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（別紙１） 

 

情報セキュリティ対策等支援業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  情報セキュリティ対策等支援業務 

 

２ 目的 

本市の情報セキュリティ対策については、令和４年３月の「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」等の改定や総務省からの通知（※）等を受け、京都

市情報セキュリティ対策基準をはじめとする関係規定類の改定や、β’モデル採用自治体にお

ける外部監査（助言型）等の実施が必要になっている。 

また、令和３年８月の「行財政改革計画」の策定、令和４年１月の「京都市ＤＸ推進のため

の基本方針」の策定に伴う「ＩＴガバナンスの更なる強化」を具現化するため、高度な知見を

有するＩＴ専門家の参画の下、各情報システム主管課が構築する情報システムの調達仕様や調

達経費の適正化、費用対効果の向上を図ることが求められている。 

これら本市の情報セキュリティ対策及びＩＴガバナンスの更なる強化の取組（以下「情報セ

キュリティ対策等」という）を的確に実施するためには、専門的な知見を有する事業者の支援

が必要である。 

上記情報セキュリティ対策等支援事業の目的を達成するため、専門的な知見を有する事業者

に「４ 委託内容」で定める業務を委託するものである。 

※ 令和３年７月「β、β'モデル採用自治体における外部監査の実施及び監査報告書の提出」 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和５年３月３１日まで 

 

４ 委託内容 

 ⑴ 情報キュリティ対策支援業務 

  ア 情報セキュリティ対策基準等の改定支援等 

 (ｱ) 最新の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーガイドライン」（総務省）や

「地方公共団体における情報システムのクラウド利用等に関する情報セキュリティポリ

シーガイドライン改定方針(案)」（総務省）等、並びに最新の技術動向等を参考に、京都

市情報セキュリティ対策基準をはじめとする関連規定等について見直しを行い、改定す

べき対象規定名、項目及び案を提示すること。 

   (ｲ) 庁内から情報化推進室に寄せられる様々な情報セキュリティに関する相談（所管課に

おける実現の可能性など）について、最近の技術動向や本市のセキュリティ対策基準等

を考慮し、アドバイス等を行うこと。 

   (ウ) 庁内の情報セキュリティ対策基準の遵守状況（自主点検）や情報システムの管理状況

の点検結果等を集計するとともに、その状況等の分析を行うこと。また、その分析結果
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等をもとに改善に向けた提案等を行うこと。 

  イ 特定個人情報の適正な取扱いに関する外部監査（助言型）の実施 

(ｱ) 特定個人情報を取り扱う事務で利用する情報システムについて、第三者による独立か

つ専門的な立場から、特定個人情報保護評価書や京都市情報セキュリティ対策基準に基

づき、適切な安全管理措置が実施されているかを監査し、特定個人情報の適正かつ厳格

な取扱いの確保を図ること。 

(ｲ) 監査対象は１事務とし、本市と協議のうえ決定する。 

(ｳ) 監査基準は次のとおり。 

No. 監査基準 

１ 監査対象の事務に関する特定個人情報保護評価書 

２ 京都市高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程 

３ 京都市情報セキュリティ対策基準 

４ 京都市情報セキュリティ共通運用手順 

５ 
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団

体等編） 

６ 
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（令和

４年３月版） 

７ その他、監査人が必要とするもの 

   (ｴ) 監査対象の事務について、次のとおり助言型監査を実施すること。 

    ａ 監査実施計画書の作成 

監査の実施に先立ち、次に掲げる事項を含め監査実施に必要となる事項について、

具体的に記載した監査実施計画書を作成し、本市の承認を得ること。 

     (a) 監査目的 

     (b) 監査対象 

     (c) 実施体制 

     (d) 監査基準及び評価基準 

     (e) 監査実施方法 

     (f) 役割分担 

     (g) 実施スケジュール 

     (h) その他記載すべき事項 

    ｂ 監査項目の作成 

監査基準に基づき、事務の執行における情報システムの利用、運用管理及び技術面

における安全管理措置について、監査項目を作成すること。 

なお、監査項目は５０程度とし、項目ごとに根拠となる監査基準の該当箇所を明記

すること。 

    ｃ 事前説明会の実施 

監査を円滑に進めるため、被監査部門に対し、監査の目的実施内容、流れ等につい

て事前説明会を実施すること。事前説明会は１回実施するものとし、会場は本市が準
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備する。 

監査において資料調査又は現地調査が必要となる場合は、提出を求める資料及び調

査内容等について説明するとともに、文書により提示すること。 

    ｄ 調査の実施 

監査対象の事務毎に、担当者へのヒアリング、執務室及び情報システムを構成する

機器の設置場所に対する現地調査のほか、資料調査等により、監査項目について２名

以上で調査を実施すること。 

なお、調査に当たり、事前説明会で説明した資料のほか、新たに必要となる資料が

ある場合は、調査実施の１週間前までに本市に報告すること。 

    ｅ 監査調書の作成 

調査の実施結果に基づき、監査調書を作成すること。監査調書の作成に当たっては、

事実誤認がないか等、被監査部門に十分な確認を行うこと。 

    ｆ 監査報告書の作成 

      監査調書に基づき、以下の点に留意のうえ、監査報告書を作成すること。 

(a) 監査報告書は、本業務全体を総括した「監査報告書（総括版）」と、監査対象の事

務ごとに詳細な脆弱点を示す「監査報告書（詳細版）」の２種類とする。 

(b) 「監査報告書（総括版）」は、本業務全体を総括するものとして一つ作成し、「監査

報告書（詳細版）」は、監査対象の事務ごとにそれぞれ作成すること。 

(c) 「監査報告書（詳細版）」には、評価できる事項、改善すべき事項、改善が望まれ

る事項という観点から監査結果を記載すること。また、改善すべき事項、改善が望ま

れる事項については、改善しないことによって発生しうる問題や、具体的な改善策に

ついても記載すること。 

(d) ２種類の監査報告書は、本市職員が特段の専門的な知識を有することなく理解が

できる内容とすること。 

(e) 提出された内容に不備があると判断した場合は、補足説明の実施や補足資料の提

出等を求める場合がある。 

    ｇ 監査報告会の実施 

監査対象の事務ごとに、被監査部門向けの監査報告会を実施し、監査の結果につい

て，「監査報告書（詳細版）」に基づき、改善すべき事項、改善が望まれる事項、評価で

きる事項を報告すること。改善すべき事項と改善が望まれる事項については、改善し

ないことによって発生しうる問題や具体的な改善策についても報告すること。 

  ウ β´モデル採用自治体における外部監査（助言型）の実施 

   (ｱ) 令和３年７月２８日付総務省通知「β/β´モデル採用自治体における外部監査の実施

及び監査報告書の提出について」に沿って、市に対し外部監査を実施すること。 

   (ｲ) 監査の実施に先立ち、市の状況を確認したうえで、監査に向けて市が行う準備につい

て必要な助言等を行うこと。 

   (ｳ) 監査終了後は、監査報告書に加え、令和３年７月２８日付総務省通知「β/β´モデル

採用自治体における外部監査の実施及び監査報告書の提出について」に添付の報告様式

等提出資料案を作成し、市に提供すること。 
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   (ｴ) 上記(ｳ)の報告書様式等提出資料に記載した改善方針について、市に対し適切なフォロ

ーアップを実施すること。 

 ⑵ ＩＴガバナンス強化支援業務 

本業務の遂行に当たっては、特定の情報システムベンダに有利にならないよう、独立性を

十分に確保すること。 

  ア 情報システムの企画・調達に係る支援業務 

   (ｱ) 情報システムの調達工程において、各情報システム主管課から提出される情報システ

ムの企画又は契約に係る審査依頼資料等から、本市職員とともにその妥当性を審査する

こと。その際、業務に係る部分については、業務所管課において責任をもって検討を実

施するが、技術的な要件に係る部分については、本市の情報セキュリティ対策基準や庁

内のシステム基盤（ネットワーク、仮想化基盤など）の整備状況を踏まえて最適なシス

テム構成を提案するとともに、機能要件や非機能要件の記載が不足している項目につい

ては、具体的な記載案を提示するなど、本市の情報システムに係る調達仕様や調達経費

の適正化、費用対効果の向上に資するための支援を行うこと。 

なお、その際、本市において情報システムを導入・調達する際の指針である「京都市

情報システム利用指針」に掲げる以下の基本方針等に基づき、審査依頼資料等を精査す

ること。 

    ａ 業務プロセスの最適化を図ったうえで、機能の最適なシステムを構築しているか 

    ｂ 全庁のスケールメリットを発揮して、安価なシステムを構築しているか 

    ｃ 重複を省き、コストの最適なシステムを構築しているか 

    ｄ 有効な競争下で調達し、価格の最適なシステムを構築しているか 

    ｅ 運用や改修などを考慮し、後年度負担の少ないシステムを構築しているか 

    ｆ 特定の個人及び企業への依存を避け、オープンなシステムを構築しているか 

    ｇ 扱う情報の機密性等に応じた万全の情報セキュリティ対策を実施しているか 

   (ｲ) 支援業務の対象は、「京都市情報システム利用指針」に掲げる推進統括者の審査の対象

となる案件のうち、審査依頼額が３０，０００千円以上のものや、３０，０００千円未

満であっても重要性の高いものを想定しているが、受託者において対応可能な件数（上

限○○件）を明記すること。 

   (ｳ) 各情報システム所管課とのヒアリングに同席を求める場合がある（Ｗｅｂ会議による

開催可）。また、必要に応じて他都市における類似案件の調達資料等を提供するなど、本

業務の目的に資する作業を主体的に実施すること。 

  イ 全体最適化の視点に係る業務に関する支援 

   (ｱ) 本市情報システムの全体最適化の視点のもと、他の自治体等の先進事例を踏まえ、本

市が優先して取り組んでいくべき現在の課題及び解決に向けた方向性等を提案するとと

もに、情報化推進室において具体的な取組を実施する際に直面する様々な課題・問題点

等について、実現可能性を考慮したアドバイスを行うこと。 

   (ｲ) 庁内の情報システム所管課における受入テスト等のスキル向上を目指し、（仮称）テ

ストの勘所研修を実施すること。 

    ａ 対象所属は、７０程度 
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    ｂ 実施手法は、講義資料（PowerPoint 等）及び読上げデータ（音声又は動画ファイ

ル）の配付による個別受講を想定 

    ｃ 講義時間は、１～２時間程度 

 

５ スケジュール 

 ⑴ 本委託業務のスケジュールの詳細については、本市と調整し、決定することとする。 

なお、現時点で想定している概ねのスケジュールは以下のとおり。 

 

９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

       

       

       

       

       

 

⑵ 定例会の開催等 

 ア キックオフ会議 

業務の実施に当たり、実施計画書を作成しキックオフ会議において説明を行うこと。 

 イ 定例報告会 

   (ｱ) 月１回を目途に本市の庁舎で開催すること。 

   (ｲ) 進捗状況及び次回定例報告会までに実施する予定の作業について報告し、進捗状況報

告書、課題管理表、概要スケジュール、その他必要な資料を受託者において作成し開催

すること。 

なお、会議の次第、必要な資料の電子データについては、事前確認用として原則２開

庁日前に提出すること。 

   (ｳ) 業務を実施するに当たって、有益となる国や自治体における事例や技術動向等、情報

セキュリティ関連の情報提供を行うこと。 

 ウ 作業会議 

業務を進める上で、本市又は受託者が必要と定めた場合は、定例会以外の作業会議を別

途開催することができる。 

なお、開催場所については、本市と受託者により別途協議し決定する。 

 エ 開催手法（Ｗｅｂ会議）について 

ア～ウの開催手法について、本市と受託者の協議の上、Ｗｅｂ会議等に代えても差し支

えない。その場合、Ｗｅｂ会議の実施に当たって必要となる設備等は、原則として受託者

が用意すること。 

 

 

情報セキュリティ対策基準等の改定支援等 

β´モデル採用自治体における外部監査 

特定個人情報の適正な取扱いに関する外部監査 

情報システムの企画・調達に係る支援 

全体最適化の視点に係る業務に関する支援 
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６ 実施体制 

 ⑴ 本業務を確実に履行できる体制を設けること。 

 ⑵ 本業務に従事する者の中から、本市との情報共有、連絡を行う担当者（プロジェクトマネ

ージャー）を１名選任すること。 

 ⑶ なお、本市への常駐は不要であるが、週１～２回程度、本市に赴いての対面又はＷｅｂ会

議による打合せ等を実施するものとする。 

 ⑷ 本業務に従事する者については、以下の要件を満たす者が従事すること。 

   民間企業等において、情報システム分野で概ね５年以上（プロジェクトリーダーについて

は 10年以上）の実務経験を有し、情報システムの調達、管理運用、情報セキュリティ対策や

情報セキュリティポリシーの策定や改定、情報セキュリティ監査にかかる専門的な知見を有

していること（いずれかを専門的に有する場合も可）。 

上記に加えて、プロジェクトリーダーについては、下記のいずれかの資格等を有している

こと。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する高度試験（「情報処理安全確保支援士」、

「ITストラテジスト」、「システムアーキテクト」、「プロジェクトマネージャ」、「ITサービス

マネージャ」、「システム監査技術者」、「ネットワークスペシャリスト」、「データベーススペ

シャリスト」、「エンベデッドシステムスペシャリスト」）、又は一般社団法人 PMI 日本支部が

実施する PMP、又は EXIN（Examination Institute for InformationScience）等が実施する

「ITIL エキスパート」「ITIL マスター」試験に合格していること。 

また、監査チームは監査責任者、監査担当者、監査補助者、アドバイザー等で構成し、い

ずれの者も、次に掲げるいずれかの資格を有していること。 

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 

オ ISMS 審査員 

カ 公認情報セキュリティ主任監査人 

キ 公認情報セキュリティ監査人 

 

７ 成果物 

  本業務で想定している成果物は以下のとおりである。 

 

  ※ 成果物は指定のない限り電子データとし、日本語表記とすること。また、電子データの

作成は、特に指定がない限り、本市職員が、Word、Excel、Powerpoint で編集できるソフト

を使用すること。それ以外のソフトを使用する際には本市に相談すること。 

 

成果物 内容 納入時期 

業務完了報告書 各業務の実施結果をまとめたもの。 業務終了後 

その他 本業務の遂行過程で取得し、又は作成した資料 随時 
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８ 守秘義務等 

 ⑴ 受託者は、本業務において知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。この項について

は、契約期間の終了後又は解除後も同様とする。また、機密や個人情報を含む成果物（業務

の過程で得られた記録等を含む。）を本市の許可なく第三者に閲覧、複写、貸与又は譲渡して

はならない。 

 ⑵ 資料・データの紛失、滅失、毀損、盗難等を防止するための必要な措置を講ずること。 

 

９ 著作権 

 ⑴ 本業務の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受

託者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係わる一切の

手続を行う。 

 ⑵ 本業務の範囲内で、本市に帰属しない著作物がある場合にあっては、受託者は、本市に当

該著作物の関連文書を成果物として納入するものとし、この関連文書についても上記⑴に準

じる。 

 

10 再委託 

  受託者は、本市の文書による承認を得なければ、契約に係る義務の履行を第三者に委託し（以

下「再委託」という。）、契約に係る権利を第三者に譲渡し、又は契約に係る義務を第三者に継

承させてはならない。また、再委託の内容が一括再委託に該当すると判断される場合には、本

市は再委託について承認しない。 

 

11 資料の提供等 

  本業務の実施に当たり、必要な資料及びデータの提供は本市が妥当と判断する範囲内で受託

者に提供する。 

  なお、受託者は、本市から提供された資料は適切に保管し、特に個人情報に係るもの及び情

報システムのセキュリティに係るものの保管は厳格に行うこと。また、契約終了後は本業務に

当たり収集した一切の資料を速やかに返還し、又は廃棄するものとする。 

 

12 その他 

 ⑴ 本業務を開始するに当たっては、本市と事前に十分な調整を行うこと。 

 ⑵ 本仕様書に記載のない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は、本市と協議し、その決定に

従うこと。 


