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令和２年度情報セキュリティ事業の実施状況

１ 地方団体に対する支援 

(1) 情報セキュリティ研修

(2) 国税連携技術基準に基づくセキュリティ対策の自己評価

２ 情報セキュリティ監査 

３ セキュリティ診断

(1) 脆弱性診断

(2) リスク評価

(3) 標的型攻撃メール訓練

４ 緊急時対応訓練 

議事(１)① 



１(１） 情報セキュリティ研修

令和２年度 全国情報セキュリティ研修

例年、夏の全国説明会と同時開催していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、動画配信とした。

※ 研修動画を作成し、地方団体向けの機構ホームページに掲載（地方団体は、動画をダウンロードして受講）

○配信日 令和2年8月14日 （動画ダウンロードのべ件数 3,280件（同年9月11日時点））

○内 容 １．サイバーセキュリティの動向と対策

２．国税連携技術基準のセキュリティ対策について

(１) ｅＬＴＡＸの概要とセキュリティ対策に関する各種基準

(２) 国税連携技術基準に基づくセキュリティ対策

＜内容１サイバーセキュリティの動向と対策＞

・昨今のサイバー攻撃やセキュリティインシデント等の状況が簡潔にまとめられて

おり分かりやすかった。

・出てくる用語に難解なものがあった。

＜内容２(１) ｅＬＴＡＸの概要とセキュリティ対策に関する各種基準＞

・eLTAXを使用するにあたっての注意点を理解できた。

＜内容２(２) 国税連携技術基準に基づくセキュリティ対策＞

・自己評価に沿った内容だったのでとても参考になった。

・国税連携システム関係の遵守すべき項目、ポイントが分かりやすく説明されていた。

＜全体を通して＞

・初めてセキュリティ研修を受講したが、やはり内容が少し難しかった。

・来年度以降も動画形式のものを提供してほしい。

・専門用語など一定以上の知識が求められる内容だったが、システムに対する

理解は深まった。

理解度 難易度

内容
１

内容
２(1)

内容
２(2)

内容
１

内容
２(1)

内容
２(2)

1 理解が深まった 13 12 11 1 難しかった 2 2 3

2 やや理解が
深まった

15 15 16 2 やや難しかった 8 8 9

3 どちらとも
いえない

0 2 2
3 ちょうど
よかった

18 18 16

4 あまり理解が
深まらなかった

1 0 0 4 やや易しかった 1 1 0

5 理解が深まらな
かった

0 0 0 5 易しかった 0 0 1

計 29 29 29 計 29 29 29

研修後アンケート結果 研修後アンケート意見
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１ 自己評価
国税連携技術基準で単独設置型地方団体又は委託利用型地方団体が実

施するとされているセキュリティ対策の各項目についての自己評価を適
正に行えるよう支援した。

（１）都道府県実施分
都道府県税務担当課に対し、総務省から次のことを依頼

① 実施すべき項目を記載した調査票の回答欄を次の凡例に従って回答
を選択して自己評価を実施
「○」･･･措置済み
「×」･･･未措置
「－」･･･該当なし

② 自己評価の結果、回答欄に「×」がある場合には、早急に必要な対策
を実施

③ 改善できない項目がある場合には、改善計画を作成
④ ①～③の作業完了後、総務省及び地方税共同機構に提出

（２）市区町村実施分
市区町村に対し、都道府県市町村担当課経由で（１）①～③を依頼
※都道府県市町村担当課が調査票及び改善計画をとりまとめ、総務省
及び地方税共同機構に提出

２ フォローアップ研修
自己評価の結果を集計し、一定の改善が必要と判断された地方団体に対し、

全ての未措置項目について改善が図られるよう研修による支援を行った。
研修の回数については、１３回を予定していたが、新型コロナウィルス感

染防止対策の影響もあり、下記のとおりとなった。

（１）集合研修
自己評価の結果、「×」がある市町村が多かった県と連携し、「×」があ

る市町村を対象とした集合研修を開催

令和２年１１月２５日 福岡県（対象１１団体全て参加）
※「×」がない市町村も７団体参加

（２）個別研修

自己評価の結果、「×」が多かった市町村を対象とした個別研修を開催
令和２年１０月２３日 滋賀県内２市町（「×」計１９項目）

１０月３０日 熊本県内１村 （「×」１９項目）

３ 改善状況調査
「×」がある市町村に対し、都道府県市町村担当課経由で改善状況を調査

４ 総務省への報告
自己評価の結果を取りまとめ、総務省に報告を行う（3/17予定）。地方団

体の国税連携技術基準の遵守状況等を共有し、来年度以降の取組を検討

１(２) 国税連携技術基準に基づくセキュリティ対策の自己評価

区 分 ８月 ９月 １０月 １１月 ２月 ３月

総 務 省

都道府県

市区町村

地方税
共同機構

集約

評価依頼の展開
税務課：自己評価・提出
市町村課：集約・提出

8/14～情報セキュリティ研修動画配信

8/12 自己評価依頼

自己評価・提出

取りまとめ・分析・支援計画策定

10/23 滋賀県内２市町
10/30 熊本県内１村

改善状況調査

報告

11/25 福岡県

連携

集合研修個別研修
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１ 監査目的
機構が運営する各システムの企画・開発及び運用保守の各段階におけ

る安全性・信頼性を確保するため、毎年度セキュリティ外部監査を実施

２ 遵守すべき法令等
電子申告等安全性基準、国税連携技術基準、内閣府技術基準、
共通納税安全性基準、特別徴収税額通知安全性基準、年金安全性基準等

３ 監査項目

４ 監査方法
（１）書類確認

被監査部門が達成状況をヒアリングシートに基づき確認する。
（２）現地確認

（１）の回答を基に現地にて目視及び関係書類等の確認する。
（３）指導、改善結果の確認

是正が必要な箇所は改善指導を行い、その結果を確認する。

５ 監査対象
（１）地方税共同機構

機構処理税務事務システム（システム部）
事務局情報システム（総務部）

（２）委託先事業者
開発、運用保守（eLTAX、OSS共同利用化システム、JNKS）
データセンタ、バックアップデータセンタ
ホームページ・ヘルプデスクシステム

（３）認定委託先事業者及び共同利用する単独設置型地方団体
※（１）及び（２）は「３ 監査項目」内の全ての基準について、
（３）は国税連携技術基準及び内閣府技術基準について監査を実施する。

６ 令和２年度の監査について
・サプライチェーンマネジメントの重要性が高まっていることを踏まえ、
監査項目のうち委託業務に係るものについて、委託元としての統制や
責任分界点を明確にして評価できるように、委託元・委託先によって
評価方法を分離した。

２ 情報セキュリティ監査

電子申告等安全性基準
国税連携技術基準
内閣府技術基準

提供者の記載事項の送信に
係る安全性及び信頼性の確保

―

組織体制、規程類の整備 組織体制、規程類の整備

電子申告等受付システムの
環境及び設備

国税連携ネットワークシステムの
環境及び設備

機構における運用管理上の
安全性及び信頼性の確保

国税連携ネットワークシステムの
管理

― 他の情報システムとの接続

※共通納税安全性基準、特別徴収税額通知安全性基準及び年金安全性基準は、電子申告
等安全性基準と同様の内容をそれぞれのシステム等に合わせた形で規定されている。

月

事務局

被監査
部門

3月

受託者

10月 11月 12月 1月 2月5月 6月 7月 8月 9月

付随業務
（ヒアリングシート・ポリシー等見直し案作成等）

入札公告

入札

機構報告

総務省報告
総務省説明

ヒアリングシート回答

本監査・是正対応

委員会報告

被監査部門との

日程等調整

予備調査

監査計画作成
ヒアリングシート作成

書類確認・現地調査

本監査結果に基づく是正指導・再調査・監査調書作成

監査報告書

作成

被

監

査

部

門

説

明

会
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１ 目的
機構は、納税義務者等に係る地方税の極めて重要な情報を取り扱うこ

とから、高い安全性と信頼性が確保できる運営を求められているため、
地方税共同機構に係る全ての情報システムについて定期的に脆弱性診断、
リスク評価等の自己点検を実施して、情報資産を適切に取り扱うための
状態を維持していることを確認する。

２ 遵守すべき法令等
電子申告等安全性基準、国税連携技術基準、内閣府技術基準、

共通納税安全性基準、特別徴収税額通知安全性基準、年金安全性基準等

３ 実施項目
・脆弱性診断
・リスク評価
・標的型攻撃メール訓練

４ 脆弱性診断
診断機器をシステムの外部及び内部に設置して、ツールや手動によ

る模擬攻撃等を実施し、サーバ、端末及びネットワーク機器等のリス
クの有無を確認した。
(1) 機構処理税務事務システム
・地方税ポータルシステム
・ＯＳＳ都道府県税共同利用化システム
・自動車税納付確認システム
(2) 機構ホームページシステム
・機構ホームページ
・ｅＬＴＡＸホームページ
(3) 機構内部情報システム
・事務局情報システム

５ リスク評価
職員や委託先要員に対するヒアリングを実施して、システムや事務

に潜む、脆弱性診断や情報セキュリティ監査では検出できないリスク
を洗い出し、それぞれのリスクを分析して対策案を示した。
（令和2年度の対象は、OSS都道府県税共同利用化システム及び機構
ホームページシステム）

６ 標的型攻撃メール訓練
機構で取り扱う重要な情報を守ることを目的として、機構で公開し

ている情報等の攻撃者が知り得る情報を用いて、機構役職員及び委託
先事業者要員への標的型攻撃メール訓練を実施した。

７ スケジュール

３　セキュリティ診断

令和2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ヒアリングシート作成

現地ヒアリング

評価・対策案・報告書作成

ヒアリングシート作成

現地ヒアリング

評価・対策案・報告書作成

イベント等

１ 機構処理税務事務システム脆弱性診断

６ 標的型攻撃ﾒｰﾙ訓練

３ 事務局情報システム脆弱性診断

２ 機構ホームページシステム脆弱性診断

４ 機構ホームページシス
テムリスク評価

５ OSS都道府県税共同
利用化システムリスク評

価

☆入札公告

☆入札
全国説明会
（今年度は動画配信に変更）

☆計画書（契約後15日以内）

☆報告会

☆報告書（第2回訓練実施後15日以内）

☆計画書（実施１ヶ月前）

☆報告会及び研修

（助言）

☆報告会

☆計画書（実施１ヶ月前）

☆報告書（診断実施後14日以内）
☆報告会

☆計画書（実施１ヶ月前）

☆計画書（説明会実施１ヶ月前）

☆説明会（要調整）

☆ヒアリングシート受領（要調整）

☆報告会

☆計画書（説明会実施１ヶ月前）

☆説明会（要調整）

☆ヒアリングシート受領（要調整）

☆報告会

☆報告書（診断実施後14日以内）

☆報告書（診断実施後14日以内）

（助言）

（助言）
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１ 目的
インシデントが発生した際には、事態の収束に向けてそれぞれの関

係者が冷静かつ的確に行動する必要があり、そのためには、関係者が
それぞれの役割を理解して正しい手順に沿って行動する必要がある。
マニュアルに定めるだけでなく、訓練の実施により実際に職員が行

動手順を体験しておくことは、インシデント発生時の冷静な対応を可
能にするとともに、平常時の行動を見直すきっかけになると考えられ
る。またその結果を元にマニュアルを見直す契機となる。
こうしたことを踏まえ、令和2年度地方税共同機構事業計画において、

機構が運営する情報システムの「緊急時対応訓練」を実施することと
した。

２ 訓練実施概要
(1) 日時：令和2年11月12日（木） 10:30～17:56
(2) 訓練シナリオ

攻撃者が、ネットワーク機器の脆弱性を突いて受付システムに侵
入し、未知のマルウェアを用いてeLTAXが保有する情報を窃取しよう
としていたところ、シグネチャ更新によってIPSがマルウェアを検知
し、緊急時対応が開始される。
復旧対応完了後、再発防止を考慮した恒久対応策の要件までを取

り決めて、緊急時対応体制を解散する。
(3) 参加組織（順不同）
地方税共同機構、eLTAX運用事業者、東京都、株式会社TKC、
松戸市、総務省、株式会社LAC

３ 確認事項
(1) インシデントの検知から、レベル判定、関係者への連絡、原
因究明・復旧、恒久対応策の検討及び体制解除までの一連のフロー
における、各々の役割やコミュニケーション経路、対応手順が定
まっている。また、これらの対応手順に沿って行動できる。
(2) ホームページへのお知らせ掲載、地方団体へのメール周知等の対
外的な連携について遅滞なく実施できる。
(3) 運用事業者等との連携手順が、改訂した機構のインシデント対応
マニュアルに沿ったものになっている。

４ 結果
概ね計画どおり実施できたが、一部スムーズに対応できなかったと

ころもあった。
(1) 訓練当日にメールサーバの遅延が発生し、訓練開始メール等が適
切に配信されなかった。

(2) HPの第1報掲載において、地方団体向けのページと共に認定委託先
事業者向けのページにも掲載すべきところ、手違いで地方団体向け
のみ掲載してしまったため、認定委託先事業者との連携に遅延が生
じた。

(3) 機構内でのインシデント対応拠点が会議室と執務室に分かれてし
まった。また、機構から貸与されている携帯電話に運用事業者から
の報告メールを、機構内部で利用している情報共有ツールに連携さ
せる手段がなかったため、情報連携を潤滑に行えなかった。

５ 改善事項
(1) 課題として挙げられた項目のうち訓練中に発生した他のトラブル
については、実際のインシデント対応中にも他のトラブルが発生す
る恐れはあるため、発生したトラブルに対しても柔軟に対応できる
ように、説明会等で予め周知する。

(2) 緊急時対応が潤滑に進むよう、機器やインシデント対応拠点等の
執務環境を整える。

６ スケジュール

４ 緊急時対応訓練
議事(１)①
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１ 令和２年度 処理件数状況（１月末現在）

システムの稼働状況

申告

当月末
累計（件）

前年同月末
累計（件）

前年比

給与支払報告書
（特別徴収） 6,464,968 5,960,259 108.5%

公的年金等
支払報告書 41,138,545 199,353 20636.0%

退職手当等の
分離課税に係る
納入申告書

1,797 780 230.4%

給与支払報告書
特別徴収に係る
給与所得者
異動届出書

336,810 260,450 129.3%

法人都道府県民税 2,718,309 2,646,165 102.7%

事業税・
地方法人特別税 2,026,158 1,995,394 101.5%

法人市町村民税 2,848,589 2,778,678 102.5%

固定資産税
(償却資産) 1,333,872 1,276,332 104.5%

事業所税 27,498 22,896 120.1%

申請

当月末
累計（件）

前年同月末
累計（件）

前年比

法人税に係る確定申
告書又は連結確定申
告書の提出期限の延

長の処分等の届出書

0 0 ―

申告書の提出期限の
延長の処分等の届出
書・承認等の申請書

16,420 15,139 108.5%

法人設立・設置
届出書 141,893 131,000 108.3%

異動届 574,355 500,325 114.8%

通知

当月末
累計（件）

前年同月末
累計（件）

前年比

住登外課税者を
課税した場合の通知 98,527 99,349 99.2%

寄附金税額控除に
係る申告特例通知 8,437,980 4,774,120 176.7%

特別徴収税額通知書
（給与支払報告書） 2,083,611 1,861,104 112.0%

特別徴収税額通知書
（公的年金等支払報告書） 32,690,847 0 ―

利用者数

当月末
累計（件）

前年同月末
累計（件）

前年比

納税者 3,760,631 3,519,958 106.8%

税理士 19,320 19,290 100.2%

合計 3,779,951 3,539,248 106.8%

２ 令和２年度 利用者数状況（１月末現在）

共通納税関係件数

当月末
累計（件）

前年同月末
累計（件）

前年比

総納付件数 557,986 62,362 894.8%

総納付金額 1,090,554,361,605 218,410,406,079 499.3%

地方団体への
納付件数 2,448,558 209,959 1166.2%

ダイレクト納付
口座本登録件数 65,554 46,091 142.2%

参加金融機関数 1,076 1,099 97.9%

３ 令和２年度 共通納税関係件数等（１月末現在）

議事(１)②
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 令和２年３月 25日開催の当委員会における調査審議を踏まえ、当委員会とし

て、下記の意見をとりまとめた。 

 

記 

 

１ 情報資産や構成機器の廃棄時の適切な処理の実施をはじめ、自治体の情報

セキュリティに関する昨今の情勢を踏まえ、委託先の監督について万全を期

すなどサプライチェーン全体の安全性を意識しつつ、地方税共同機構（以下

「機構」という。）として、情報セキュリティの確保・向上に取り組むことが

必要である。特に、「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」が改訂された際には、機構においても、改定内容への対応を

早急に実施してもらいたい。 

 

２ 新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、事業所の一時閉鎖等が必要と

なる事態における業務継続の方策や手順を整理しておくとともに、在宅勤務

の場合でも、機構が共同処理する地方税関係業務について、機密性・可用性が

確保されることとなるよう、業務継続計画を整備してもらいたい。 

 

３ 個人情報保護法が改正された際には、改正法施行に合わせて、機構において

も必要な対応を行ってもらいたい。 

 

令和２年３月 25日 

機構処理税務情報保護委員会委員長 

佐々木 良一 

地方税共同機構 

理事長 加藤 隆 殿 

意  見 
第 2回 機構処理税務情報保護委員会（R2.3.25） 

議事(１)③ 
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令和２年度 情報公開・個人情報保護について

地方税共同機構特定個人情報保護規程
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は
開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不
作為に不服のある者は、機構に不服の申立てをする
ことができる。(第50条）

↓
開示決定等又は開示請求等に係る不作為につい
て不服の申立てがあったときは、機構は、機構処理
税務情報保護委員会に諮問しなければならない。
（第51条）

機構は、特定個人情報保護制度の運営に関する
重要事項については、機構処理税務情報保護委員
会に諮問しなければならない。(第59条)

地方税共同機構機構処理税務情報保護委員会会議規則

委員会は、理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項のほか、機構が保有する情報の管理及び公開並びに個人情報の保護に関する事項に

ついて調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。（第３条第２項）

１ 情報公開
地方税共同機構の保有する情報の公開に関する規程

開示決定等又は開示決定に係る不作為に不服のある者は、機構に不服の申立てをすることができる。（第19条）
↓

開示決定等又は開示決定に係る不作為について不服の申立てがあったときは、理事長は、機構処理税務情報保護
委員会に諮問しなければならない。（第20条）

２ 個人情報保護

個人情報保護制度の運営に関する重要な変更
該当なし

情報公開に関する不服申立て ０件

開示請求 ２件 全部開示 ０件

一部開示 １件

不開示等 １件

個人情報保護に関する不服申立て ０件
開示請求 ０件
訂正請求 ０件
利用停止請求 ０件

特定個人情報ファイルの重要な変更に相当する変更
該当なし

特定個人情報保護に関する不服申立て ０件
開示請求 ０件
訂正請求 ０件
利用停止請求 ０件

特定個人情報保護制度の運営に関する重要な変更
該当なし

地方税共同機構個人情報保護規程
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又
は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に
係る不作為に不服のある者は、機構に不服の申
立てをすることができる。（第37条）

↓
開示決定等又は開示請求等に係る不作為につ
いて不服の申立てがあったときは、機構は、機構
処理税務情報保護委員会に諮問しなければなら
ない。（第38条）

機構は、個人情報保護制度の運営に関する重
要事項については、機構処理税務情報保護委員
会に諮問しなければならない。（第40条）

特定個人情報保護評価に準じた自己評価の点検
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律第28条第1項に基づく特定個人情報保護
評価の実施するのは、行政機関の長、地方公共団体の長そ
の他の機関等とされており、これに該当しない地方税共同機
構には、義務付けられていない。

↓
機構は、eLTAXの利用者や関係者のさらなる信頼を得るた
めに、特定個人情報保護評価制度に準じた自己評価を行い、
これについて機構処理税務情報保護委員会が点検を行う。

３ 特定個人情報保護評価に準じた自己評価の点検

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律
第二十八条 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル（中
略） を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを
保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面（中略）を公示
し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報
ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な
変更を加えようとするときも、同様とする。（以下略）

議事(１)④
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地方税共同機構情報セキュリティポリシー改定

ポリシー見直しの背景

① 地方公共団体情報セキュリティポリシーガイドライン改定（令和2年12月制定）

② 今後の機構の業務拡大
③ コロナ禍における社会的な要請を始めとする機構執務環境の見直し（テレワーク推進）

④ 情報セキュリティ監査やセキュリティ診断対応を受ける中での課題

⑤ クラウド・バイ・デフォルト原則（平成30年6月公表）、デジタル手続法（令和元年5月制定）
を始めとする機構を取り巻くセキュリティ情勢の変化

基本方針

主な改定内容

記載箇所 改定項目 改定理由
第7章(1)「組織の範
囲」(P.5)

機構及び委託先に関する
ポリシーの適用範囲

ポリシーの適用範囲として、「開発・運用に関する業務」としているが、今後の業務拡
大やセキュリティ情勢の変化に柔軟に対応できるよう、「開発、導入、保守及び運用等」
という記載にあらためる。②⑤

第7章(1)「組織の範
囲」(P.5)

利用者に対するポリシー
の適用

利用者に対するポリシーの適用について、実際のサービスでは機構が提供するアプリ
ケーションや機構が指定したデータレイアウトでのみ申告を受け付けるように技術的に制
御しているものの、ポリシーには利用許諾を求めることのみが記載されている。今後の業
務拡大において利用者用ソフトウェアの開発機会も増えることに鑑み、利用者が機構から
提供される方法によってのみシステムを利用できるように制御することを基本方針として
定める。②⑤

第10章「情報セ
キュリティ対策」
(P.7)

外部サービスの利用に関
する基本方針

従来機構はクラウドサービスやSNSを利用することを想定しておらず外部サービスの利用
に関する基本方針を制定していなかったが、クラウド・バイ・デフォルト原則等の社会的
要請に的確に応えていくため、「外部委託、約款による外部サービス、ソーシャルメディ
アサービスを利用する場合の方針についてガイドラインに準じて定める。①⑤

議事(２)
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令和３年度 情報セキュリティ関係事業実施計画

１ 地方団体に対する支援

(1) セキュリティ研修の実施

全国説明会と同日開催で、地方団体に対し、セキュリティ研修を実施する。なお、研修会に参加

することができない地方団体に対しては、地方団体向けホームページの「セキュリティコーナー」に

おいて研修内容の情報提供を行うなど、所要の対応を講じる。

また、地方団体からセキュリティ研修実施の要請があった場合は、セキュリティ対策の充実強化

に向けて、技術的な協力を行う。

(2) 地方団体に対するセキュリティ向上に関する技術的支援

地方団体が国税連携技術基準に基づくセキュリティ対策の自己評価を適正に行えるよう、また、

その結果において、一定の改善が必要と判断された地方団体に対し、総務省と連携を図り、全て

の未措置項目について改善が図られるよう支援を行う。

(3) 地方団体へのセキュリティ情報提供内容の充実

地方団体向けホームページ「セキュリティコーナー」への掲載内容の一層の充実に取り組むこと

とし、地方団体のセキュリティ向上に関する積極的な情報を提供する。

２ 情報セキュリティ監査の実施

情報セキュリティ監査実施計画を策定し、それに基づき、地方税共同機構（以下「機構」という。）、

委託先事業者及び認定委託先事業者等に対して外部の第三者による情報セキュリティ対策の有効

性や改善の方向性などの指摘を受ける助言型監査を実施する。

なお、監査の結果、是正が必要な項目があった場合には、速やかに改善するよう助言する。

３ セキュリティ診断（自己点検）

(1) 脆弱性診断の実施

機構に係る全ての情報システムに脆弱性がないことを確認するため、ネットワークシステム内部の

脆弱性診断、インターネット等の外部接続点への模擬攻撃及びウェブアプリケーションの脆弱性診

断を実施し、その実施結果に基づき必要な措置を講じる。

(2) 国税連携ネットワークシステムのリスク評価の実施

国税連携ネットワークシステムにおけるセキュリティリスク評価を実施し、管理する。

また、リスク評価の結果、所要の対策が必要と判断されたときは、システム運用部門に計画的な改

善を求め、改善結果を確認する。

(3) リスクの総合的なマネジメント

過去に実施した情報セキュリティ監査、脆弱性診断及びリスク評価の結果指摘されたリスク並びに

機構に係る全ての情報システムで発生したインシデントによって発現したリスクについて、軽減・移

転・回避・受容の確認をし、リスクを管理していく。

４ その他セキュリティに関する取組

(1) 機構役職員に対するセキュリティ教育の実施

機構役職員のセキュリティに関するスキルの向上を図り、日常業務におけるセキュリティ対策を強

化するため、基礎的な研修を随時実施するとともに、必要に応じて専門的な研修を実施する。

(2) インシデント対応訓練の実施

インシデント発生時には、関係者への適切な情報提供により混乱を最小限に止めるとともに、早急

かつ的確に原因を究明して復旧する必要があることから、緊急時における対応手順を明確にしてお

き、その手順に沿って行動できることが重要である。

特にセキュリティインシデントが発生した場合には、連絡を要する関係者が通常のシステム障害に

比して増大する（警察、セキュリティ専門家等）ことに加え、被害の拡大を防ぐために迅速な判断と対

応が求められる。

そのため、各種インシデント発生時に適切に行動できるよう、緊急時対応手順を確認する訓練を実

施し、訓練後は必要に応じて緊急時対応手順の見直しを行う。

(3) 標的型攻撃メール訓練の実施

セキュリティ対策ソフトでは防ぐことが困難な高度化している標的型攻撃メールに適切に対応する

ため、機構役職員及び委託先事業者要員に対して訓練を実施する。

令和３年度情報セキュリティ事業について

令和３年度事業計画 抜粋（第11回代表者会議（令和３年３月11日）決定）

Ⅰ 機構処理税務事務

４ 情報セキュリティ対策

地方税共通納税システムにおける特定徴収金の取扱いや対象税目の拡大等、社会インフラ

としてのeLTAXの役割の拡大等を踏まえ、機構処理税務事務システムについて、高い安全性と

信頼性を確保していくため、第三者による情報セキュリティ監査やセキュリティ診断の実施をは

じめとした情報セキュリティ対策の充実・強化に取り組む。

Ⅲ 組織体制・業務運営等

２ 適正な業務運営の確保

・ 地方税に関する電子的手続や地方団体の公金収納業務の一端を担う機構の社会的な

責任の重さを踏まえ、関連法規の遵守、内部監査、外部監査、監事監査、内部統制に関する

仕組等により、業務の適正かつ効率的な運営を確保する。

・ 機構の事務局における情報セキュリティ対策を適正に行う。

議事(３)
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令和３年度情報セキュリティ事業年間スケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

地方団体に

対する支援

セキュリティ

研修

全国情報セキュリティ
研修会

研修動画作成 情報セキュリティ研修動画配信（地方団体による視聴）

技術的支援

（自己評価）

地方団体による
自己評価

自己評価結果を踏まえた
フォローアップ研修

情報セキュリティ監査 監査契約
被監査部門
説明会

被監査部門に対する実査
監査結果
報告会

セキュリティ

診断

脆弱性診断 診断契約 脆弱性診断実施
診断結果
報告会

リスク評価
（国税連携）

診断契約
被評価部門
説明会

リスク評価実施
リスク評価
報告会

標的型攻撃

メール訓練
診断契約 訓練実施

訓練結果
報告会

その他

緊急時対応

訓練
訓練実施

訓練実施
報告

職員研修

新規職員
研修

長期休暇前
対策 セキュリティ

研修会
長期休暇前

対策
ＪＮＳＡ研修

議事(３)
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参考資料１ 地方税共同機構 令和３年度事業計画 １/２

地方税共同機構（以下「機構」という。）は、地方団体が共同
して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地
方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、
もって地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴
収義務者の利便の向上に寄与するよう、令和３年度は次の事業を
実施する。

Ⅰ 機構処理税務事務

１ 地方税ポータルシステム関連事務
地方税の電子申告、電子納税等を取り扱う地方税ポータル

システム（以下「eLTAX」という。）の開発及び運用を行う。
具体的には、電子申告等事業、国税連携事業、年金特徴事業
及びこれらに附帯する事業を行う。
(1) eLTAXの適切な管理運営
・ eLTAX及び地方税共通納税システムについて、引き続き、
適切かつ安定的な管理運営を行う。

・ eLTAX利用者の更なる増加が見込まれることから、
eLTAXホームページやヘルプデスクの改善を含め、eLTAX
の使い勝手の向上に努める。

(2) eLTAXの機能改善・拡充
・ 金融所得課税（個人住民税の利子割・配当割・株式等
譲渡所得割）について、電子申告及び電子納入手続を稼
働する（令和３年10月１日以後に行う申告及び納入につ
いて適用）。

・ 地方税共通納税システムについて、固定資産税、都市
計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割の対象税
目への追加（令和５年度以後の課税分について適用）に
向けた具体的な検討を進める。

・ 給与所得に係る特別徴収税額通知（納税義務者用）に
ついて、eLTAXを経由して電子的に提供する仕組み（令和
６年度分以後の個人住民税について適用）の導入に向け
た具体的な検討を進める。

・ eLTAXを利用して行うことができる申請等の範囲を拡充
する。

(3) 次期システム更改の時期等の見直し
デジタル・ガバメント推進をより効率的に実現するため、

令和６年度に予定していたeLTAXの次期更改時期を令和８年
度とすることとし、次期eLTAX更改基本計画の見直しを行う
とともに、実施計画の策定に着手する。

２ 車体課税関係事務
(1) 自動車税関係システムの適切な管理運営

国土交通省等と共同で運営している自動車保有関係手続
のワンストップサービスについて、関連するサービスの共
通基盤であるインターフェースシステムの利用、都道府県
税事務として必要なＯＳＳ都道府県税共同利用化システム
及び自動車税納付確認システム（ＪＮＫＳ）の適切な運用
並びにこれらに附帯する事業を行う。

(2) 次期システム更改
令和５年１月に予定されるＯＳＳ都道府県税共同利用化

システムの更改に向け、国土交通省等と連携を取りつつ設
計・開発を進める。

(3) 軽自動車関係手続の電子化
軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告、継続

検査時における種別割の納付の有無の事実の確認について
は、国の関連システムの更改時期に合わせて電子的手続が
可能となるよう、関係機関等と連携を取りつつ設計・開発
を行う。

３ 地方税電子化への取組
(1) 地方税共通納税システムの拡充に向けた検討
・ 地方税共通納税システムの利用は、納税者の利便性に
資するとともに、地方団体、指定金融機関等における業
務の効率化や省力化の効果が期待できることから、全税
目に拡大することを視野に検討を行う。

・ 個人の納税者の利便性の向上に資するため、クレジッ
トカードによる納付等、キャッシュレス化に対応した納
付手段の多様化について具体的な検討を進める。

議事(３)
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参考資料１ 地方税共同機構 令和３年度事業計画 ２/２

(2) 電子申告等手続の拡充に向けた検討
現在、eLTAXに対応していない申告・申請・届出等、地方

税に関する全ての手続の電子化に向けた検討を行う。
(3) 基幹税務システムベンダーとの連携

基幹税務システムベンダーとの情報交換の場を活用し、
税制改正等に対する地方団体の基幹税務システムの改修等の
円滑・迅速な実施に資する支援を行うとともに、標準化の動
向についても適宜の情報提供を行う。

４ 情報セキュリティ対策
地方税共通納税システムにおける特定徴収金の取扱いや対

象税目の拡大等、社会インフラとしてのeLTAXの役割の拡大等
を踏まえ、機構処理税務事務システムについて、高い安全性
と信頼性を確保していくため、第三者による情報セキュリ
ティ監査やセキュリティ診断の実施をはじめとした情報セ
キュリティ対策の充実・強化に取り組む。

Ⅱ 研修・調査研究等

１ 教育及び研修
eLTAX研修、情報セキュリティ研修、税務研修（不動産評価

研修、直税課税研修、軽油引取税調査事務研修、ブロック別
徴収事務研修、政令指定都市研修）等、地方団体の職員に対
して、地方税に関する教育及び研修を行う。地方団体負担金
以外の財源を活用し、市区町村を含めた全地方団体向けの研
修を引き続き実施するとともに、ＩＣＴの活用等による研修
機会の更なる拡充に向けて取り組む。

２ 調査研究
・ 地方税務行政を取り巻く状況の変化に的確に対応し、適
正、公平で効率的な業務運営に資するため、諸課題に関する
実務者等の連携による調査研究を行う。

・ デジタル・ガバメント推進の動きに対応するため、地方
団体や関係機関の実務面に配慮しつつ、地方税に関する全て
の手続の電子化に向けた調査研究を行う。

３ 広報その他の啓発活動
・ 全国共通で行うことが効果的かつ効率的な、自動車税・
軽自動車税の納期内納付、税を考える週間等の地方税に関
する広報その他の啓発活動等を行う。

・ eLTAX、地方共通納税システムの利用率及び認知度の向
上等に向けて、関係機関・関係団体等と連携し、普及啓発
に取り組む。

４ 地方団体に対する情報の提供その他の支援
・ 地方団体が実施する講演会等への助成等を行う。
・ 不正軽油撲滅や全国一斉路上軽油抜取調査についての都
道府県間の連絡調整や広報等を行う。

・ 基幹税務システムの標準化や税務関係事務の合理化に向
けた支援を行う。

Ⅲ 組織体制・業務運営等

１ 効率的な執行体制の実現
地方税電子化に伴うシステムの整備・拡充、地方税共通納

税システムの対象税目追加に伴う管理運営業務、ＩＣＴを活
用した研修の充実や地方税電子化の推進の動きに対応した調
査研究の強化等、今後見込まれる業務の拡大等に適切に対応
するため、効率的な執行体制の実現に努める。

２ 適正な業務運営の確保
・ 地方税に関する電子的手続や地方団体の公金収納業務の
一端を担う機構の社会的な責任の重さを踏まえ、関連法規
の遵守、内部監査、外部監査、監事監査、内部統制に関す
る仕組等により、業務の適正かつ効率的な運営を確保する。

・ 機構の事務局における情報セキュリティ対策を適正に行
う。

議事(３)
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参考資料２ 検討課題に係る取組状況

検討課題（第４回代表者会議（令和元年６月26日）決定）については、地方団体等に対するアンケートの実施、説明会、各検討部会、
地方税における電子化の推進に関する検討会、実務者会議、全国連絡会議等を通じ、広く意見聴取や情報共有を行いながら検討・調整
等を図り一定の成果を得た。

（１）軽自動車関係手続
・ 軽自動車税関係手続の電子化の方針や要件の検討に当たり、全都道府県への説明会、全市区町村への意見照会等を実施
・ 関係者間の検討の場として「eLTAX検討部会・自動車ＯＳＳ検討部会合同会議」を実施
・ 軽自動車税環境性能割及び種別割の申告又は報告、継続検査時における種別割の納付確認の電子化について、令和５年１月
の実現に向けて開発予定（令和３年度税制改正の大綱）

（２）特徴税額通知
・ 全市区町村を対象としたアンケートの結果（企業単位での電子化案が多数支持）等を踏まえ、関係者間の検討の場として

「特別徴収税額通知（納税義務者用）電子化検討ＷＧ」を設置
・ 電子的通知の配布又は開封の観点から致命的な問題がないかを探るための実証実験を実施
・ 全市区町村への意見照会等を経て、令和６年度分以後の電子化に向けて開発予定（令和３年度税制改正の大綱）

（３）償却資産申告
・ PCdeskのエラーチェック機能や複数地方団体への一括申告機能の強化等、利用者の利便性向上に向けた機能改善を実施
・ 電子申告率等の向上に向けて、国とともにPCdesk及び償却申告機能の広報を実施

（４）共通納税の拡大と収納方法の多様化
・ 地方税の電子化の推進に向けた検討を行うため「地方税における電子化の推進に関する検討会」を設置し、共通納税の拡大
と収納方法の多様化等を主なテーマとして議論

・ 金融所得課税（個人住民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割）の追加に向けた開発に着手し、令和３年10月稼働予定
（令和２年度税制改正の大綱）

・ 固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割の追加に向けた検討を開始し、令和５年度以後の課税分に
ついて稼働予定（令和３年度税制改正の大綱）

【今後の取組】
地方税電子化の動向等に注視しつつ、新たな課題等（地方税に関する全手続の電子化、地方税共通納税システムの全税目への拡

充等、税務事務及び関連業務の合理化の支援など）を設定し、検討を開始する。

議事(３)
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・ 現在、社会全体のデジタル化を進める上で、デジタル・ガバメント推進に向けた取組が強く求められている。

・ 当該取組を確実に実行するために『デジタル・ガバメント実行計画』（以下「実行計画」）が改定された。

・ 実行計画の中では、地方税に係る電子化の推進についても対応が求められており、施策全体の方向性はデジタ

ル庁（仮称）設置後もより強力に推進するとされている。

・ こうした状況等を踏まえ、機構として、今後の電子化の進め方については、以下の基本的な姿勢をもって検討

を進める。

今後、更に推進力をもって進められるデジ

タル・ガバメントの動きを見据え、地方税共

通納税システムを全税目に拡大することを視

野に検討

実行計画上、地方団体の行政手続の電子化

は、住民の利便性向上の観点から優先する必

要があるとされていること等を踏まえ、現在

eLTAXに対応していない申告・申請・届出等、

全ての地方税手続の電子化に向けて検討

基幹税務システムの標準化・共通化に向け

た動向の把握に努め、基幹税務システムベン

ダーとの情報交換の場等を活用し、適宜情報

を共有

○ 地方税共通納税システムの拡充 ○ 電子申告等手続の拡充

○ 標準化の動きへの対応

標準化の
動向注視

標準化の
動向注視

参考資料３ 今後の電子化の進め方についての基本的な姿勢

【今後の電子化の進め方】

納税者等の

利便性の向上

税務関係事務

の合理化

議事(３)
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