
【はじめに】

地方公共団体情報システム機構は、マイナンバー制度関連システムの構築や、地方公共団体の情
報化推進の支援などのため、平成26年に地方共同法人として設立され、住民基本台帳ネットワーク
システム、マイナンバーカードの発行・更新、公的個人認証サービス、コンビニ交付サービス、総
合行政ネットワーク（LGWAN）、自治体中間サーバー・プラットフォームに関する各システムの運用、
教育研修、情報化に係る情報提供・助言、情報セキュリティ対策支援、地方税・地方交付税等の情
報処理事務の受託などを担っております。

今回はその中でも、全国市町村振興協会からの助成をいただき、地方公共団体の情報セキュリティ
の確保に資するための事業として実施している「自治体情報セキュリティ支援共同事業」について
ご紹介します。
 

事業内容のご紹介　〜自治体情報セキュリティ支援共同事業〜

1．自治体CEPTOAR業務
CEPTOAR（セプター）とは、Capability for Engineering of Protection, Technical Operation, Analysis 

and Responseの略で、政府が策定した第 1 次情報セキュリティ基本計画（平成18年 2 月 2 日）に基
づき、IT障害の未然防止等のため政府等から提供される情報を関係重要インフラ分野で共有するた
め、重要インフラ13分野（情報通信、金融、航空、鉄道、政府・行政サービス（地方公共団体を含む。）
等）ごとに設置する「情報共有・分析機能」のことをいいます。令和 2 年11月現在、14分野19セプター
が活動しています。

当機構は、平成19年 3 月から自治体CEPTOARの事務局としてその運用に当たっており、主に次
の活動を行います。

⑴　緊急連絡の提供
内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）から総務省を通じて提供されるIT障害等の

情報やサイバー攻撃の情報などの脅威情報を地方公共団体へ一斉送信しています。
また、地方公共団体のシステムに脆弱性が発見された場合は、当該団体の担当者へ迅速に情報連

携します。

地方公共団体における情報セキュリティ対策への支援
〈自治体情報セキュリティ支援共同事業〉について

地方公共団体情報システム機構



⑵　早期警戒情報の提供
一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）等の情報セキュリティ関係機

関と連携し、ソフトウェアの脆弱性情報等の早期警戒情報を地方公共団体へ一斉送信しています。

図 1 ：緊急連絡及び早期警戒情報の流れ

令和元年度の実績として、緊急連絡及び早期警戒情報の発出件数は、緊急連絡が23件（主な内容：
団体個別の脆弱性情報や観測された攻撃の情報等）、早期警戒情報が50件（主な内容：Windowsや
Adobe Acrobat Reader等の脆弱性情報等）、計73件となっています。

令和 2 年度においても、引き続き緊急連絡及び早期警戒情報の収集・発出を実施しており、令和
2 年11月末時点での緊急連絡が32件（主な内容：ソフトウェアの脆弱性情報等）、早期警戒情報が47
件（主な内容：地方公共団体のシステムに脆弱性が発見された場合の連絡等）、計79件発出しています。

2 ．セキュリティメールマガジン等の作成・発行
全地方公共団体に対し、セキュリティニュース「J-LIS Security News」を週に 1 度、メールマガ

ジン「J-LIS Security News+（プラス）」を月末に配信しています。
セキュリティニュース「J-LIS Security News」では、下記のような内容を毎週配信しています。
・地方公共団体で発生した情報セキュリティ関連事故、事件
・最新の情報セキュリティの動向に関するニュースや国機関からの情報セキュリティに関する報告書
・セキュリティベンダーのレポート・ブログ・雑誌等
・ 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）主催の資格（基本情報技術者試験・情報セキュリティ

マネジメント試験）の過去の問題集からセキュリティに関する問題の出題
・自治体C

シ ー サ ー ト

SIRT協議会で実施している各種訓練開催の案内
メールマガジン「J-LIS Security News+（プラス）」では、セキュリティニュース「J-LIS Security 

News」の内容に加え、地方公共団体の情報セキュリティ対策の向上に資するため先進的取組、過去
にインシデントが発生した地方公共団体のその後の活動について等の事例紹介や情報セキュリティを
巡る最近の動向などの寄稿記事を配信しています。

各地方公共団体においては、庁内LANの掲示板にメールマガジンを転載するなど、職員の情報セ
キュリティ意識の啓発に活用されています。



3 ．自治体CSIRT協議会の運営
⑴　自治体CSIRT協議会

自治体CSIRT協議会は、全地方公共団体（全都道府県及び全市区町村）を構成団体とし、各団体
がCSIRT（Computer Security Incident Response Team；情報セキュリティインシデントに対処する
ための体制）を設置し、その継続した運営体制の維持及び強化並びに団体間の連携を行うことを目
的とし、平成30年10月24日に設立総会が開かれ、設立されました。

地方公共団体においては、マイナンバー制度により他の機関との情報連携が開始され、情報シス
テムの運用が今まで以上に高度化、複雑化しています。このような状況において、地方公共団体を
取り巻く情報セキュリティの脅威がなくなることはなく、インシデント発生時の対応力の強化が求め
られています。

これらの事項に対し、地方公共団体においては、適宜・適切な対応を行っているところですが、
CSIRTの設置から運用、インシデント対応訓練等による対応力の維持・向上には、不断の取組が欠
かせません。

このような状況を考慮し、地方公共団体のCSIRTの設置、継続した運営体制の維持及び強化並び
に団体間の連携目的として、全地方公共団体を対象とする組織として設立されたものが「自治体
CSIRT協議会」です。

自治体CSIRT協議会の構成、活動内容は下記のとおりです。

■協議会構成
○構成団体
　　全地方公共団体（全都道府県及び全市区町村）を協議会の構成団体とする。
○役員（令和 2 年度）
　　会長（京都府政策企画部情報政策統括監）
　　副会長（横浜市総務局しごと改革室ICT担当部長）
　　運営委員（10名）
○協議会の運営
　　事業計画の決定及び事業報告の承認を行う。
○主な活動内容
　　・CSIRT設置・運用支援
　　・インシデント対応訓練の実施
　　・講習会・セミナーの開催
　　・他分野のCSIRTとの交流
　　・情報共有　　　　　　　など



図 2 ：令和 2 年度　自治体CSIRT協議会事業計画
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⑵　自治体CSIRT向け分野横断的演習
「分野横断的演習（内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）主催）」は、「重要インフ

ラの情報セキュリティ対策に係る第 4 次計画」の主要 5 施策のうち「障害対応体制の強化」の中に
位置付けられるものであり、実際の情報セキュリティ事案発生を模擬することにより、重要インフラ
事業者等が第 4 次行動計画に従って実施することとされているサイバーセキュリティ対策が有効に
機能しているかどうかを確認し、改善につなげていくことを目的として毎年開催されています。

演習の内容は、次のとおりです。

演習事務局が用意した情報セキュリティ事案発生を模したベースシナリオを基に訓練を進行
する。あらかじめ決められたタイムスケジュールに沿い、演習事務局が参加団体にベースシナ
リオを与える。参加団体の演習担当者は、ベースシナリオを自団体の環境や検証したい課題を
考慮してカスタマイズした「状況」を、自団体の参加者へ付与する。参加者は与えられた状況
に対し、実施すべき対策や必要な検討事項を協議する。

本演習を通し、自団体のCSIRT等の体制や対応ルールの課題等を発見し改善することで「障
害対応体制の強化」を図る。

訓練実施 講習会アドバイザー派遣



図 3 ：分野横断的演習の内容（イメージ）

しかしながら、NISC主催の分野横断的演習に参加する団体の演習担当者は、演習事務局が用意し
たベースシナリオ（情報セキュリティ事案発生を模擬したもの）を基に、自団体の環境にあわせた
シナリオに事前に作成し直す必要があり、地方公共団体における参加団体数は毎年10団体程度と少
ない状況でした。

このため、参加団体数増加を目的として、自治体CSIRT協議会が事務局となり、地方公共団体向
けの分野横断的演習として「自治体CSIRT向け分野横断的演習」を平成30年度から開催することに
しました。自治体CSIRT向け分野横断的演習では、事務局が地方公共団体の環境にあわせたシナリ
オを作成し、参加団体に提供しています。また、総合行政ネットワーク（LGWAN）に設置してい
るツールを用いて演習を開催していますので、参加団体は自席から参加していただくことが可能です。
各地方公共団体の皆様が容易に参加できるようになっています。

図 4 ：自治体向け分野横断的演習の内容（イメージ）



令和元年度は、台風被害による長期間の停電が一部地方公共団体で発生したこともあり、「大規模
停電の発生」をテーマに演習を実施し、74の地方公共団体に参加いただきました。参加された方には、
停電発生時を想定し、代替電源等を整備している団体も多いかとは思いますが、代替電源すら使用
できないケース、すなわち、電力が使用できない状況において、どのように業務を継続するのかにつ
いて検討していただきました。

令和 2 年度も同様に、リモートで自席から演習に参加できる形式で開催し、97の地方公共団体に
参加いただきました。テーマは「ランサムウェアによるサイバー攻撃」とし、システムのバックアッ
プファイルも使用できない状況でどのように事業継続を行うかについて検討していただきました。

⑶　インシデント発生時CSIRT対応訓練
インシデント発生時CSIRT対応訓練は、情報セキュリティ事故・事件の発生を想定した緊急時対

応訓練で、インシデント発生時を想定したシナリオに基づき、与えられた状況に応じてどのような対
応をするべきかグループワーク形式で検討する演習です。

実例に基づき訓練シナリオを 5 種類（システム障害、不正アクセス、情報漏えい、標的型攻撃、
マルウェア感染）ご用意しており、平成28年度作成の緊急時対応訓練ツールを活用し、訓練を実施
しています。

地方公共団体の業務に精通した経験豊富なコントローラーにより訓練を実施しており、シナリオ
による訓練の学びに加えて、コントローラーによる具体的なアドバイスによって参加者のインシデン
ト対応能力の向上が図られ、地方公共団体から非常にご好評いただいております。

図 5 ：インシデント発生時CSIRT対応訓練の内容（イメージ）

令和元年度は、緊急時対応訓練ツールである訓練マニュアル、シナリオ等を地方公共団体に提供し、
地方公共団体へ直接出向き、訓練実施計画の策定、訓練の実施、訓練後の評価等の支援を行いました。
令和元年度は全10回開催し、125団体160名の地方公共団体職員の皆様にご参加いただきました。

令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラインで開催しています。
開催地まで出向く必要がなく、インターネットに接続できる端末 1 台をご用意いただければ、各団
体の執務室から参加可能であるため、昨年度と比較し、多くの地方公共団体の皆様に参加いただい
ております。令和 2 年度も全10回開催予定であり、令和 3 年 1 月以降も数回開催予定です。



⑷　ブラインド方式によるインシデント対応訓練
ブラインド方式によるインシデント対応訓練は、インシデント発生時CSIRT対応訓練と比較し「高

度な訓練」として位置づけており、主にCSIRTを既に運営している地方公共団体を対象に、令和元
年度から実施している事業です。ブラインド方式によるインシデント対応訓練とは、消防関係の訓練
でもよく用いられる方式で、あらかじめ決まったシナリオはなく、訓練参加者の対応によって次の状
況を与える実践的な訓練です。

訓練参加者は与えられた状況に対し、取るべき対策をグループ内で検討し、検討結果を訓練事務
局に伝えます。訓練事務局は、その検討結果にあわせて「次の状況」を与えることで訓練を進行し
ます。例えば、「セキュリティシステムのアラートが発出された」という状況を与えられた訓練参加者
が取るべき対応として「ファイアウォールの保守事業者にログ分析を依頼する」とした場合、訓練
事務局は、「ファイアウォールのログ分析結果」を次の状況として訓練参加者に付与します。このよ
うに、訓練参加者の対応によってシナリオ進行が異なってくるため、より実践的にインシデントへの
即応体制の検証を行うことができます。

図 6 ：ブラインド方式によるインシデント対応訓練の流れ

令和元年度は、ブラインド方式によるインシデント対応訓練を計 3 回実施し、37団体54名の方に
参加していただきました。自団体でCSIRTの運営に携わっている方が多く参加されたため、他の訓練
と比較しても、より活発な議論が交わされ、多いに盛り上がりました。訓練参加者のアンケートでも
高評価をいただき、「来年も是非参加したい」とのお声がけもいただきました。

令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラインにて全 3 回開催予定
です。

⑸　技術講習会
CSIRT の活動で有効なツールの使い方の説明や対処方法等を実機で経験するハンズオンの講習会

です。本講習会では、先進自治体の取組事例の発表なども行っています。具体的には、
A ．最新のインシデント事例（テレワークによるリスク等）の紹介
B ．不審メールの特長、見分け方



C ．インシデント対応方法
などを行っています。

Cについては、CSIRTの運用に有用なツールについて、実際に参加者に参加者自身の端末で操作し
てもらいながら使い方等をレクチャーします。

ツールについては、①無償であること、②Webアプリ等簡単に導入することが可能で、構築作業
等が軽微であること、③専門的な前提知識は必要とせず、自治体職員でも簡易な分析ができるもの
であることを条件として選定しています。小都市（人口10万人未満）、CSIRT担当職員数が 1 〜 2
名のような規模の団体様でも使えるよう、各団体様の環境を配慮した講習会を開催しています。

本講習会は、平成30年度から事業を開始しています。令和元年度は東京・大阪の 2 会場で開催し、
25団体69名の地方公共団体職員の皆様にご参加いただきました。

令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラインにて開催しています。
参加者は、Web会議を通じてセミナーに参加し、リモートでハンズオン教育を受ける形となります。
開催地まで出向く必要がなく、インターネットに接続できる端末 1 台をご用意いただければ、各団
体の執務室から参加可能です。令和 2 年度は全 3 回開催予定です。

⑹　小規模自治体のためのCSIRT構築の手引き説明会
当機構では令和元年度に「小規模自治体のためのCSIRT構築の手引き」を作成し、CSIRT未設置市

町村に対して、設置や運用に関するアドバイスができるよう、本手引きの説明会を開催しています。
この手引きは、「情報セキュリティインシデント対応ハンドブック」に示されている、自治体におけ

るCSIRTのあるべき姿に至るための、CSIRT構築の手続き・担当職員数が少ない場合の代替案・運
用の始め方を記したガイドとして新たに提供を開始しました。

この手引きを作成した背景ですが、地方公共団体は、「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（平成30年 9 月版）」において、情報セキュリティインシデントに対す
る即応体制（CSIRT）の整備が求められるようになりました。

しかしながら、CSIRTを設置している地方公共団体の割合は約65％（令和元年度「地方公共団体
における行政情報化の推進状況調査結果」）に留まっており、地方公共団体におけるCSIRT設置の促
進をより一層進めていくことが必要と当機構では考えました。

特に小規模な地方公共団体においては、職員数も少なく、情報セキュリティに関わる人員がごく
少数に限られており、CSIRTを設置するに当たり、必要な検討項目や体制、整理すべき規程や文書
等について理解することにおいても容易ではないと考え、この手引きを作成しました。

具体的な手引きの構成概略は、図 7 のとおりです。



図 7 ：「小規模団体のためのCSIRT構築の手引き」構成

本説明会は、令和元年度から事業を開始しており、令和元年度は東京で初回を開催し、27団体31
名の地方公共団体職員の皆様にご参加いただきました。

令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラインにて複数回開催して
います。開催地まで出向く必要がなく、インターネットに接続できる端末 1 台をご用意いただければ、
各団体の執務室等から参加可能です。令和 2 年度も全10回開催予定であり、令和 3 年 1 月以降も数
回開催予定です。
 

【おわりに】
本事業は、全国市町村振興協会から助成をいただき、積極的に活動展開を行ってまいりましたが、

昨今のサイバーセキュリティの動静もあり、年を経るごとに各地方公共団体の皆様に積極的に参加
いただいている状況です。今回ご紹介した事業全体では、延べ250以上の団体の皆様に参加いただき、
非常に高い評価をいただいております。本事業は、情報セキュリティ部門の各要員のスキル向上から、
CSIRT活動の啓蒙と発展に貢献しています。依然として新型コロナウイルス感染拡大の終息が見通
せない中、本事業の各訓練・講習会等については、感染拡大防止対策を取りながら、今後も地方公
共団体の皆様の情報セキュリティ分野における安心・安全の確保に貢献できるよう実施してまいりま
すので、ぜひご活用いただければ幸いです。


