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業務委託仕様書 

１  委託業務名 

平成31年度情報セキュリティポリシー研修業務 

２  業務の目的 

本業務は、本市で策定した情報セキュリティポリシーに基づいた各種セキュリティ

ポリシー研修を実施し、セキュリティポリシーを本市職員に浸透させ、及びセキュリ

ティ意識を高めることを目的とする。  

３  対象となる業務委託範囲、内容 

業務委託項目としては以下のとおり 

(１ )  情報セキュリティトップセミナー（ 以下「 トップセミナー」 という）  

ア 研修の対象 

本市の局長職（ 41人予定） を対象に研修を実施する。  

イ 研修実施日及び研修実施場所（ 予定）  

   (ア)  研修実施日 

     契約締結後に本市と協議して決定する。  

     日程の詳細は、業務開始後本市と協議の上決定する。  

   (イ)  研修実施回数 

   1回 

   (ウ)  研修開催時間 

60分程度（ 開催時間は本市と協議の上決定）  

   (エ)  研修実施場所 

札幌市内の本市が指定する場所 

  ウ その他 

本市経営層への研修であることを踏まえ、トップセミナーの講師は情報セキュ

リティ関連の学識経験者や会社役員等、組織における情報セキュリティの重要性

や最新のセキュリティ情勢等に深い知見を有する人物とする。受託者はトップセ
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ミナーの講師としてふさわしい人物の候補を複数名提示し、本市と協議の上講師

を決定する。  

なお、紹介された講師が過去にトップセミナーの講師を行った人物である場合、

もしくは本市がトップセミナーの講師としてふさわしく ないと判断した場合は、

変更を指示することがある。  

トップセミナーの講師を招く際にかかる旅費、謝礼等の必要経費は受託者の負

担とする。  

（ ２） 役職者向け情報セキュリティ研修 

ア 研修の対象 

本市の部課長職（ 765人予定） を対象に研修を実施する。  

受講者数は、各回100～150人程度 

イ 研修実施日及び研修実施場所（ 予定）  

   (ア)  研修実施日 

     契約締結後に本市と協議して決定する。  

   (イ)  研修実施回数 

   6回（ 1日1～2回開催）  

     各回とも同一内容の研修とする。  

   (ウ)  研修開催時間 

90分程度（ 10: 00～11: 30、 15: 00～16: 30を予定）  

   (エ)  研修実施場所 

札幌市内の本市が指定する場所 

(３ )  情報セキュリティ担当者研修 

ア 研修の対象 

情報セキュリティ担当者（ 350人予定） を対象に研修を実施する。  

受講者数は、各回30～45人程度 

イ 研修実施日及び研修実施場所（ 予定）  

   (ア)  研修実施日 

     契約締結後に本市と協議して決定する。  

   (イ)  研修実施回数 

   10回（ 1日1～2回開催）  
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     各回とも同一内容の研修とする。  

   (ウ)  研修開催時間 

180 分程度（ 9: 00～12: 00、 14: 00～17: 00を予定）  

   (エ)  研修実施場所 

札幌市内の本市が指定する場所 

  ウ その他 

  情報セキュリティ担当者研修の中で、インシデント等の緊急時を想定した演習

を実施すること。  

 (４ )  一般職及び係長職向け情報セキュリティ研修 

ア 研修の対象 

係長以下の一般職の職員（ 2, 200人予定） を対象に研修を実施する。  

受講者数は、各回80～150人程度 

イ 研修実施日及び研修実施場所（ 予定）  

   (ア)  研修実施日 

     契約締結後に本市と協議して決定する。  

   (イ)  研修実施回数 

   22回（ 1日1～2回程度開催する予定）  

     各回とも同一内容の研修とする。  

   (ウ)  研修開催時間 

90分程度（ 10: 00～11: 30、 15: 00～16: 30を予定）  

   (エ)  研修実施場所 

札幌市内の本市が指定する場所 

 (５ )  学校向け情報セキュリティ研修 

ア 研修の対象 

学校・ 幼稚園の一般職員及び管理者（ 校長・ 園長・ 副校長・ 教頭） （ 600人予

定） を対象に研修を実施する。  

イ 研修実施日及び研修実施場所（ 予定）  

   (ア)  研修実施日 

     契約締結後に本市と協議して決定する。  

   (イ)  研修実施回数 
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   2回（ 管理職向け1回、一般職向け1回）  

   (ウ)  研修開催時間 

90 分程度（ 開催時間は本市と協議の上決定）  

   (エ)  研修実施場所 

札幌市内の本市が指定する場所 

ウ その他 

研修での講師の説明内容は事前に教育委員会と調整をとること。  

(６ )  病院局向け情報セキュリティ研修 

ア 研修の対象 

病院局の医師及び看護師等（ 400人予定） を対象に研修を実施する。  

受講者数は、各回40～90人程度 

イ 研修実施日及び研修実施場所（ 予定）  

   (ア)  研修実施日 

     契約締結後に本市と協議して決定する。  

   (イ)  研修実施回数 

      7回程度（ 1日1～3回程度開催を予定）  

     各回とも同一内容の研修とする。  

   (ウ)  研修開催時間 

30分程度（ 開催時間は本市と協議の上決定）  

   (エ)  研修実施場所 

市立札幌病院（ 札幌市中央区北11条西13丁目） 内 

ウ その他 

研修での講師の説明内容は事前に病院局と調整をとること。  

(７ )  外部ホームページ担当者向けセキュリティ研修 

ア 研修の対象 

外部ホームページの構築・ 運営担当者（ 30人予定） を対象に研修を実施す

る。  

イ 研修実施日及び研修実施場所（ 予定）  

   (ア)  研修実施日 
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     契約締結後に本市と協議して決定する。  

   (イ)  研修実施回数 

   1回 

   (ウ)  研修開催時間 

90分程度（ 開催時間は本市と協議の上決定）  

   (エ)  研修実施場所 

札幌市内の本市が指定する場所 

ウ その他 

テキストについては、既成のものの利用を可能とする。  

（ ８） セキュリティ研修の業務範囲 

ア セキュリティポリシー運用に係る実践的な研修を行う。講義では、公共機関等

で発生したセキュリティ事故事例や、最近増えてきているセキュリティ事故事例

を取り上げる、セキュリティに関する実演を行う等、受講者が理解しやすく 、興

味を惹く ような内容とすること。  

イ 各研修の冒頭で、質問等により受講者のレベルを把握し、それに応じた説明を

行うこと。  

ウ 予定時間内に研修が終了するよう努めること。  

エ 各研修の実施前に本市の指定する場所で、使用するテキスト及びスライドにつ

いて承認を得ること。  

オ 作成するテキストは、上記３（ ８ ） エで本市と協議する内容及び別紙「 平成

31年度重点研修内容」 に示す研修テーマに沿ったものであること。  

カ 受託者があらかじめ所有する教材を流用することは構わないが、内容が本市 

の要求を満たさないと判断した場合、修正を指示することがある。  

キ 講義用のテキスト及びスライドの作成以外に、職員が職場に戻って実際に作

業が出来るような手順書（ 例： ドキュメントの暗号化手順等） の作成及び講義の

一部で演習を実施する等の依頼をすることがある。  

ク 札幌市情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ内部監査結果は、別 

途受託者のみに開示する。  

ケ 各研修の実施日は、業務開始後、速やかに決定して受託者に通知する。なお、

各研修の実施日が連続日程になるとは限らない。  
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コ 特別の事情がない限り、決定した研修開催日を変更することはないため、受託

者は講師が開催予定日の研修業務を確実に遂行できるように体制を整えること。  

タ 本業務における各研修実施日までの詳細スケジュールは、別途受託者と協議

するが、受託者のテキスト作成等の作業以外に、本市において以下の作業期間が

必要となることをあらかじめ想定しておく こと。  

（ ア） テキスト及びスライドの内容説明： 1週間程度 

(イ) テキスト及びスライドの承認： 1週間程度 

（ ウ） テキスト及びスライドの印刷： 1週間程度 

チ 研修において、ノート PC、プロジェクタの使用が必要であれば、受託者側で

用意すること。（ その他必要なケーブル類も用意すること）  

  なお、スクリーンは各会場の備品を使用することとするが、80 名以上が入る

会場で研修を実施する場合は、100 インチ程度のスクリーン１台及び必要な機材

を受託者側で用意し、同じ内容を２ヶ所で同時に映せるようにすること。  

  ツ 使用するテキスト及びスライドは以下の点に配慮すること。  

（ ア） 配布するテキストは白黒印刷とするため、見やすい配色を心掛けること。  

（ イ） プロジェクタに表示するスライドは、36 ポイント以上の文字の大きさを標

準とした見やすいものであること。  

テ 会場費及び会場受付にかかる費用は本業務に含まない。  

ト  会場費及び会場の設営並びに会場受付にかかる費用は本業務に含まないが、

札幌市役所本庁舎内の会議室を使う等、受講者が使う机・ 椅子の設営、撤収作業

が生じる際には、可能な範囲で協力をすること。  

  サ 受講者に配布する研修テキスト等の印刷は本市が実施する。  

シ 研修終了後、研修受講者の理解度の状況及び改善提案等を報告書として提出

すること。なお、アンケートは本市が行うが、その集計結果を個人が特定できな

い形で提供する。  

４  成果物の納入場所 

札幌市白石区菊水1条3丁目1－5 札幌市菊水分庁舎 
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５  業務履行期限 

令和２年1月31日（ 金） まで 

ただし、各研修報告は、それぞれ報告が可能となり次第、報告書を提出すること。  

６  業務責任者及び講師の要件 

業務責任者とは、本業務において、本市とやりとりする上での窓口となり、研修内

容及び日程の調整等を行う者をいう。業務責任者は、講師を兼ねてもかまわない。  

ト ップセミナー以外の研修を担当する講師は以下の(1)～(4)すべての条件を満た

すこと。（ 本市の要求により、別途資格の保有・ 更新状況及び実績等資料を要求する

可能性がある。）  

(１ )  講師は次のいずれかの資格又は経験を有すること。  

ア システム監査技術者 

イ 公認情報システム監査人（ CI SA）  

ウ 公認システム監査人 

エ I SMS主任審査員又はISMS審査員 

オ 情報処理安全確保支援士 

カ 公認情報セキュリティ主任監査人又は公認情報セキュリティ監査人 

キ 自治体の人口10万人以上レベルの市においてセキュリティポリシー策定の実績

があるなどの経験 

ク 公共機関（ 国、地方自治体等） に向けて情報セキュリティ研修の講師をした

などの経験 

（ ２） 自社（ 派遣労働者である場合、派遣先） 以外の法人に対し、平成25年4月1日

以降に業務委託により 2 回以上の情報セキュリティに関する研修実施経験（ 法人

としての研修実施の有無ではなく 、講師本人がこれまでに行った実績のことをい

う） があること。  

(３ )  本市の要求を理解し、独自のノウハウを活用し、企画・ 提案が速やかにできるこ

と。  

(４ )  I SMS、セキュリティポリシー全般の知識、関連情報の最新動向、コンサルティン

グのノウハウを有すること 
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７  納品物 

報告書一式を書類（ WORD、EXCEL、 POWER POI NT、PDF又は協議の上本市が認める形

式） 、メディア（ CD-R等） として最低１部ずつ納品すること。 （ 本市の要望により

部数が増減する可能性がある）  

報告書一式（ 以下をまとめて報告書とするが、内容の詳細は本市との協議によるも

のとする。）  

(１ )  各種研修で使用したスライド等のデータ及び作成した研修等報告書 

(２ )  本件業務で使用した資料、書類、議事録等一式 

（ ３） 研修で挙がった質疑応答の概要 

（ ４） その他、別途、本市が必要と定めるもの 

８  環境に対する配慮 

本業務の遂行にあたっては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、当該業務に

直接的に従事する作業員はもとより、直接的に従事しない作業員についても常に、環

境負荷が最小になるよう熟慮し行動すること。  

(１ )  電気 

動作確認等においては、必要最低限の機器及び時間にて対応できるようあらかじ

め対応の手順を決めておく こととし、節電を図ること。  

(２ )  公共交通の利用 

業務遂行にあたり、打ち合わせ等で移動する場合には、自動車利用を控え、公共

交通機関を利用することにより、環境負荷の軽減を図ること。  

(３ )  紙の使用 

機器の仕様上やむを得ない場合を除き再生紙を使用するとともに、最低限の枚数

で完了するようあらかじめ手順を決めておく こと。また、本市への業務実施報告

等の事務手続きにかかる文書等については再生紙を使用するとともに両面印刷や

必要最低限の部数・ 枚数にする等紙の使用量の削減に努めること。  

(４ )  グリーン購入ガイドライン指定品の使用 

業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライ

ン指定品を使用すること。  
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９  再委託 

(１ )  原則として、本業務の全部又は一部を第三者に委託（ 以下「 再委託」 という）  

してはならない。  

(２ )  本業務で再委託を行う場合は、再委託を行う理由及び再委託の範囲を明確に

し、事前に本市と協議すること。なお、再委託を行うことが本業務の趣旨及び内

容と照らし合わせ不適当と認められる場合、再委託を承認しないことがある。  

１０  その他 

(１ )  進行状況の報告 

業務の進行状況について、本市から問い合わせがあった時はその都度報告するこ

と。また、業務内容については、その都度本市の目的に合致しているか、確認す

ること。  

(２ )  協議 

仕様書で明記のない点、または疑義のある点が生じた場合については、必ず本市

と受託者の間で協議を行い、その決定に従うこと。  

(３ )  瑕疵責任 

成果物の納入後、その内容が要求品質を満たしていないものについては、受託者

の責任において関連する項目を再検査し、当該個所の修正を行う。  

(４ )  秘密保持義務に関する事項 

本件業務で知りえた情報については、本契約の履行期間及び履行後においても個

人情報を含むすべての情報を第三者に漏らしてはならない。データの取扱いにつ

いても同様である。また、秘密保持およびデータ取扱いについて、従業員その他

関係者への徹底を行うこと。  

ア 本市の情報を目的外に使用しないこと。  

イ 本市の情報を複写、複製する場合には本市の許可を事前に得ること。  

ウ 本市の情報を外部記憶媒体等で持ち出す場合、紛失及び盗難を避けるため厳

重に保管すること。また、データは必ず暗号化をすること。  

エ 本市の情報を取り扱う際は、のぞき見等の対策を行い、関係者以外に情報が

知れ渡らないようにすること。  

(５ )  その他 
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ア その他必要事項は、本市と連絡を密にし、内容を協議する。  

  イ 研修テキスト等の教材データの著作権は本市に帰属するものとする。また、本

市では研修業務終了後、未受講者に対して当該教材データを配布することがある

ため、後日教材データを読み込むことで研修内容が理解できるよう、配慮して作

成すること。  

ウ 技術の進歩等により、研修教材作成時と情報セキュリティを取り巻く 状況が

変化した場合、協議の上可能な限り最新の状況に研修教材を修正して対応するこ

と。  

エ 業務開始にあたっては、仕様書様式１「 業務責任者及び講師等指定通知書」

及び仕様書様式２「 講師履歴書」 を速やかに提出すること。  

オ 業務開始後、本市との協議により速やかに業務スケジュールを決定すること。  

カ 業務責任者及び講師が退職等の理由により欠けるときは速やかに別のものを

任命すること。その際、「 ６  業務責任者及び講師の要件」 を満たしていること

を確認するため、「 業務責任者及び講師等指定通知書」 及び「 講師履歴書」 を提

出し、本市の承諾を得ること。  

キ 提出された業務責任者及び講師の情報について、内容によって追加で書類の

提出を求めることがある。  

（ 参考） 業務開始後に必要となる様式の一覧 

・ 仕様書様式１ 業務責任者及び講師等指定通知書 

・ 仕様書様式２ 講師履歴書 






