長化し、単一の機器に障害が発生しても業務が継続できるよう努めるとともに、

機器に障害が発生した場合には、代替機器を起動し、機器の停止時間を最小限にするよ

う努めなければならない。 

 

（機器の電源） 

第３１条 情報システム管理者は、情報資産を格納している情報システム等が稼動する機

器の電源について、停電等による電源供給の停止に備え、当該機器が適切に停止するま



 

 

での間に十分な電力を供給できる容量の予備電源を備え付けるよう努めるとともに、落

雷等による過電流に対して機器を保護するための措置を講じるよう努めなければならな

い。 

 

（通信ケーブル等の配線） 

第３２条 情報システム管理者は、通信ケーブル及び電源ケーブルの損傷等を防止するた

めに、配線収納管を使用する等必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

２ 情報システム管理者は、主要な箇所の通信ケーブル及び電源ケーブルについて、損傷

等の報告があった場合、連携して対応しなければならない。 

３ 情報システム管理者は、ネットワークの接続口を他者が容易に接続できない場所に設

置する等適切に管理しなければならない。 

４ 情報システム管理者は、契約により操作を認められた事業者以外の者が通信ケーブル

及び電源ケーブルの配線を変更、追加できないように必要な措置を講じるよう努めなけ

ればならない。 

 

（機器の保守及び修理） 

第３３条 情報システム管理者は、必要に応じて情報システム等が稼動する機器の保守を

実施しなければならない。 

２ 情報システム管理者は、記録媒体を内蔵する機器を事業者に修理させるときは、可能

な限り、内容を消去した状態で行わせなければならない。内容を消去できない場合は、

情報システム管理者は、修理を委託する事業者との間で、守秘義務契約を締結するほか、

秘密保持体制の確認などを行わなければならない。 

 

（管理外の場所への機器の設置） 

第３４条 情報システム管理者は、法人の管理外の場所に法人の情報システム等が稼動す

る機器を設置する場合、定期的に情報セキュリティ対策の実施状況について確認しなけ

ればならない。 

 

（機器の廃棄等） 

第３５条 情報システム管理者は、情報システム等が稼動する機器の廃棄等を行うときは、

機器内部の記憶装置から、すべての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講

じなければならない。 

 

（管理区域の設置等） 

第３６条 情報システム統括は、情報システム等が稼動する機器を設置する部屋、当該機

器の管理運用を行うための部屋及び情報資産を記録した記録媒体の保管庫（以下、「管



 

 

理区域」という。）について、部外者が容易に場所を推測できないよう努めなければな

らない。 

２ 情報システム統括は、管理区域から外部に通ずるドアは必要最小限とし、鍵、監視機

能、警報装置等によって許可されていない者の立入りを防止しなければならない。 

３ 情報システム統括は、管理区域に設置する機器に、転倒及び落下防止等の耐震対策、

防火措置、防水措置等を講じなければならない。 

４ 情報システム統括は、管理区域に配置する消火薬剤や消防用設備等が、機器等及び記

録媒体に影響を与えないようにしなければならない。 

 

（管理区域の入退室管理等） 

第３７条 情報システム統括は、管理区域への入退室を許可された者のみに制限し、指紋

認証等による認証又は入退室管理簿の記載による入退室管理を行わなければならない。 

２ 管理区域への入退室を許可された情報システム管理者及び事業者は、管理区域に入室

するときは身分証明書等を携帯し、法人の役職員等から求めがあったときは、提示しな

ければならない。 

３ 情報システム統括は、外部からの訪問者が管理区域に入る場合、必要に応じて立ち入

り区域を制限した上で、管理区域への入退室を許可された情報システム管理者を付き添

わせなければならない。 

４ 情報システム統括は、管理区域に設置されている機器とは無関係の機器等を持ち込ま

せないよう努めなければならない。 

 

（機器の搬入出） 

第３８条 情報システム統括は、搬入出する機器が、既存の情報システム等に与える影響

について、情報システム管理者又は既存の情報システム等の運用管理を行う事業者にあ

らかじめ確認を行わせなければならない。 

２ 情報システム統括は、管理区域への機器の搬入出について、管理区域への入退室を許

可された情報システム管理者を立ち会わせなければならない。 

 

（ネットワークの管理） 

第３９条 情報システム統括は、ネットワークに使用する通信回線及び機器を適切に管理

しなければならない。また、これらに関連する文書を適切に保管しなければならない。 

２ 情報システム統括は、外部とのネットワーク接続を必要最低限に限定し、できる限り

接続点を減らさなければならない。 

３ 情報システム統括は、ネットワークに使用する通信回線及び機器について、必要な情

報セキュリティ対策の水準を検討の上、選択しなければならない。また、必要に応じて

ネットワーク上で送受信されるデータの暗号化を行わなければならない。 



 

 

４ 情報システム統括は、ネットワークに使用する通信回線及び機器について、ネットワ

ーク上で送受信されるデータの破壊、盗聴、改ざん、消去等のリスクを考慮の上、必要

な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。 

５ その他端末等の管理について必要な事項は、「端末機等管理要領」に定める。 

 

第４章 人的セキュリティ対策 

 

（役職員等の遵守事項） 

第４０条 役職員等は、情報セキュリティ対策について不明な点や遵守することが困難な

点等がある場合、速やかに情報管理統括に相談し、指示を仰がなければならない。 

２ 役職員等は、業務以外の目的で、情報資産の外部への持ち出し、情報システム等の利

用、電子メールの使用及びインターネットの閲覧を行ってはならない。 

３ 役職員等は、法人の情報資産を法人の管理外の場所に持ち出す場合や法人の管理外の

場所で情報処理業務を行う場合、情報管理統括管理者の許可を得なければならない。 

４ 役職員等は、原則として、私物の端末機や記録媒体を用いて業務を行ってはならない。 

５ 情報管理統括は、情報資産の持ち出しについて、記録を作成し、保管しなければなら

ない。 

６ 役職員等は、端末機のソフトウェアに関する情報セキュリティ対策機能の設定を情報

システム統括の許可なく変更してはならない。 

７ 役職員等は、端末機や記録媒体、情報が印刷された文書等について、第三者に使用さ

れることや情報システム統括の許可なく情報を閲覧されることがないよう、離席時に端

末機の利用を制限するとともに、記録媒体や文書等を容易に閲覧されない場所に保管す

るなど、適切な措置を講じなければならない。 

 

（役職員等採用時の対応） 

第４１条 情報管理統括は、新規に採用された職員に対し、この規程に定める役職員等が

守るべき内容を説明し、遵守させるよう努めなければならない。 

 

（規程の掲示） 

第４２条 最高情報セキュリティ責任者は、役職員等が常にこの規程を閲覧できるように

掲示しなければならない。 

 

（事業者に対する説明） 

第４３条 情報システム統括は、情報システム等の開発等を事業者に委託する場合、当該

事業者からの再委託を受ける事業者も含めて、この規程に定める事業者が守るべき内容

を説明し、遵守させるよう努めなければならない。 



 

 

 

（情報セキュリティに関する研修・訓練） 

第４４条 最高情報セキュリティ責任者は、必要に応じて情報セキュリティ対策に関する

研修・訓練を実施しなければならない。 

２ 情報管理統括は、必要に応じて役職員等が情報セキュリティ対策に関する研修・訓練

を受講できるよう研修計画を作成しなければならない。 

３ 情報管理統括は、新規に採用された職員に対し、情報セキュリティ対策に関する研修

を実施するよう努めなければならない。 

４ 情報管理統括は、必要に応じて職員の情報セキュリティ研修の実施状況を最高情報セ

キュリティ責任者に報告しなければならない。 

 

（事故、欠陥等の報告） 

第４５条 役職員等は、情報セキュリティに関する事故、情報システム等の欠陥及び誤動

作を発見した場合、速やかに情報管理統括に報告しなければならない。 

２ 前項による報告を受けた情報管理統括は、速やかに最高情報セキュリティ責任者及び

情報システム統括に報告しなければならない。 

３ 最高情報セキュリティ責任者は、報告のあった事故等について、最高情報責任者に報

告しなければならない。 

 

（外部からの事故等の報告） 

第４６条 役職員等は、法人が管理する情報資産に関する事故、欠陥について、外部から

報告を受けた場合、情報管理統括に報告しなければならない。 

２ 前項による報告を受けた情報管理統括は、速やかに最高情報セキュリティ責任者及び

情報システム統括に報告しなければならない。 

３ 最高情報セキュリティ責任者は、当該事故等について、必要に応じて最高情報責任者

に報告しなければならない。 

４ 最高情報責任者は、情報システム等の情報資産に関する事故、欠陥について、外部か

ら報告を受けるための窓口を設置し、当該窓口への連絡手段を公表しなければならない。 

 

（事故等の分析・記録等） 

第４７条 最高情報セキュリティ責任者及び情報システム統括は、前２条による事故等に

ついて、当該事故等を引き起こした情報システム等を所管する情報システム管理者と連

携し、これらの事故等を分析し、記録を保存しなければならない。 

 

（ＩＤ及びパスワード等の管理） 

第４８条 役職員等は、自己の管理するＩＤに関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなけ



 

 

ればならない。 

（１）自己に専属するＩＤは、他者に利用させないこと。 

（２）共用のＩＤを利用する場合、当該ＩＤの利用者以外に利用させないこと。 

２ 役職員等は、自己の管理するパスワードに関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

（１）パスワードは、他者に知られないように管理すること。 

（２）パスワードは秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと。 

（３）パスワードは十分な長さとし、文字列は想像しにくいものにすること。 

（４）パスワードが流出したおそれがある場合、情報管理統括に速やかに報告のうえ、パ

スワードを速やかに変更すること。 

（５）パスワードは定期的に、又はアクセス回数に基づいて変更し、古いパスワードを再

利用しないこと。 

（６）複数の情報システムを扱う役職員等は、同一のパスワードを情報システム間で用い

ないこと。 

（７）仮に発行されたパスワードは、最初の認証時点で変更すること。 

（８）端末等にパスワードを記憶させないこと。 

（９）共用のＩＤを除き、役職員等の間でパスワードを共有しないこと。 

 

第５章 技術的セキュリティ対策 

 

（データ共有用機器の設定等） 

第４９条 情報システム統括は、役職員等が使用できるデータ共有用機器について、当該

機器に保存できる情報資産の容量を設定し、役職員等に周知しなければならない。 

２ 情報システム管理者は、担当業務に関係のない部署の情報資産を職員が閲覧及び使用

できないよう機器を設定しなければならない。 

３ 情報システム管理者は、個人情報等、特定の職員しか取扱うべきでない情報資産に関

しては、特定の役職員等のみが取扱うことができるよう機器を設定しなければならない。 

４ 情報システム管理者は、機器に保存された情報資産について、必要に応じて定期的に

複製を作成するよう努めなければならない。 

 

（他団体との情報システム等に関する情報等の交換） 

第５０条 情報システム管理者は、他の団体と情報システム等に関する情報やソフトウェ

アを交換する場合、その取扱いに関する事項をあらかじめ定め、情報システム統括及び

最高情報セキュリティ責任者の許可を得なければならない。 

 



 

 

（作業記録の作成や作業の確認等） 

第５１条 情報システム管理者は、情報システム等の運用により実施した作業に関する記

録を作成しなければならない。 

２ 情報システム管理者は、情報システム等において、変更等の作業を行った場合、作業

内容について記録を作成し、詐取、改ざん等をされないように適切に管理しなければな

らない。 

３ 情報システム管理者及び契約により操作を認められた事業者が、障害発生の危険性を

伴う変更作業を行う場合、２名以上で作業し、互いにその作業を確認しなければならな

い。 

 

（情報システム等の仕様書等の管理） 

第５２条 情報システム管理者は、情報システム等の仕様書や構成図等について、記録媒

体に関わらず、業務上必要とする者以外の者による閲覧、又は紛失等がないよう、適切

に管理しなければならない。 

 

（情報システム等の動作記録等の取得等） 

第５３条 情報システム管理者は、情報システム等の各種の動作記録及び情報セキュリテ

ィ対策に必要な記録を取得し、一定の期間保存しなければならない。 

２ 情報システム管理者は、前項で取得及び保存した記録について、機密性に応じて期間

を定めて保管するとともに、詐取、改ざん、誤消去等が行われないよう必要な措置を講

じなければならない。 

 

（障害記録の管理） 

第５４条 情報システム管理者は、情報システム等に関する障害の報告、障害に対する処

理結果又は問題等を、障害記録として記録し、適切に保存しなければならない。 

 

（ネットワークの通信経路の制御等） 

第５５条 情報システム管理者は、ネットワークで円滑な通信が行われるよう、ネットワ

ークに使用する通信回線及び機器について、通信経路の制御等が適切に設定されている

ことを確認しなければならない。 

 

（外部ネットワークとの常時接続時の制限等） 

第５６条 情報システム統括は、外部ネットワークとの常時接続に際しては、当該ネット

ワークの機器構成等を詳細に検討し、情報システム等に影響が生じないことを確認した

上で、接続させることができる。 

２ 情報システム統括は、外部ネットワークの管理責任者との協議により、責任分界点を



 

 

明確にしなければならない。 

３ 情報システム統括は、外部ネットワークに問題が認められ、情報システム等に支障が

生じることが想定される場合、速やかに外部ネットワークとの接続を遮断しなければな

らない。 

４ 情報システム統括は、外部ネットワークとの常時接続に際しては、外部ネットワーク

との通信を制御し、情報システム等の安全維持を図る機器を外部ネットワークとの境界

に設置したうえで接続しなければならない。 

 

（ネットワークの盗聴対策） 

第５７条 情報システム管理者は、情報システム統括の許可なく、無線機器によるネット

ワークを整備してはならない。 

２ 情報システム統括は、無線機器によるネットワークの整備を認める場合、解読が困難

な暗号化及び認証技術を有する無線機器の使用を義務づけなければならない。 

３ 情報システム管理者は、機密性の高い情報を扱うネットワークについて、情報の盗聴

等を防ぐため、暗号化等の措置を講じなければならない。 

 

（電子メールのセキュリティ管理） 

第５８条 情報システム統括は、原則として、外部から外部への電子メールの中継処理が

行われることを不可能にしなければならない。 

２ 情報システム統括は、業務に関係のない大量の広告メール等の受信又は送信を検知し

た場合、電子メールの運用を停止することができる。 

３ 情報システム統括は、電子メールの送受信容量の上限を設定し、上限を超える電子メ

ールの送受信を不可能にするとともに、その旨を役職員等に周知しなければならない。 

４ 情報システム統括は、情報システム等の開発等のため法人内に常駐している事業者が

存在する場合、電子メールの利用について、事業者との間で利用方法を取り決めなけれ

ばならない。 

 

（電子メールの利用制限） 

第５９条 役職員等は、原則として、自動転送機能を用いて、電子メールを転送してはな

らない。 

２ 役職員等は、業務上必要のない送信先に電子メールを送信してはならない。 

３ 役職員等は、複数人に電子メールを送信する際、必要に応じて他の送信先が分からな

いようにしなければならない。 

４ 役職員等は、重要な電子メールを誤送信した場合、情報システム統括に報告しなけれ

ばならない。 

５ 役職員等は、インターネットで不特定多数が利用できる電子メールやデータ共有サー



 

 

ビス等を使用して自ら情報を共有又は送信してはならない。 

 

（無許可でのネットワーク接続の禁止） 

第６０条 役職員等は、統括情報セキュリティ責任者の許可なく、端末等をネットワーク

に接続してはならない。 

 

（利用制御） 

第６１条 情報システム管理者は、情報システム等の機能により、役職員等の情報システ

ム等の利用を制限しなければならない。 

２ 情報システム管理者は、不特定多数に公開する情報システム等を除き、役職員等に応

じた利用制御ができるよう、認証機能を確保しなければならない。 

３ 情報システム管理者は、情報システム等を利用する役職員等のＩＤ及びパスワードに

関する登録、変更、抹消等の取扱方法を定めなければならない。 

４ 役職員等は、情報システム等を利用する必要がなくなった場合、登録されているＩＤ

及びパスワードを抹消するよう、情報システム管理者に通知しなければならない。 

５ 情報システム管理者は、利用されていないＩＤ及びパスワードが放置されないよう、

点検しなければならない。 

６ 情報システム管理者は、管理者権限等の特権を付与されたＩＤ及びパスワードを利用

する役職員等を必要最小限にし、当該ＩＤ及びパスワードの漏えい等が発生しないよう

厳重に管理しなければならない。 

７ 情報システム管理者は、管理者権限等の特権を付与されたＩＤ及びパスワードについ

て、通常のＩＤ及びパスワードよりも有効となる期間を短くするなど、情報セキュリテ

ィ対策を強化しなければならない。 

 

（職員による外部ネットワークからのアクセス等の制限） 

第６２条 役職員等が、インターネットや公衆回線を経由して情報システム等に接続する

場合、情報システム統括の許可を得なければならない。 

２ 情報システム統括は、前項の許可を行うに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

（１）接続が必要な合理的理由を有する必要最小限の役職員等に接続を限定すること。 

（２）情報システム等の機能により役職員等の本人確認を行うこと。 

（３）接続に伴う盗聴を防御するために暗号化等の措置を講じること。 

３ 情報システム統括は、第１項の接続のために必要となる端末等を役職員等に貸与する

場合、情報セキュリティ対策のために必要な措置を講じなければならない。 

４ 役職員等は、貸与された端末等を情報システム等に接続する際、前項の措置が講じさ

れているか確認しなければならない。 



 

 

 

（パスワードに関する情報の管理） 

第６３条 情報システム管理者は、役職員等のパスワードに関する情報を厳重に管理する

とともに、パスワードに関するデータを不正利用から保護するため、端末等にパスワー

ド設定等の情報セキュリティの強化機能がある場合、これを有効に活用しなければなら

ない。 

２ 情報システム管理者は、役職員等に対して情報システム等を利用するためのパスワー

ドを発行する場合、仮のパスワードを発行するとともに、認証後直ちに当該パスワード

を変更させなければならない。 

 

（管理者権限等の特権による接続時間の制限） 

第６４条 情報システム管理者は、原則として、管理者権限等の特権による情報システム

等への接続時間を必要最小限に制限しなければならない。 

 

（情報システム等の調達） 

第６５条 情報システム管理者は、情報システム等の開発、導入、保守等の調達に当たっ

ては、情報セキュリティを確保するために必要とする技術的な機能を調達仕様書に明記

しなければならない。 

２ 情報システム管理者は、情報システム等に関する機器及びソフトウェアの調達に当た

っては、当該製品における情報セキュリティを確保するための機能を調査し、情報セキ

ュリティ対策上問題のないことを確認しなければならない。 

 

（情報システム等の開発） 

第６６条 情報システム管理者は、情報システム等の開発に関する責任者及び作業者（以

下、「責任者等」という。）を特定しなければならない。 

２ 情報システム管理者は、情報システム等の開発に関し、次の各号に掲げる事項を遵守

しなければならない。 

（１）責任者等が使用するＩＤ及びパスワードを管理し、開発完了後、当該ＩＤ及びパス

ワードを削除すること。 

（２）責任者等が利用する情報システム等の利用権限を設定すること。 

（３）責任者等が使用する機器及びソフトウェアを特定すること。 

 

（情報システム等の導入） 

第６７条 情報システム管理者は、情報システム等の運用環境を事業者が許可なく操作し

ないよう、適切に管理しなければならない。 

２ 情報システム管理者は、情報システム等の開発・保守及び試用環境から稼働環境への



 

 

移行について、情報システム等の開発・保守計画の策定時に手順を明確にしなければな

らない。 

３ 情報システム管理者は、前項による移行の際、情報システム等に記録されている情報

資産の保存を確実に行い、移行に伴う情報システム等の停止等の影響が最小限になるよ

う配慮しなければならない。 

４ 情報システム管理者は、新たに情報システム等を導入する場合、十分な試験を行わな

ければならない。 

５ 情報システム管理者は、運用試験を行う場合、あらかじめ試用環境による操作確認を

行わなければならない。 

６ 情報システム管理者は、個人情報を含む情報資産を、運用試験に使用してはいけない。 

 

（情報システム等の開発・保守に関連する資料等の保管） 

第６８条 情報システム管理者は、情報システム等の開発・保守に関連する資料及び文書

を適切な方法で保管しなければならない。 

２ 情報システム管理者は、情報システム等に関する試験結果を一定期間保管しなければ

ならない。 

 

（情報システム等における入出力データの正確性の確保） 

第６９条 情報システム管理者は、情報システム等に入力されるデータについて、範囲、

妥当性の確認機能及び不正な文字列等の入力を除去する機能を組み込むように情報シス

テム等を設計しなければならない。 

２ 情報システム管理者は、故意又は過失によりデータが改ざんされる又は漏えいするお

それがある場合、これを検出する確認機能を組み込むように情報システム等を設計しな

ければならない。 

３ 情報システム管理者は、情報システム等から出力されるデータについて、処理が正し

く反映され、出力されるように情報システム等を設計しなければならない。 

 

（情報システム等の変更管理） 

第７０条 情報システム管理者は、情報システム等を変更した場合、仕様書等の変更履歴

を作成するとともに、変更後の資料や文書を適切な方法で保管しなければならない。 

 

（情報システム等の開発・保守用のソフトウェアの更新等） 

第７１条 情報システム管理者は、情報システム等の開発・保守用のソフトウェアの更新

等を行う場合、他の情報システム等との整合性を確認しなければならない。 

 



 

 

（情報システム等の更新や統合時の検証等） 

第７２条 情報システム管理者は、情報システム等の更新・統合を行うにあたり、更新・

統合の基準を明確化するとともに、更新・統合後の業務運営体制の検証等を行わなけれ

ばならない。 

 

（不正ソフトウェア対策） 

第７３条 情報システム管理者は、不正ソフトウェア対策として、次の各号に掲げる措置

を講じなければならない。 

（１）インターネットとの通信について、インターネットとの接続点に、不正ソフトウェ

アによる不審な通信を検知し、通信を遮断する機器を設置すること。 

（２）情報システム等が稼動する機器に、コンピュータウイルス等の不正ソフトウェア対

策用のソフトウェアを常駐させるとともに、当該ソフトウェアを常に最新の状態に保

つこと。また、当該ソフトウェアによる不正ソフトウェアの探索が定期的に実施され

るよう設定すること。 

（３）情報システム等が稼動する機器に導入されたソフトウェアについては、既知の脆弱

性が無い状態に常時保つこと。 

（４）情報システム等が稼動する機器が不正ソフトウェアに感染した場合、ネットワーク

から当該機器を切り離すこと。 

２ 役職員等は、不正ソフトウェア対策に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

（１）端末等に不正ソフトウェア対策用のソフトウェアが導入され、必要な設定が行われ

ている場合、当該ソフトウェアの設定を変更しないこと。 

（２）端末等に外部からデータ又はソフトウェアを取り入れる場合、必ず不正ソフトウェ

ア対策用のソフトウェアによるチェックを行うこと。 

（３）端末等で差出人が不明なデータ等を受信した場合、速やかに削除すること。 

（４）端末等が不正ソフトウェアに感染した場合、ネットワークから即時に切り離すこと。 

（５）情報システム統括が提供する情報セキュリティ対策に関する情報を、常に確認する

こと。 

（６）その他端末等使用に関する事項については、「端末機等管理要領」及び「ソフトウ

ェアライセンス管理要領」に定める。 

 

（不正アクセス対策） 

第７４条 情報システム管理者は、不正アクセス対策として、情報システム等に次の各号

に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）業務に不必要な通信を遮断するよう設定すること。 

（２）侵入やデータの改ざん等を監視及び防止するよう設定すること。 



 

 

２ 最高情報責任者及び情報システム統括は、情報システム等に攻撃を受けることが明確

になった場合、情報システム等の停止を含む必要な措置を講じなければならない。また、

関係機関と連絡を密にして情報の収集に努めなければならない。 

３ 最高情報責任者及び情報システム統括は、情報システム等に攻撃を受け、当該攻撃が

不正アクセス禁止法違反等の犯罪の可能性がある場合、攻撃の記録を保存するとともに、

警察及び関係機関との緊密な連携に努めなければならない。 

 

（情報セキュリティ対策に関する情報収集） 

第７５条 情報システム統括、情報システム管理者は、情報セキュリティ対策に関する情

報を収集のうえ、必要に応じて関係者間での共有や役職員等への周知を行わなければな

らない。 

２ 情報システム統括、情報システム管理者は当該情報の緊急度に応じて、情報セキュリ

ティの侵害等を未然に防止するための対策を速やかに講じなければならない。また、情

報セキュリティに関する社会環境や技術環境等の変化によって新たな脅威を認識した場

合も、同様の対策を速やかに講じなければならない。 

 

（情報システム等の監視） 

第７６条 情報システム管理者は、情報システム等の情報セキュリティに関する事案を常

時検知できるよう措置を講じなければならない。 

２ 情報システム管理者は、情報システム等が稼動する機器に正確な時刻を設定し、機器

間の時刻同期ができる措置を講じなければならない。 

３ 情報システム管理者は、インターネットに公開される情報システム等を常時監視でき

るよう措置を講じなければならない。 

 

（違反時の対応等） 

第７７条 情報管理統括は、役職員等の違反行動に関する報告を受けた場合、報告内容の

確認のために、端末や情報システム等の利用記録、電子メールの送受信記録、インター

ネットの閲覧記録等を調査することができる。 

２ 情報管理統括は、前項の調査により役職員等の違反行動を確認した場合、最高情報セ

キュリティ責任者に通知し、適切な措置を求めなければならない。 

３ 最高情報セキュリティ責任者及び情報管理統括の指導によっても職員の違反行動が改

善されない場合、情報管理統括は、当該役職員等が端末等を使用する権利を停止あるい

は剥奪することができる。その場合、情報管理統括は、権利を停止あるいは剥奪した旨

を最高情報責任者、最高情報セキュリティ責任者、システム管理統括及び情報システム

管理者に速やかに通知しなければならない。 

 



 

 

（外部委託等） 

第７８条 情報システム統括は、外部委託等を行う事業者を選定する際、委託等の内容に

応じた情報セキュリティ対策が確保されることを確認しなければならない。 

２ 情報システム統括は、外部委託等を行う事業者を選定する際、情報セキュリティマネ

ジメントシステムの国際規格の認証取得状況、情報セキュリティ監査の実施状況等を参

考にして、選定するよう努めなければならない。 

３ 情報セキュリティ管理者は、外部委託を行う事業者と次の各号の要件を明記した契約

を必要に応じて締結しなければならない。 

（１）この規程の遵守 

（２）責任者、委託内容、作業者、作業場所の特定 

（３）提供される品質や成果等に関する水準保証 

（４）従業員に対する教育の実施 

（５）提供された情報の目的外利用及び契約者以外の者への提供の禁止 

（６）業務上知り得た情報の守秘義務 

（７）再委託等に関する制限事項の遵守 

（８）業務終了時の情報資産の返還、廃棄等 

（９）業務の定期報告及び緊急時報告の義務 

（１０）法人または大阪府による監査、検査 

（１１）法人または大阪府による事故時等の公表 

（１２）この規程が遵守されなかった場合の損害賠償等の規定 

４ 情報システム統括は、外部委託等を行う事業者において必要な情報セキュリティ対策

が実施されていることを定期的に確認し、必要に応じて前項の契約内容に基づく措置を

行わなければならない。 

 

（例外措置の許可） 

第７９条 情報システム統括及び情報システム管理者は、情報セキュリティ関係規定を遵

守することが困難な状況で、業務の適正な遂行を継続するため、遵守事項とは異なる方

法を採用し、又は遵守事項を実施しないことについて合理的な理由がある場合、最高情

報責任者又は最高情報セキュリティ責任者の許可を得て、例外措置を取ることができる。 

２ 情報システム統括及び情報システム管理者は、業務の遂行に緊急を要する等の場合で

あって、例外措置を実施することが不可避のときは、事後速やかに最高情報責任者又は

最高情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。 

３ 最高情報責任者又は最高情報セキュリティ責任者は、例外措置の申請書及び審査結果

を適切に保管しなければならない。 

 



 

 

（法令遵守） 

第８０条 役職員等は、職務の遂行において使用する情報資産を保護するために、次の各

号に掲げる法令のほか関係法令を遵守し、これに従わなければならない。 

（１）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

（２）著作権法（昭和４５年法律第４８号） 

（３）不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号） 

（４）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（５）大阪府個人情報保護条例（平成８年大阪府条例第２号） 

 

第６章 評価・見直し 

 

（監査） 

第８１条 最高情報責任者は、情報セキュリティ監査統括責任者を指名し、情報資産に対

する情報セキュリティの対策状況について、必要に応じて監査を行わせなければならな

い。 

２ 情報セキュリティ監査統括責任者は、経営企画室長をもって充てる。 

３ 情報セキュリティ監査統括責任者は、監査を実施する場合、被監査部門から独立する

とともに、監査及び情報セキュリティ対策に関する専門知識を有する者に対して、監査

の実施を依頼しなければならない。 

４ 情報セキュリティ監査統括責任者は、監査を行うに当たって、最高情報セキュリティ

責任者の意見を踏まえ、監査実施計画を作成しなければならない。 

５ 情報セキュリティ監査統括責任者は、監査結果を取りまとめ、最高情報責任者及び最

高情報セキュリティ責任者並びに情報管理委員会に報告しなければならない。 

６ 情報セキュリティ監査統括責任者は、監査の実施を通して収集した監査証拠、監査報

告書の作成のための監査調書を、紛失等が発生しないように適切に保管しなければなら

ない。 

７ 最高情報責任者は、監査結果を踏まえ、最高情報セキュリティ責任者、情報管理統括、

情報システム統括及び情報システム管理者に対し、監査結果への対処を指示しなければ

ならない。 

８ 最高情報責任者は、この規程の見直しに、監査結果を活用するよう努めなければなら

ない。 

 

（自己点検） 

第８２条 情報管理統括、情報システム統括、情報システム管理者は、この規程の遵守状

況について、必要に応じて自己点検を実施するとともに、自己点検の結果を踏まえて、

自己の権限の範囲内で改善を図るよう努めなければならない。 



 

 

 

（規程の見直し） 

第８３条 最高情報責任者は、情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキ

ュリティに関する状況の変化等をふまえ、必要に応じてこの規程を見直し、または要領、

ガイドライン、マニュアル類を制定し、役職員に周知するものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２８年１月１日から施行する。 

 

（所管：業務推進課） 


