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業務委託仕様書

１ 委託業務名

  札幌市情報セキュリティポリシー改定調査業務

２ 本業務の背景及び目的

札幌市情報セキュリティポリシー（以下「ポリシー」という。）は、総務省「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 15年 3月 18日
一部改定版)」を基に策定されており、平成 16年 8月 1日の運用開始から約 15年が経
過したところである。その後、日常の運用の中で見直しが必要と判断したものについ

ては、本市内部で内容を見直し、適宜改定してきたところである。

このたび、「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、平成 30年 9月に一部改定されていることから、ポリシーへの影響を見極め、内容
に応じて改定する必要があることを認識している。また、時代の経過に伴い、ポリシー

制定当初には想定していなかった課題が散見されており、例えば、新たなセキュリテ

ィ上の脅威の出現及びセキュリティ技術対策基準の陳腐化といった課題があることを

認識している。こうした課題に対して本市のポリシーを追従させていくことで、ポリ

シーをより実効性の高いものにしていく必要がある。

本業務は、本市のポリシーを外部の専門家の視点から、昨今のセキュリティに関す

る情勢を踏まえて点検し、及び現実的かつ効果的に見直しするにあたっての改善点を

調査、提案することを目的としたものである。

３ 業務委託内容

(1) 調査対象
 本業務の調査対象は、以下の規定類とする。

  ア ポリシー（情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準）

全 26ページ
イ 技術対策基準 全 75ページ

 ※技術的な統一を図るために作成した本市独自の基準であり、総務

省「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」等の規程で、参考にできる文書は存在しない。

 (2) 委託内容
  調査業務の詳細については、受託者と協議の上で最終決定するが、下記ア以降に

記載する内容は実現できる前提とすること。基本的な作業の進め方は、3(1)及び 3(2)
エ～キに記載したドキュメント等をインプットとして、打ち合わせ等により検討・
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協議した結果を報告書に纏めていくことを想定しているが、それ以外に、現行ポリ

シーのリスク分析・評価をするうえで効果的と考える作業・ドキュメントがあれば、

提案して差し支えない。

ア 調査及び見直し案の内容は、報告書に纏めること。

イ 調査及び見直し案の内容を報告会で本市関係者に対して説明すること。

ウ 見直し案は、ポリシー（以下「ポリシー」は、技術対策基準を含むものとする）

の記載事項を改定するとした場合の、変更後の規定案及び新旧対照表を提示する

こと。なお、見直し案及び変更後の規定案は、ポリシーの改定内容として採用さ

れる可能性がある極めて影響の大きいものであることから、現行ポリシーよりセ

キュリティ対策が実質的に向上する想定であることを報告書で論理的に説明でき

る内容であること、並びにポリシー文書内及び他の関係規定との間で整合性が取

れたものであること。

エ 本市が提供するポリシーについて、関係規程・各種資料等（以下「規程類」とい

う。）との適合性を考慮し、見直しの効果が高いと考えられる対策を提案すること。

ここで規程類は以下を想定している（契約履行期間中に規程類の改訂が行われた

場合は、可能な限り最新のものを参照すること）。

(ア) 総務省「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)」

    以下（イ）～（オ）及びその他の規程類も参考にする可能性はあるが、詳細は

受託者と別途協議して決定する。ポリシーを見直すにあたり参考になると考え

られる規程類があれば、受託者は積極的に提案すること。

(イ) ISO27000シリーズ
(ウ) IPA「「高度標的型攻撃」対策に向けたシステム設計ガイド（平成 26 年 9 月
発行）」

(エ) IPA「組織における内部不正防止ガイドライン（平成 29年 1月版）」
(オ) IPA「安全なウェブサイトの作り方（平成 27年 3月改訂第 7版）」

オ 過去 3 年分（予定）の情報セキュリティ内部監査の結果を受託者に開示するの
で、報告書の作成にあたっては、その結果を踏まえて見直し提案すること。

カ 本市における過去 10年のセキュリティ事件・事故を踏まえて見直し提案するこ
と。また、公表されている他都市のセキュリティ事件・事故等について、本市でも

活用できる対策事例があれば、積極的に提案すること。

キ 見直しの視点は受託者が提案すること。なお、本市が特に課題と認識する事項に

ついては調査を行い、対応が必要と思われる場合には見直し案を報告に盛り込む

こと。

 なお、現時点で本市が認識している主な課題、懸念事項は以下のとおりである。
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(ア) 現在、本市のポリシーは、情報システムで取り扱う電磁的データのみを「情報
資産」と定義し、ポリシーの適用対象としており文書や機器等は対象としていな

い。今後、情報資産を印刷した文書やサーバ機器等もポリシーの適用対象とする

ことを検討しているが、文書や機器をポリシーの適用対象とする場合に生じる影

響は、どのようなものが考えられるか。なお、従前、紙媒体は公文書として、機

器は備品としてそれぞれ別の規程等で運用されている。ポリシーには、情報資産

の一つとして、基本的な考え方を規定するに留めることを想定している。

(イ) 主に技術対策基準において、不正アクセス等外部からの攻撃の高度化及び対
策技術の陳腐化等により、セキュリティリスクが増大している規定がないか。

(ウ) 昨今、問題となっている標的型攻撃メールに関する対応について、ポリシー
の側面でリスクとなる要素はないか。なお、参考まで、本市における標的型攻撃

メール対処訓練の実施結果内容を受託者に提供することが可能である。

(エ) ポリシー制定当初に比べて、クラウド、サーバ仮想化、デスクトップ仮想化及
びアプリケーション仮想化等の技術が進展している。これら技術を採用するとし

た場合に生じるリスク、対策案、ポリシーへの影響等として、どのようなものが

考えられるか。

(オ) ポリシー制定当初に比べて無線 LANの技術が進展しているが、本市で重要性
の高い情報資産を取り扱ううえで、無線 LAN環境の利用を許可するとした場合
に生じるリスク、対策案及びポリシーへの影響等として、どのようなものが考え

られるか。

(カ) 私物のスマートフォンやタブレット端末を用いて業務に取り組む、いわゆる
BYOD（Bring Your Own Device）や在宅勤務等のテレワークを認めるとした場
合、ポリシーで禁止している私物利用や情報資産の持ち出し、重要性の高い情報

資産のインターネット上での取扱いを許可することとなり、この場合に生じるリ

スク、対策案及びポリシーへの影響等として、どのようなものが考えられるか。

(キ) 大規模震災等の災害が発生した場合、被災状況によってはポリシーに準拠し
て業務を遂行することが困難な事態が予想される。こうした場合に備えて例外的

運用を認める規定を設定する場合、どのようなものが考えられるか。なお、ここ

で検討する内容は、あくまでも免責に対する基本的な考え方をポリシーに明記す

るものであり、ポシリーの規定ごとに災害発生時の特別なルールを定めたり、本

業務の中で BCP計画を策定することは想定していない。
(ク) 現状のポリシーの規定が現場の運用において重い負担となっており、形骸化
することでセキュリティリスクを増大させている点がないか。

ク 本市と協議する中でセキュリティ上のリスクと認められる事項等がある場合は、

適宜その事項に関して見直し提案すること。
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ケ 規程類、参考サイトへの引用（URL）及び製品情報等について、最新及び後継ド
キュメント等が発行されている場合は、最新のものに見直しすること。

 コ ポリシー運用の実態のヒアリング、疑問点の確認等については、項目を整理し

本市担当者に確認すること。ここで担当者は、情報システム部職員が担当するも

のとし、現場の職員に直接ヒアリングすることは想定していない。

 サ 方針の決定、ヒアリング、報告会等のため定期的に打ち合わせを行うこと。打ち

合わせの回数は受託者と協議のうえで決定するが、双方の負担を考慮し、かつ効

果が高い現実的な回数を設定すること。なお、打ち合わせ参加に係る交通費、報告

書の印刷代等、本業務を遂行するうえで発生する諸経費は、本業務の委託費に含

まれるものとする。

シ 打ち合わせ以外で、電話やメールを使用して上記 3(2)サを補足するやりとりを
行えるものとする。なお、打ち合わせ、電話、メールのやりとりで議論した内容は

議事録、質問管理表等にまとめて、業務完了時に納品すること。

ス 見直し案は、今後本市において運用していくことが現実的なものであることと

する。現場での実践が期待できないもの及び多額の投資を要し当面の対応が難し

いもの等、提案内容が本市にとって現実的なものではないと判断した場合は、見直

し案の是正を依頼することがある。

セ 3(2)スの規定によらず、多額の投資を要するもの及び本市体制上の問題で実現が
困難なもの等、実現が困難と判断した見直し案についても、将来的に有用と考えら

える規定及び対策は、別途提案すること。

ソ 規程類の記載事項を根拠として見直し提案する場合は、引用箇所を明記するこ

と。

タ 明確な根拠が示されないにも関わらず、「現行のポリシーに問題なし」という旨

の結論が報告内容の大半を占めると判断した場合、根拠の明示を求めるほか、追加

で調査を依頼することがある。

(3) 業務履行期限（予定）
   令和 2年 3月 27日（金）まで
   ※作業スケジュールの詳細は、契約後に受託者と協議し決定するものとするが、

以下の期日までに作業結果を中間報告し、本市の承認を得ること。

・ポリシー改定の方向性及び見直し案の概要：令和２年 1月 31日（金）
(4) 納品物
  ア 調査報告書（Word、Excel、PowerPoint、PDF又は協議の上本市が認める形式）

1部。なお、報告会で配布する調査報告書の部数は別途指定する。
イ 議事録（又は質問管理表等） 1部
ウ その他本業務遂行にあたり作成した資料 1部
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エ その他、別途、本市が必要と定めるもの

オ 上記の電子データを収録した CD-R又は DVD-R 
(5) 成果物の納品場所
札幌市白石区菊水 1条 3丁目 1－5 札幌市菊水分庁舎

４ 業務責任者の要件

(1) 業務責任者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（CISA）
ウ 公認システム監査人

エ  ISMS主任審査員又は ISMS審査員
オ 情報セキュリティスペシャリスト（情報セキュリティアドミニストレータ）

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又は県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

(2) 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。
(3) ISMS、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

５ 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。



6 

(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。

６ 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。

７ 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こと。

(4) 秘密保持義務に関する事項
本件業務について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、秘密保持及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
ア ポリシー、情報セキュリティ内部監査結果、本市における過去 10年のセキュリ
ティ事件・事故情報及び標的型攻撃メール対処訓練実施結果は、別途受託者のみに
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開示する。

イ その他必要事項は、本市と連絡を密にし、内容を協議する。

ウ 調査報告書等の著作権は本市に帰属するものとする。

エ 技術の進歩等により、契約履行期間中に情報セキュリティを取り巻く状況が変

化した場合、協議のうえ可能な限り最新の内容を報告に盛り込むこと。

オ 業務開始にあたっては、仕様書様式１「業務責任者及び業務従事者等指定通知書」

及び仕様書様式２「業務責任者履歴書」を速やかに提出すること。

カ 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。

キ 業務責任者及び業務従事者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、「業務責任者及び業務従事者等指定通知書」及び「業

務責任者履歴書」を提出し、本市の承諾を得ること。

ク 提出された業務責任者及び業務従事者の情報について、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 業務責任者及び業務従事者等指定通知書

・仕様書様式２ 業務責任者履歴書


