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磐梯町デジタル変革に関するオンライン審議会記録 

（第 4 回審議会） 

会議日時 
令和 3 年３月１7 日（水）午後３時００分開会 

午後４時 02 分閉会 

場所 オンラインにより開催 

出席者数 委員定数６名中出席者６名 

出席委員 

椎名毅 小山ひろみ 

中元淳二 桂 Jasmine 末利子 

大久保光伸 前田諭志 

欠席委員   

出席した者 

磐梯町町長 佐藤淳一   

磐梯町 CDO 菅原直敏   

デジタル変革戦略室長 穴澤竜一   

書記 デジタル変革係長 長泰志   

付議事件 

（１）報告事項 

なし 

（２）協議事項 

①情報セキュリティ対策について 

（３）その他 

次回、第５回の日程について 

４月中旬磐梯町で開催 

会議の概要 （別記のとおり） 
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【会議の概要】 

 それでは定刻となりましたのでただいまから第 4 回磐梯町デジタル変革審議会を次第によりははじ

めさせていただきます。 

2 の会長あいさつでございます椎名会長よろしくお願いします。（穴澤） 

 よろしくお願いします。第 4 回ということですけども、前回みなさんと飲み会をさせていただきま

して、そのあと予定もつかないまま 3 月の 17 日ということになりましたけど、ぜひぜひ引き続き磐

梯町のためにいい議論ができればいうふうに思います。次回はぜひ磐梯町に伺って現場でいい議論

ができればと思っております。それでは本日よろしくお願いいたします。（椎名） 

 はい、ありがとうございました。それでは議事の方に移らさせてただきます。審議会要綱第 5 条第 2

項の規定によりまして椎名会長に擬業をお願い致します。（穴澤） 

 はい、よろしくお願いします。本日は、報告事項が特になしということで、協議事項に入りたいと

思います。 

本日協議事項が情報セキュリティ対策についてということですので、菅原 CDO の方からご説明をい

ただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。（椎名） 

 はい、それではさっそく説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それでは、皆様にもですね、すでにデータで配付させて頂いておりますデジタル変革に関する審議

会、情報セキュリティ対策に関する現状・課題・展望及び論点についてということでですね、今日

は情報セキュリティ対策をテーマにですね、皆様いろいろとご議論いただきまして、ご知見をいた

だけたらと思います。 

磐梯町はご承知のとおり、デジタル変革、ｄX を推進しております。その過程で各種ツールですね、

システムツールもそうですし、サーズのようなクラウドサービスのそうですけども、こういったも

のをですね柔軟に活用してその取り組みを進めております。また、今後はですね、国の方も方向性

をだしていますが、庁内システムのクラウド化の取り組みを推進していくことをですね、こういっ

たことを行っていきたいと考えています。 

一方で、当然システムとかそういったものに依存する割合が増えれば増えるほど、情報セキュリテ

ィ体制というものを早急に構築をしていかなければならないという認識でおります。そういった中

で、本日は磐梯町の情報セキュリティの実際について、まず、ご説明します。 

現状なんですけれども、磐梯町情報処理システム管理運営規則というものがございまして、その中

で情報セキュリティに関する各種規則を定めております。最高情報統括責任者、いわゆる CIO です

ね、CIO にですね副町長、ネットワークの管理者に政策課長、現在室長を兼任しておりますけれども、、

そして、統括情報セキュリティ責任者に総務課長、情報セキュリティ責任者に各課長、情報システ

ム管理者に情報処理システムを所管する所属長を任命しております。ほかにもですね、情報システ

ムの担当者であったり、IT 推進リーダー等の役割がその中には規定をされております。 

またですねその中に、高度情報化推進会議を設置しておりまして、各種調査及び審議を実施するこ

にはなっております。個人情報の保護については、磐梯町の個人情報保護条例というものがありま
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して、その中で対応をしております。 

課題なんですけれども、規定上は今申し上げたように、役職・体制等はあるのでございますが、や

はり一部ですね、ちょっと形骸化しているところもございまして、現在の磐梯町の早い取り組みに

追いつけない状況があるっていうのが、1 点目の課題としてあります。 

2 点目なんですけれども、急速なｄX の進展に内容が追い付いていないということで、規定の最終改

定が平成 19 年ということでございますので、当然 10 年以上前ってことになっておりまして、この

間、10 年以上前を思い出してみると、まだ、スマートフォンがまったく普及していなかった時代と、

今のこの時代、まったくあり方が変わっている中で、やはりこの辺もしっかり対応してかなければ

ならないという部分で危機感も持っております。 

展望なんですけれども、デジタル技術の活用が当然町政運営におきましても、あるいは町民の皆さ

んとの対応においても前提となってくるところの中で、業務を運用する際に、情報セキュリティ対

策がしっかり機能して、町民の皆さんも、そして、職員の皆さんも、安心感を持ってそいったもの

に当たって行けるといる状態を作っていきたいというふうに思っております。 

論点なんですけれども、規定の内容の改定を含めてどういう風にしていけばいいのかというところ

であったりとかですね、セキュリティポリシーについてもですね、より最新のものにしていかなけ

ればなりませんし、情報セキュリティ体制ですね、こういったものも今の時代に合ったものにして

いかなければならないのではないかという風に考えております。 

続いてなんですけれども、情報資産と個人情報の保護についてというところになります。現状なん

ですけども、各種のツールですね、このオンライン会議ツールの Zoom もそうですし、チャットツ

ール Teams を使っております、あるいは、本当に今いろんな職員の発案で様々なツールを活用しな

がらやっておりますけれども、扱う情報が本当に多岐にわたって参りました。当然こういったツー

ルを活用していったものが利用されていくことは好ましいことなんであるんですけど、一方で、課

題がありまして、どこまでの情報をツールで共有できるのかそういうものに対してですね明確な指

針というものがないため踏み込んだ業務まで進めない状態でいるというところがあります。 

また、そういった状況でございますので、職員が意図せず情報を流出してしまう可能性というもの

もあるという部分があります。 

したがって、展望としてはですね、全ての職員や磐梯町に関わる審議会の皆さんもそうなんですけ

れども、複業の人材の方々も含めて資産の分類について理解をして、適切な業務を実施していける

という状態、こういった状態を作っていけたらと思っております。 

論点なんですけれども、情報資産というものを改めて今の時代に合わせて分類をし直していく必要

があるのではないかというふうに考えております。 

２点目ですけれども、情報資産の分類を意識した業務執行という形になってまいります。 

3 番目なんですけども、職員等の情報セキュリティ意識の向上についてというところなんですけれど

も、現状なんですけれども、やはり情報セキュリティが基本的には全職員がですね、これは大切だ

と思っているとと思うんですけれども、ただ、具体的にどのように対応しなければならないか、ど

ういうふうに大切なのかという部分に関しては、やはり意識の差ですね、ばらつきがあるという形

になっております。 

課題としてはですね、DX を推進していくスピード感も当然大切なんですけれども、それを運用する

職員の情報セキュリティに対する意識の差というのはだんだんと差が開いていくと大きな事故にな
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ってしまう可能性があるのではないかと危惧をしております。 

したがって、展望なんですけれども、全ての職員や磐梯町に関わる方々も含めてですね、情報資産

の分類について理解をして適切な業務を遂行していく、セキュリティ意識を高めていくということ

が大切ではないかと思っております。そういった中で職員の情報セキュリティ意識を向上させてい

くアプローチについてですね、もちろん啓発していく、検証していくっていうか、そういった月並

みなやり方もあるんですけれども、より具体にですね、皆様、様々な組織とかいろんなところでご

活躍をされていると思いますので、情報セキュリティに関する意識のあり方みたいなところについ

ていろいろとご知見やご議論をいただけたらというふうに思っております。以上です。（菅原） 

 はい、あがとうございます。今、いただいたお話を順に皆さんに議論をしていければと思います。 

まず、磐梯町の情報セキュリティの実際についてところですけども、情報セキュリティポリシーに

関して、これから策定していくとということですけれども、方向性という意味でいうと、昨年の 12

月に自治体の情報セキュリティポリシーガイドラインみたいのが、総務省から出ているようですの

で、これに基づいて要は磐梯町という括りで、どの程度どこまで行っていくのかっていうことなの

かなという風に思いますけど、実際情報セキュリティを規定の改定等々のスタートラインに立つに

あたって、どのくらいこちらとしては体制が準備されてるという理解をしたらいいんでしょうか。

最初に僕から雑駁に聞いて恐縮ですが。改正自体は直ぐに取り組める状況なんですか。（椎名） 

 今のところなんですけど、まず、やらなければならないことが、現状の把握というものをしっかり

やってくという現状把握の作業が必要になります。 

その中で当然さきほど出てきた情報、守らなければならない情報はなんなのか、そういった情報の

資産分類もしていかなければならないというところがあります。 

それともう一つは、やはり今、磐梯町が今後やってこうと思ってるシステムクラウド化みたいな話

というのが、自治体ではまだ前例がないところでもありますので、そういった意味では、なんとい

いますかね、横に倣えみたいなとこができないところがありまして、その点について、当然、民間

企業ではそういうことやってる企業もあったりするんですけども、そこら辺の整理をしていく作業

を一定程度できればですね、あとは本当に規定に落とし込んでいくという部分、さきほど、あった

総務省のひな型もありますけれども、そういったものを、磐梯町のものにローカライズをさせなが

ら、知見を入れてやっていく作業になるのかなという風には考えています。（菅原） 

 なるほど整理をすると、段階という意味で言うと、まずはどの情報についてどういう風に扱うかっ

ていうのをすべて可視化するってプロセスを一番最初に先行するという。それっていうのは、どう

いう作業なんですかね。実際どのくらい時間かかる感じなんですかね。（椎名） 

 そうですね、結構未知数なところもございまして。（菅原） 

 結構未知数ですよね。（椎名） 

 未知数ですし、どこかで区切りをつけなきゃいけないですけど、ただ、すごく確実なことは、絶対

に出してはいけないっていうか、守らなければならない情報について出していくと、そこだけは特

出しできるので、リスクに線を引いてどこまでを言うみたいなかたちになっていくのかなという風

に思いますが、絶対に問題ない情報と絶対に問題ある情報って、簡単って言ったら変ですけど、わ
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かりやすい。あとその間のところをどこまで線引きをするのかっていう判断の部分が多少出てくる

というところがあるのかなという風にも思います。（菅原） 

 これ、皆さんどうですか。こういう作業っていうのは実際どうしていったらいいっていうか、実際、

行政の中でどういう風にやってったらいいですかね。ご知見のある方はぜひ教えていただきたいな

という風に思いますけど。（椎名） 

 はい、いいですか。（中元） 

 はい。はい。（椎名） 

 セキュリティポリシーに最初に情報資産の分類なところをどのくらいやればいいかって話なんです

よ。情報資産って、情報システムだけで扱っているものだけではなくていわゆる文章って役所の中

ってだいたい情報って文章のかたちで残っているので、そういった文書についても、どういう風な

形で、この文書は誰でもアクセスできるとか、この文書は特定の人しか見れないというとか、たぶ

ん、色々区分けはされていると思うんですよね。 

この辺をやっているのはたぶん文書管理をやっている課があると思うので、そこを中心にしてまず

はいろいろとやってみてはどうかという風に思っているですが、いかがでしょうか。（中元） 

 室長、どうでしょうかねそこら辺は。（菅原） 

 はい、当町の場合はですね。非常に行政組織が小さいんで、文書所管課ってところは存在しません。

県ですと文書学事課とか専門の部署がございますが、もう各課で自己責任において文書の管理、あ

るいは、情報公開が求められた場合、どこまで出すか、各課において行なっている状況でございま

す。 

さきほどですね、絶対に外に出してはいけない情報、あるいは知りえてもいい情報の分類といたし

まして、パソコンの使い分けをしております。まず、絶対に外に出してはいけない情報っていうの

は、住民の個人情報に当たるかと思います。最たるものが戸籍であったり、税務情報。そちらはで

すね、もう基幹系のパソコンを使用しておりますので、外からのアクセスは、まあ１００パーセン

トとは言えませんが、外からは入れないようなシステムになってございます。 

当町のネットワークシステムには非常に特徴的なところがございます。私これが当たり前だと思っ

て今まで使っていたですが、LGWAN が 3 台ぐらいしかございません。あと各職員の端末は全てイン

ターネット系で行っているっていうのは、非常に特色かと思います。ですので、各自使ってるパソ

コンがインターネット系に繋がっておりますので、本当に注意して個人情報等を取り扱わないと事

故が起きるということが非常に懸念されるのかなと思っております。結構ですね、最近近隣町村で

も、このあいだ県の方で、間違って指名通知書を別なとこに出してしまった、メールアドレスのチ

ェックミスだったようですが、そういった事故が起こりかねないのかなというところが非常に懸念

されるところだと思っております。（穴澤） 

 今の話を整理すると、文書自体は個人のパソコンで個々に管理をしているってことなんですか。だ

から、そうすると、重要書類でも、もしかしたら例えばウィルスに感染するとかそういうことで外

に流れていっていまう可能性が無きにしも非ずって状況が現状としてすでにあるってことなんです
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ね。ということですね。なるほど。そうすると、中元先生が仰ったように、誰が主担当で、どうい

う風に管理するだというところの、前提に到達してないっていうか、そういう感じではありません

ね。どうしましょうね。どうしたらいいんでしょうね。今の話って、守るべき情報の話ですよね、

それで後、だから守り方の話と、実際、ヒューマンエラーをどう防いでいくか、いくつか段階とい

うか、レイヤー分けできるだと思うですけど、守るべき資産のラベリング自体はもう、基本的には、

庁内で皆さんで議論をしていただいて、レイヤー付するしかないですかね。皆さん、何かご意見ご

ざいますかね。 

はいはい、お願いします。（椎名） 

 今気になったのが、先ほど絶対に流出させたらまずいものと、どうでもいいものが大きく分類でき

ているという話だったんですけれども、これが今職員の皆さんが個別で管理、パソコンでされてい

る中で、職員の方はみんなそこのレイヤーに関しては、共通の認識をもってらっしゃるイメージな

んでしょうか。もしそうでないのであれば、個人で管理をしている状態なのであれば、まずそこを

共通認識を進めてきた方が早急にまずできることのひとつなのかなって考えたですが、いかがでし

ょうか。（小山） 

 はい、情報の取り扱いにつきましては、税務とか戸籍関係の情報につきましては、パソコン自体、

システム自体違うので、極端に言えば、税務の業務を担当している職員は、パソコン 2 台持ってや

っているという状況です。本来の課税業務とか行うのは、役場から支給されている普通のパソコン

ではその業務自体が行えません。本当に税務専用の端末からしかその業務やアクセスできなくなっ

ておりますので、そこはもう、きちっと区分けされております。が、そちらからデータを使ってで

すね、例えば、いろいろ、例えば税務ですと滞納者とかの徴収計画を立てるのは自分のパソコンを

使って、誰々さんとこには、いついつ行ってとかそういうのを自分のパソコンに落とし込んでやっ

ているのが日常的かなと思っておりますので、そちらからの流出が非常に懸念されるのかなと思っ

ております。（穴澤） 

 そうですね。あと補足をするとですね。やはりこの間いろいろ私も CDO として関わりながらデータ

の管理を見ているとですね、共通してストレージがあって、規則性があってデータを保管している

ということではなくて、本当に課、もっと言うと各職員にそこが委ねられてしまっているので、こ

れはセキュリティというだけではなくて、業務の継続性とかですね、効率性という部分でも、ひと

つ大きな問題が出ております。なので、今回実は磐梯町がシステムをクラウド化にしていくという

部分というのは、セキュリティだけの問題じゃなくて、これを機会にこういったルールのあり方も

含めて、改めて整理をしていく必要があるなというのは感じています。（菅原） 

 なるほど、業務のプロセスそのものをただデジタルなりなんなりに置き換えるということではなく

て、本当の意味で transformation をきちんとするってことですね。ちょっと私から追加で 1 点伺い

たいのですけど、ハードとネットワークの使い分けによって重要資産を守るという仕組み自体は、

クラウド化移行後も維持されなきゃいけないものなんでしょうか。行政のシステムのデジタル化と

いう、そこはもう決められたことなんですか。それとも、それ相当のセキュリティが確保されてい

れば、一体化できるというか、パソコン 2 台持ちで別のシステムで仕事しなきゃいけないみたいな

ことはなくなるですかね。（椎名） 
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 これに関しては、磐梯町が情報セキュリティを意識して分けていたわけではなくて、 皆さんご存

じのとおり三層分離とという形で、マイナンバー系のシステムと LGWAN 型のシステムとインター

系で三つシステムがあって、それ毎に分けてるですけど、このインターネット系以外の部分につい

ては、まだ、国の方で地方自治体において特段一緒にするとかそういう議論はしてるものも、ない

ので、当座はそこは分けて行くというかたちになってきます。 

なので、当然わけられたものにおいてのシステムクラウド化については、当然、総務省も想定して

はしているんですけれども、そこは結構先の長い話で、実は磐梯町が短期的に来年度とかにも検討

して進めていいこうと思うのは、インターネット系の方ですね。こっちの方のシステムをまずクラ

ウド化していくというかたちを考えています。ただ、先ほど室長からもお話があったように、磐梯

町がユニークなのは 110 台ぐらいパソコンがあるうちのいわゆるさっき言った LGWAN とかマイナ

ンバー系の基幹系のパソコンが 3 台しかない、他は全部インターネット系であると。 

だいたい他の役所はどうしてるかと言うと、その逆の形でやっているので、インターネット系のシ

ステムが使えないってかたちですね。結果的にわかったことなんですけれど実際インターネットで

できる仕事がその割合だけあったっていうことだと思うんですね。結果わかったことなんですがど

この自治体も今 LGWAN というその不便なところで、テレワークしようとか、色々考えたりするか

らご苦労されているんですが、そこの自治体の人は薄々気がついているんですけど、LGWAN 上で扱

う必要がないものまでそちらで扱っちゃって逆に苦労されている状況があるという。磐梯町はたま

たま結果論なんですけど、そういう形で出来ていたというところはあります。だから逆に言うと強

みだっていうところはあります。（菅原） 

 大久保さんありがとうございます。ちょっと雑駁にまとめをすると、現在協議事項のところで情報

セキュリティ対策について協議をしています。セキュリティポリシーとかその情報セキュリティの

体制を構築していくという前提の中で最初のプロセスとして現状考えているのが、まずは情報資産

の切り分けです。情報資産の切り分けをどのようにやっていくかというところで、議論をしている

ところです。それで今、菅原 CDO からご説明がありましたが、磐梯町の今のシステムで言うとイン

ターネット系が大半になっていて、磐梯町としてはインターネット系のクラウド化を、システムの

クラウド化を考えています。で、そこにおいてきちんと情報セキュリティを確保して行かなければ

いけませんというところで議論をしていたところです。何か僕の説明で足りなければ、皆さん補足

していただければと思います。（椎名） 

 ご共有いただきまして、ありがとうございます。今まさに中央省庁で総務省さんが中心となって、

自治体のクラウドのあり方ということで検討が進んでいるところなんですけども、基本的にデータ

の取扱い基準をまず整理をしますと、そのあとに、クラウドから出すか出さないかといったところ

が一つの論点でして、例えばコンテナ型のように、azure でも AWS でもあの既存の LAN の環境の

延長上にデータを格納しますと、そこから外に出しませんと。 

磐梯町のケースですと、運用で一部補完しなくてはいけないのかなと思うのがクラウドを活用して

外に出るケースですよね。そこがきちんと運用でトレースできてるかといったあたりが論点になっ

てくると思いますので、そのためには、体制を構築して、監査ログを取って、定期的に掃 PDCA を

回していくといったあたりが今後必要になっていくと感じているところです。 
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まだ、正式な文書ではないんですけども、今ちょっと手元にある自治体関連の資料を共有させてい

ただいてもよろしいでしょうか。（大久保） 

 はい。お願いします。（椎名） 

 はい。これがですね、今年の 9 月１日目標に整備を進めているところでして、今菅原 CDO から話が

ありましたようにまさにその三層構造のあたり、ガバメントクラウドとかも入ってますけれども、

これはマイナの業務ですね、業務別、あとはネットワーク別、このあたり、論点整理が進んでいる

ところでございます。 

で、この資料に関しては、今ご説明すると時間を取ってしまうので、例えば、次回の皆様対面です

ね、膝を突き合わせてお話できる機会にでも、私の方からご紹介させて頂きますので、そこで改め

てですね磐梯町のセキュリティ基準の改定並びに運用のあり方等について意見交換させていただき

ましたら幸いです。私からは以上です。別途この資料を共有させていただきます。（大久保） 

 はい、よろしくお願いします。皆さん、ご意見、ご質問、ぜひお願いします。 

はい、お願いします。前田さん。（椎名） 

 そうですね、ひとまず現在の磐梯町の立ち位置が知りたいなと思ったんですけど、他の自治体の状

況をご存知の方にお聞きしたいなと思ったんですけど、すごく進んでいる自治体はこのぐらいまで

できているとか、逆に磐梯町でも結構できている方だとか、その辺りで、もし、情報があればお聞

きしたいんですけど。だいたい似たような状況ですかね、どこも。（前田） 

 菅原さんどうですか。（椎名） 

 僕も全ての自治体を調べてみたわけではないですけど、私も知っているような自治体を含めてなん

ですけど、磐梯町は堅いか緩いかで言ったら、極めて緩い方だと思います。正直なところですね。

やっぱり規定を含めてですね、先ほど一部形骸化という表現を遠慮して使ったんですけど、相当形

骸化しておりますので、そういった意味では緩いと思います。 

ただ、一方で、ほかの自治体はどうなのかっていうと、逆に CIO みたいなところに、ちゃんと適切

な人材を置いているかというと、当て職的に置いちゃってるところもあるので、そういった意味で

そこが担保されてるのかというのは、微妙なところもあるのと、逆にそこを恐れるあまりに堅酷す

ぎる運用しすぎて業務に支障をきたしている部分もあったりします。 

ただ、セキュリティって部分では、何もしないってのが一番堅いっていえば堅いので、そういった

意味では、堅いのかなって思います。結構千差万別かな。ただ、半分ちょっと言い訳になってしま

うんですけれども、セキュリティの関係って、配置できる人材と職員の数って結構重要なところに

なりまして、どうしても磐梯町のような人口 3000 人の町になってくると、そういった情報人材とい

うものを採用レベルから置いてくっていうのが難しいという現状はあります。やはり県レベルとか

政令市とかもかなり大きい自治体になるとも情報職というかたちで最初から採用する形もございま

すので、そこら辺の人材面にも課題はあるなあと思っています。これはちっちゃい自治体全てに共

通するところだと思います。（菅原） 

 なるほど。一番堅いという話で言うと、例えばですけど、それぞれの職員に ID が割り振られていて、
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全ての使用するパソコンは全部共通でその ID が使えてですとか、監査っていう意味でいうと、重要

な情報は誰がそれを開いたとか見たとかっていうところまでとれる必要があるのかなと思うんです

けど、例えばなんですけ、LGWAN の方はそういうことができているのかとか、逆に、インターネッ

ト系はパソコンの ID の管理はどうなっているのかとか、その辺りってどうなってるんでしょうか。

（前田） 

 それは一般的な自治体においてというこでしょうか。（菅原） 

 磐梯町の今の状況としてです。（前田） 

 それでは、室長お願いします。（菅原） 

 はい、LGWAN は非常に台数が少ないんで、パスワードとかは設定はしてありますが、使用する職員

には全て告知してありますので、職員であれば極端に言えば誰でもアクセスできるようになってま

す。あと、インターネット系のパソコンにつきましては各自が持っておりますので、その分につい

ては、各自でパスワード、ID とかは管理していただいております。（穴澤） 

 なるほど。一元管理ではないけど、管理はされているってことですね。（前田） 

 一元管理ではないですね。極端に言えば、私は自分のパソコンしか使えない状態にはなってます。（穴

澤） 

 わかりました。（前田） 

 はい。（穴澤） 

 なので、トレースの関係とかもそうなんですけれども、そういったものがシステムとしてビルトイ

ンされるかと問われると、そういうわけではありませんので、逆に言うと誰が使って、誰がどうい

うところにアクセスしたのかいうところに関しては、弱い状況にあるという形になります。（菅原） 

 いや、あれじゃないですか。ログは取れる状況にあるんじゃないですか。確か。基本的に聞いた話

だと、各個別の職員ログが全て取れるはずになってますから、どういうところにアクセスしたかっ

ていうのは、わかるはずになってると思ってますね。（佐藤） 

 個別のパソコンにおいては、そうなると思います。もうちょっと精緻化してい行く作業が必要だと

思います。（菅原） 

 あの、それは必要だと思いますね。ただその実際に管理してないのでなくて、裏では管理してるっ

てことになっているそうです。（佐藤） 

 他に皆さん何かございますかね。 

あの、すいません、ちょっと私からなんか何度も恐縮なんですけど、そもそも論で大変恐縮なんで

すけど、今すぐにできるって話を考えているじゃないですけど、磐梯町の人口 3000 人の町の規模で、

磐梯町の情報システムを効率化していくっていうことをもちろん考えている。 

例えばＩＴ専門人材を採用するとかっていうことは難しいとか、予算規模とか組織の整備とか難し

いだろうというところみたいなのがあるんだろうと思うんですけど、これをそもそもなんですけど、
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例えばですけど、システム共有するとともに周辺自治体と一部事務組合みたいのを組んでシステム

共有することを当然の前提において、かつ、複数の自治体で、ＩＴ専門職を雇用して、複数の自治

体でシステムを運用してみたいなことっててのは、で、セキュリティポリシーなり、なんなり、情

報のラベル付けみたいななのを、全部統一基準でやるみたいなことは、考えられないものなんです

かね。 

要するに、予算規模とか人材を引いてくる難易度とかみたいな話だったら、そういうことは考えて

もいいのかなっていうのは、ちょっと、聞いていて思ったんですけども、もし、よろしければ。（椎

名） 

 はい。実はまさにご指摘の部分がございまして、今行くと、現場で言うと、一部システムに関して

は、あの広域で電算でやってる部分もありますので、そういった所は、そういったところはそうい

う前提はあるのと、あと、実は昨年ちょうど磐梯町の取り組みが契機になりまして、北会津地方の

１３市町村が、いっしょにこういった取り組みを進めていくということで、今、共通の業務量調査

を始めて、いよいよ来年度、福島県の地方振興局ですね、会津、北会津をまとめる地方振興局が中

心となって協議体を作って、広域のクラウド化も含めて全て進めていくという形になっておりまし

て、そういった部分もございます。ちょうど明日私そこで講演することになってるんですけども、

そこの話の中でもまさにその話をしようと思ってまして、知見と人材と機能、この三つをやはりシ

ェアをしていくというような形をやってことがすごく大切であるという部分になって、専門人材と

いうのは、磐梯町一つであればひと一人はいらないんですけど、複数になったら丁度いいみたいな

ところがあったりするので、そういったところやっていければと思います。 

で、磐梯町の取り組みなんですけど、来年度磐梯町も情報セキュリティを推進していかなければな

らないということで、私今、ＣＤＯですけど、ＣＤＯ補佐官という立場の人間を２人置くことにな

っているんですけど、その一人に情報システムセキュリティに明るい人間を置いて、磐梯町パラレ

ルでやってますので、複業的の関わっていただきながら、その知見を発揮していただくというとこ

ろは、今、当座の部分で始めていくことになっています。（菅原） 

 ありがございます。そうしたら、次の論点にいきますか。 

職員の情報セキュリティの向上というところで、皆さんに次はご議論いただきたいかなという風に

思います。皆さん、どうしたらいいっていうのがあれば、ご意見いただきたいなと思います。（椎名） 

 はい、すいません。よろしいですか。（中元） 

 はい、お願いします。（椎名） 

 職員の情報セキュリティと意識の向上ということで、普通に意識を向上させようとするとやっぱり、

研修とか普段からやっぱり意識させるためには、研修が必要なのかなと思ってまして、研修のやり

方も例えば定期的に講師の方を呼んでレクチャーするとか、ちゃんとセキュリティの事を認識でき

てるかというので、職員の方に対して確認テストではないですけれどもそういったことをやるとか

のやり方はあるのかなと思っております。 

研修の方については大学の方でもですね、民間の方を対象にセキュリティ研修というものをやって

いますので、一番費用をかけないやり方でしたらこちらの大学の方とか利用していただいて、大学
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の方もですね、先生方、専門の方もいらっしゃるので、もし都合がつけば、町の方に出向いていた

だいて説明するとか、そういったやり方があると思います。（中元） 

 まあそうですね。近所に会津大学があるので、利用しない手はもちろんないわけでして。それにお

世話になるっていうのは、一番いいところですよね。 

他に研修するっていう話でいうと他にアイデアっていうか、何かございますかね。 

はい。お願いします。（椎名） 

 研修って結構受け身になりがちじゃないですか。なので、避難訓練的なものをやるのがすごい効果

的で、例えば、誰かが出しちゃいけない excel を出しちゃいましたっていうのを想定する、誰かが

Slack のチャンネルに出してはいけない住所を流しちゃいましたというのを想定して、じゃ、それを

見つけた人は誰に報告するか、ちゃんとそれは機能してるかって定期的に調べるみたいのをやった

りしますね。知り合いの会社では結構これを言わないで避難訓練的にダミーデータをたまに流すっ

てのやったりしていて、能動的に動くようにするとセキュリティが主体的に高まるかなと思います。

以上です。（桂） 

 はい、ありがとうございます。ドリルですよね。大事ですよね。非常にいい話だと思います。それ

を実現できる体力があるかという話はちょっとあるかな気がしますけど、そういったテストという

かドリルみたいなものを仕切ってくださる方が一人二人は最低限必要ですかね。それができると非

常にいい話ですよね。ほかに皆さん、ありますか。（椎名） 

 大久保です。すいません、よろしいでしょうか。（大久保） 

 はい、お願いします。（椎名） 

 今週ですね、アメリカのニューヨーク市が IoT 戦略っていうの発表したんですけど、その内容が非

常に市民目線で書かれていたので、ちょっと紹介させて頂きますと、例えばガバナンスはコーディ

ネーションという言い方に変えているんですね。プライバシーは transparency です。透明性とか。

セキュリティのところが大事なんですけど、safety っていうふうに言い換えているんですよ。おそ

らくセキュリティの研修ですっていう形になると皆さん構えてですね、ガチガチになってしまうみ

たいなイメージがあるんですけど、安全性を高める前向きな意味でですね、皆様取り組むことなん

ですっていうことで、自分事化に寄与できるんではないかという風に思っています。はい、私から

は以上です。（大久保） 

 ありがとうございます。貴重な視点ですよね。自分事化しないですよね。はい。お願いします、前

田さん。（椎名） 

 意見というか、観点の確認なんですけど、セキュリティの講習をやる場合に庁内だけではなくて、

ある程度テレワークを前提に考えた方がいいですよね。（前田） 

 うん、そうですね。（椎名） 

 そうなると、庁内だともう物理的にある程度の最低限のセキュリティは確保されていると思うんで

すけど、家とか外でそういう仕事をすることも考えると、公衆 wi-fi 繋いでいいのかとか、家にその
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辺に置いといていいのかとか、家族が触らないようにするにはどうするのかとか、そういう割と幅

広な、なんか結構あの地味なことかもしれないんですけど、そういうのも含めて考える必要がある

のかなとは思いました。（前田） 

 室長すいません。今までこういう研修ってあんまりしたことはない、一度もない感じですか。その

ベースになるたたき台マニュアルみたいなものがあったりするんですかね。（椎名） 

 はい、研修はですね、このセキュリティポリシーを改正した時に 11 年前ぐらいにたぶん説明会は行

なっております。で、現在ですね、スパムメールの試験っていいますか、テストは、年に 2 回ぐら

いやってんのかな。その程度はやっています。開いちゃいけないていうのか、わざと引っかかるよ

うなタイトルで送って、開いた人にだけ個別い注意することは年に 1，2 度させて頂いております。 

 なるほど。そうすると研修資料も作らなきゃいけないんですね。ハードルが高いというか、やるこ

とは多いですね。 

小山さん何かございますか。（椎名） 

 セキュリティとは違うかもしれないんですが、よく Twitter などで炎上した時だったり、企業が何か

ミスをして火消にかからないといけないときに、PR だったり、プロモーション関連の会社さんがそ

のあたりを非常にノウハウを持っておられるので、そういった方たちに研修に来ていただくと、プ

ロフェッショナルな意見が聞けていいのかなと考えたりもします。（小山） 

 なるほど。面白い視点ですね。菅原さん、今までの皆さんのお話を聞いてどうですか。なんかご意

見あります。（椎名） 

 必要な話も含めて全部を総合的に勘案すると、まさに早くやらなきゃなってところだったんですけ

ど、まずは一つ思ったのは知見という意味においては先ほどおっしゃったように、会津大学という

それに特化した大学があるので、この広域連携を含めてやる中でも、中心的な役割を担っていただ

けるといいな、これは明日にもちょっと話せたらいいなというのはと思いました。 

その上でやっぱり思ったんですけれども先ほどジャスミンさんがおっしゃったように、受け身じゃ

なくて、やっぱりやったという事実が大切じゃなくて、それがちゃんと体感値として、経験できて、

考えたということが大切なのでさっきの経験型のセキュリティのあれっていうのはすごくいいと思

いました。さっきのひょっととしたらスパムメールをあえて送ってやるというのは、ひとつなのか

なとは思ったんですけど、そこら辺は何かもうちょっと知見を調べてですね、どういったやり方が

あるのかなとやりたいと思いました。 

さっき大久保さんが仰ってたように伝え方ですよね、これは町民だけではなく職員に対してもそう

だなと思いました。やっぱり職員も基本的には一般人なので、みんながセキュリティの専門家では

ないので、その時にどう伝えていくのかというのを仰々しく言うよりかは、相手の立場に立って伝

えていく相手の立場に立って伝えていく、まさにそこは設計の部分ですけどまさにその通りだと思

います。 

で、なぜこういったのが磐梯町が特に危機感を持っているかと、私が持ってるかということなんで

すが、それはまさに前田さんが仰ってるように、うち、テレワークを前提にして結構物事を構築し

て色々やっているという部分がありまして、さらに意味でいろんなステークホルダーの方に関わっ
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ていただいて町を盛り上げてるところがあるので、そういった意味ではそれがセキュリティの問題

で全てが台無しになってしまうという可能性がだんだんと大きくなってきておりまして、そういっ

た意味ではここを一気にがあーとやりたいなと、磐梯町は職員の数が少ないんで、そういった意味

では何百人、何千人職員がいる自治体よりかは、意識共有が図りやすいという利点もあるので、ち

ょっと早急に来年度中には対応していきたいなというふうに思っております。はい。（菅原） 

 ありがとうございます。今までのお話の中で何か皆さんご発言していただける一人発言です。ぜひ、

一人、ひと発言ずつ、何かまとめる前にご発言いただければと思います。 

それでは、中元先生からお願いします。（椎名） 

 関連しまして、会津大学の中村先生というセキュリティを専門にされている先生がですね、地方公

共団体におけるのセキュリティポリシーの策定状況というもの調べたことがおありでして、この論

文をもしご興味があれば後ほど情報を共有させていただければと思うんですけど、やはり自治体の

規模が小さいと、なかなかセキュリティポリシーの策定率が低いという研究成果が出てまして、そ

のためにどういった対策を練ればいいかっていうので、他の自治体さんなんかですとやはりですね、

先ほど菅原さんがおっしゃったような広域連携と言うか協議体みたいみたいな形で自治体でいろん

な連合みたいなものを作ってですね、そこでセキュリティポリシーっていうものを色々と情報を共

有したりといったことが有効、やってる自治体がいらっしゃったりですね、このやり方がやっぱり

非常に有効なんではないかっていう提言がありましたので、他の自治体さんと連携して、あまりい

きなりセキュリティポリシーを完璧なものを作るんじゃなくて、それぞれじっくりでもいいので、

情報を色々共有して行って作って行ったらいいんじゃないかなという風に思いました。それで以上

です。（中元） 

 はい、ありがとうございます。同感です。 

小山さんお願いします（椎名） 

 長期で今後やっていくことと、短期の中に研修であったり、今みたいな先生の話があったと思うん

ですが、今現在職員の方がどのように捉えてらっしゃるのかという、現状の意識というのもひとつ

研修前に取っといたらいいのかなと思いました。その意識が良い悪いではなくて他の自治体さんで、

似たような人口規模のところの方にも何かしら共有できると、その手間も省けますし、良い情報が

共有できるのかなと思います。以上です。（小山） 

 ありがとうございます。はい、ジャスミンさんお願いします。（椎名） 

 はい。セキュリティ意識っていうのを高めていくために、こういうケースではこうしましょうみた

いなガイドラインをできるだけ詳細にナレッジとして高めいくていいのかなと思っていて、例えば

この会議だと、YouTube 配信してるので、割と、言うことは言えるけど、個人情報に関わることは

口に出さない、私の場合でも今自宅で撮っているので、例えば窓の外の風景を写さないとか、結構

細かいことを気を使ったりすると思うんですけど、慣れてる人に当たり前のことでも一般の方に当

たり前でなかったりするので、結構細かすぎるじゃないかなってくらいガイドライン化してもいい

のかなと思いました。このガイドラインの中で、セキュリティレベル 3 の会議の時にここは絶対守

りましょうとか、レベルによってここを守れば OK っていうのを分かりやすくすると伝わりやすくな
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るかなと思います。以上です。（桂） 

 はい、ありがとうございます。そうですね。今の話とか会議レベルと情報レベルで、レベル分けし

て、レイヤーで切って、ガイドライン作れるいいですよね。 

前田さんお願いします。（椎名） 

 はい、そうですね。先ほど申し上げたテレワークの件がけっこう幅広になりそうだったので、ちょ

っと大変そうだなと思ったのと、そこまで考えるかっていうのはあると思うんですけど、一応の町

民の立場で参加させて頂いてるので、町民に対してなにかそういう、こうしたことで町が情報を守

ってますっていう共有が必要なのかどうかですとか、テレワークにも少し関連して職員の方も町民

だったりするので家で働く時とかいうのがもうちょっと町全体でもう少し意識の底上げみたいなこ

とができるといいのかなとは思いました。そういったことが大学とかと連携してできるといいのか

なと思います。はい、以上です。（前田） 

 ありがとうございます。 

大久保さん、よろしくお願いします。（椎名） 

 はい私からは 3 点ですかね、一部皆様と重複するところもあるんですけど、前田さんもおっしゃら

れたように今までとセキュリティのリスクの前提となる環境が異なってくるという風に思っている

ので、前提条件をはっきりしましょうといったところが大事かなと。 

2 番目がセキュリティのリスクと言った時に、たぶんぱっと浮かばないところ、ジャスミンさんがお

っしゃってたんですけど、皆さんがわかりやすい言葉例えばクラウド何で危ないんですかって言っ

たら人的リスクとか、データ紛失のリスクとかデータ紛失のリスクとか、データが漏出するとこう

なりますよというところまで分からないとどういった対処をしたらいいのかわからないと思うの

で、その通訳も必要かなと。 

もう一つ会津大学さんのお力をお借りしたいところでもあるんですけれども、そういう勉強会と並

行して他の市区町村さんですかね、意見交換させていただくのは大いに賛成だと思ってますので必

要であれば私の方からもですね色んな区とかに働きかけしますし、その時はご用命いただけたらと

思います。はい、以上になります。（大久保） 

 はい、ありがとうございます。そしたら是非そしたらぜひ今日の議論を聞いて町長のご感想をいた

だければと思います。（椎名） 

 皆さんこんにちは。お久しぶりでございます。そういった意味ではですねセキュリティ、非常い大

事なところで、ベースになるところだと思いますし、各町村も同じような課題を抱えてると思いま

すので、そういった意味では連携して進んでいければなと思いますし、具体的な対策もしなければ

いけないけれども、職員に分かってもらう政策も同時に進めていくという意味では、具体的にさっ

きお話がありましたような本当に発生した場合、どうするのかというところですね、実施していけ

ればなというふうに考えています。 

あとは、これっていろんなものに連携してくるんですね、マイナンバーとかそういったもので実際

に本当に情報を漏洩していたいのかというところで、という課題が一個でも出ると、やはり、役場

に対する信頼が損なわれるとという状況になってきますから、デジタルを推進してる磐梯町にとっ
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てですね、大きな痛手になる可能性があるので、ここら辺は早急にですね対応して行きたいなと考

えております。以上です。（佐藤） 

 はい。ありがとうございます。そろそろお時間でもありますので、まとめますけど、今日結構いい

視点というか、いいお話が出たような気がします。今日結構いろんな議論が出たので、これを踏ま

えた上でですね室長に持ち帰っていただいていろいろ検討していただいて、さらに、次回、磐梯町

でリアルで皆さんとお会いして、議論をするという場でさらに深めていければいいのかなと思った

次第でございます。 

それでは、室長にお返しいたします。（椎名） 

 はい、ありがとうございました。それでは私からその他ということで、先ほど椎名会長の方からも

若干ご説明ございましたが、4 月中旬にですね、ぜひ磐梯町の方でですね、リアルで開催させて頂き

たいと思っております。候補日をですねTeams方に調整さんで上げさせていただいておりますので、

皆さんの方から入力していただければありがたいなと思っております。 

実は二つの審議会同時に日程調整させていただいておりまして、できれば 4 月 21 日にこちらの方の

審議会がもし開催できればありがたいなというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたしま

す。はい。以上でございます。 

皆さんの方から何もなければ今日の審議会の方は一旦閉じさせて頂きたいと思いますが、よろしい

でしょうか。はい。（穴澤） 

以上で審議会を終了し、閉会する。 
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