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農林水産省情報セキュリティ監査に関する業務仕様書 

 

１ 目的 

本業務の目的は、農林水産省「情報セキュリティ監査責任者（大臣官房検査・監

察部長）」の指示に基づき、農林水産省内の各情報システムの運用・管理、個人情報

の取扱い等に係る情報セキュリティ対策について監査を実施することにより、情報

セキュリティを確保することを目的とする。 

 

２ 監査項目及び監査対象 

（１）準拠性監査(別紙１参照) 

（２）ネットワーク診断（別紙２参照） 

（３）ウェブサイト診断（別紙３参照） 

 

３ 業務内容 

（１）準拠性監査 

ア 準拠性監査実施計画書の作成 

準拠性監査実施計画書は、農林水産省大臣官房検査・監察部調整・監察課担

当職員（以下「当省担当者」という。）と契約締結後７日（行政機関の休日(行

政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号）第１条第１項各号に掲げる

日をいう。）を除く。以下同じ。）以内に事前協議を行い、承認を得た上で、個

別監査業務ごとに以下の事項を記載し作成すること。 

（ア）準拠性監査の目的 

（イ）背景 

（ウ）準拠性監査の対象 

（エ）準拠性監査の項目（政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（平

成 26 年度版）（平成 26 年５月 19 日情報セキュリティ政策会議決定。以下「統

一基準」という。）にある事項（別紙４参照）を基本としつつ作成すること 

（オ）準拠性監査対象部門及びその責任者 

（カ）準拠性監査の判断の尺度とする基準 

（キ）実施概要 

（ク）準拠性監査の実施体制 

（ケ）準拠性監査の実施時期 

（コ）準拠性監査の実施場所 

（サ）その他必要とする事項 

イ 準拠性監査通知書の作成 

準拠性監査の実施に際して、各監査対象機関の担当者に準拠性監査の実施内

容、スケジュール、準備事項等を事前に通知するため、必要事項を記載した準

拠性監査通知書を作成すること。 
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ウ 準拠性監査の実施 

（ア）農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規程群（以下「情報

セキュリティ関係規程」という。）が統一基準に準拠しているかについて、関

係する規程の査閲により確認するとともに、必要に応じ規程の策定者等への

質問等による確認を実施すること。 

（イ）各情報システム（以下「監査対象システム」という。）の実施手順（個人情

報の取扱いを含む。）が情報セキュリティ関係規程に準拠しているかについて、

関係する規程の査閲により確認するとともに、必要に応じ規程の策定者等へ

の質問等により確認すること。 

（ウ）監査対象部署の長及び職員が実施する実際の情報セキュリティ対策（個人

情報の取扱いを含む。）が情報セキュリティ関係規程に準拠しているかについ

て、自己点検の適正性の確認、自己点検結果に基づく担当者への質問等よる

確認を実施すること。 

（エ）監査対象システムを管理する部署の長及び担当職員（以下「情報システム

セキュリティ責任者等」という。）が実施する実際の情報セキュリティ対策（個

人情報の取扱いを含む。）が情報セキュリティ関係規程に準拠しているかにつ

いて、監査実施者が、記録文書の査閲、機器の設定状況の点検等により確認

すること。 

（オ）確認に際し、情報システムセキュリティ責任者等へ当該情報システムの運

用管理及び設置環境に関するヒアリング、実地調査等を実施すること。 

（カ）ヒアリングの実施に当たっては、情報セキュリティ関係規程、統一基準及

び農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する規程を

基に、当該準拠性監査固有の基準及びヒアリングシートを作成すること。ま

た、特に以下の事項に関しては重点的に監査を行うこと。 

① 各情報システムのセキュリティ体制について確認する事項 

② 情報の格付及び取扱制限の実施状況について確認する事項 

③ 外部委託先の管理に関する事項 

④ 当省が前回実施した情報セキュリティ監査による指摘事項への対応状況、

自己点検の結果に対する対応状況及びネットワーク機器の脆弱性を確認す

る事項 

エ 準拠性監査調書の作成 

準拠性監査実施の記録として、以下の事項を記載した準拠性監査調書を作成

すること。 

なお、準拠性監査調書には、証拠書類及び関連資料を綴り込むこと。 

（ア）表題 

（イ）準拠性監査の実施責任者及び実施担当者氏名 

（ウ）実施期間 

（エ）準拠性監査対象部門及び責任者 

（オ）発見された問題点 

（カ）意見 
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（キ）確認した遵守項目 

（ク）確認した対策の内容 

（ケ）サンプルの件数及び抽出方法 

（コ）評価方法及び結果 

（サ）準拠性監査の証拠形態(文書、ロ頭、視察等) 

（シ）準拠性監査証跡の入手元（準拠性監査対象部門から提出された資料、準拠

性監査実施責任者及び実施担当者が直接入手した資料、第三者から入手した

資料等) 

（ス）関連資料番号(チェックした項目をマーキングし、資料として添付する。) 

（セ）その他必要な事項 

オ 準拠性監査報告書の作成 

実施した準拠性監査に関する全ての事項について、正確かつ漏れなく必要な

事項を整然と分かるように工夫して結果を取りまとめ、以下の事項を記載した

準拠性監査報告書を作成すること。 

また、準拠性監査対象システムごとの準拠性監査報告書及び実施した準拠性

監査全般を総括する準拠性監査報告書を作成すること。 

（ア）報告書の名称 

（イ）報告書の日付 

（ウ）報告書の宛名 

（エ）準拠性監査実施責任者及び実施担当者の氏名 

（オ）準拠性監査実施期間 

（カ）準拠性監査対象範囲 

（キ）準拠性監査の基準 

（ク）総合的所見 

（ケ）準拠性監査意見 

（コ）具体的な改善提案 

（サ）遵守事項の整備状況の妥当性及び運用状況の準拠性に関する監査を実施し

た旨及びその結果 

（シ）準拠性監査報告書の取扱い 

（ス）添付資料 

（セ）その他必要な事項 

（２）ネットワーク診断 

ア ネットワーク診断計画書の作成 

診断対象システムのネットワーク機器のセキュリティ対策の現状把握を目的

とした診断を実施するため、以下の事項を記載したネットワーク診断計画書を

作成すること。 

作成に当たっては、具体的な実施方法を立案し、当省担当者と契約締結後７

日以内に事前に協議を行い承認を得た上で作成すること。 

なお、ネットワーク診断は、別紙２に記載の組織を対象に合計 85IP アドレス

を対象に実施すること。 
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（ア）ネットワーク診断の目的 

（イ）ネットワーク診断の対象 

（ウ）ネットワーク診断の概要 

（エ）ネットワーク診断の実施方法 

（オ）ネットワーク診断の実施体制 

（カ）ネットワーク診断の実施時期 

（キ）ネットワーク診断結果の分析方法 

（ク）その他必要な事項 

イ ネットワーク診断の実施 

ネットワーク診断計画書に基づき、不正アクセスや外部からの攻撃を未然に

防ぐ観点から、サーバ及びネットワーク機器の設定状況等セキュリティ上の脆

弱性の把握を目的として、以下の条件等を踏まえ実施する。 

（ア）ネットワーク診断環境 

本業務を行うに際し、ネットワーク環境や運用に影響を与えることなく診

断を実施すること。なお、対象機器の数が多い場合は、機密性が高いなど重

要な情報を取り扱うものを優先すること。 

（イ）ネットワーク診断事項 

① サービス稼働確認 

② サービスバージョン確認 

③ 主要サービスの診断 

④ その他 

（ウ）ネットワーク診断の方法 

ネットワーク診断は、ネットワークの内部に診断機器を接続して、内部ネッ

トワーク機器、サーバ等に対してシステムセキュリティ検査等を実施するこ

と。また、商用の診断ツールを使用し、必要に応じて手動による診断を組み

合わせて実施すること。診断ツールは、最新の脆弱性情報に基づいた質の高

いものを使用すること。 

ウ ネットワーク診断結果の分析・報告 

本ネットワーク診断により把握された欠陥又は脆弱性等について、どのよう

な攻撃を受ける可能性が生じるか検証するとともに、攻撃に対する具体的な対

処方法の提案及び以下の事項を記載したネットワーク診断結果報告書を作成し、

これを監査報告書に含めること。 

なお、結果の分析方法、報告内容については、事前に当省担当者と協議する

とともに、ネットワーク診断結果報告書は、診断対象システムごとに文書で整

理し監査対象システムを管理する部署の担当職員（以下「運用管理担当者」と

いう。）に報告すること。 

（ア）報告書の名称 

（イ）報告書の日付 

（ウ）報告書の宛先 

（エ）ネットワーク診断者の署名、又は記名押印 
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（オ）ネットワーク診断実施期間 

（カ）ネットワーク診断の基準 

（キ）総合的所見 

（ク）問題に対する対処方法の提案 

（ケ）添付資料 

（コ）その他必要な事項 

（３）ウェブサイト診断 

ア ウェブサイト診断計画書の作成 

当省が運用・管理するウェブサイトのセキュリティ対策の現状把握を目的と

した診断を実施するため、以下の事項を記載したウェブサイト診断計画書を作

成すること。 

作成に当たっては、具体的な実施方法を立案し、当省担当者と契約締結後７

日以内に事前に協議を行い承認を得た上で作成すること。 

（ア）ウェブサイト診断の目的 

（イ）ウェブサイト診断の対象 

（ウ）ウェブサイト診断の概要 

（エ）ウェブサイト診断の実施方法 

（オ）ウェブサイト診断の実施体制 

（カ）ウェブサイト診断の実施時期 

（キ）ウェブサイト診断結果の分析方法 

（ク）その他必要な事項 

イ ウェブサイト診断の実施 

ウェブサイト診断計画書に基づき、外部（インターネット）からの不正アク

セスに対して十分なセキュリティ強度を有しているかをペネトレーションテス

ト等により検証すること。また、情報漏えい、ウェブサイト改ざん、ウェブサ

イトのサービス停止等の事態を未然に防ぐ観点から、これらを引き起こす欠陥

又は脆弱性の把握を目的として、以下の条件等を踏まえ実施すること。なお、

ウェブサイト診断は、原則として平日日中に実施することとするが、診断対象

となったウェブサイトの運用管理担当職員との調整により休日や夜間に実施す

る場合もある。 

（ア）ウェブサイト診断環境 

本業務を行うに際し、新たにシステム構築や端末の設置をすることなく外

部から接続すること。また、ウェブサイトのサーバ環境や運用に影響を与え

ることなくウェブサイト診断を実施すること。 

（イ）ウェブサイト診断事項 

ウェブサイト診断は、独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセン

ター作成の「安全なウェブサイトの作り方（改訂第７版）」105 ページのチェッ

クリスト（別紙５参照）にある事項を基本としつつ、各ウェブサイトの特性

を考慮し必要に応じて診断内容を追加して実施すること。 
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（ウ）技術者による手動診断 

手動診断は、ハッキング技術に秀でたセキュリティ技術者による手動での

診断を基本とし、脆弱性診断ツールはウェブサイト診断結果を補完する目的

で実施すること。 

ウ ウェブサイト診断結果の分析・報告 

本ウェブサイト診断により把握された欠陥又は脆弱性等について、どのよう

な攻撃を受ける可能性が生じるか検証するとともに、攻撃に対する具体的な対

処方法の提案及び以下の事項を記載したウェブサイト診断結果報告書を作成し、

これを監査報告書に含めること。 

なお、結果の分析方法、報告内容については、事前に当省担当者と協議する

とともに、ウェブサイト診断結果報告書は、ウェブサイトごとに文書で整理し

運用管理担当者に報告すること。 

（ア）報告書の名称 

（イ）報告書の日付 

（ウ）報告書の宛名 

（エ）ウェブサイト診断者の署名、又は記名押印 

（オ）ウェブサイト診断実施期間 

（カ）ウェブサイト診断の基準 

（キ）総合的所見 

（ク）問題に対する対処方法の提案 

（ケ）添付資料 

（コ）その他必要な事項 

（４）監査報告会の実施 

ア 全体報告会 

本年度セキュリティ関係規程の準拠性監査、ネットワーク診断及びウェブサ

イト診断結果等について、監査報告書等を提出後、情報セキュリティ監査責任

者等（農林水産省大臣官房検査・監察部長及び同部課職員に対し、平成 29 年２

月上旬に報告会を開催し概要を報告すること。 

イ 個別報告会 

監査対象部署の監査・診断対象システムの情報システムセキュリティ責任者

等及び運用管理担当者に対し、監査対象行政情報システムごとの個別報告会を

平成 29 年１月中旬に開催し結果を報告すること。 

ウ 報告内容、報告会日程 

上記ア及びイの報告内容、報告会日程については、事前に当省担当者及び各

運用管理担当者と協議すること。 

なお、上記報告会は当省が用意する会議室で開催するため、開催日について

は、事前に当省担当者と協議すること。 

（５）作業スケジュール 

別紙６のとおり。 
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４ 履行期間及び監査報告書等の提出期限 

（１）履行期間 

履行期間は、平成 29 年２月 28 日（火）までとする。 

（２）監査報告書等の提出期限及び提出先 

受注者は、平成 29 年２月 17 日（金）までに下記提出先に監査業務に関する報

告書及び関連資料について、印刷物及び電子媒体（CD-R 又は DVD-R）にてそれぞ

れ二式を提出することとし、電子媒体については、ウイルスチェックを行った上

でウイルスチェックに関する情報（ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバー

ジョン、チェック年月日）を記載すること。 

【提出先】 

農林水産省大臣官房検査・監察部調整・監察課 

（別館６階ドア No.別 611) 

 

５ 作業実施に関する条件 

（１）受注者は、当省担当者から農林水産省における情報セキュリティの確保に関す

る規則（平成 27 年農林水産省訓令第４号。以下「規則」という。）等の説明を受

けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。 

（２）受注者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。 

（３）受注者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教

育を実施すること。 

（４）受注者は、本業務の実施に当たり、情報管理責任者、作業責任者、品質管理者、

作業補助者その他本業務に関わる再委託先を含む全ての従事者の所属、氏名、有

する資格、担当する業務の内容・業務実施体制、情報セキュリティ対策の管理体

制、連絡先を明確に示す体制図並びに実施スケジュールを記載した書面を、契約

後作業開始前までに当省担当者に提出すること。 

なお、本業務の受注者に求める業務実施体制は別紙７のとおり。 

（５）受注者は、本業務に関連した資料等（電子データ、電子データを記録した記録

媒体・装置、印刷物等の紙媒体を含む）を持ち帰ることが必要な場合、事前に当

省担当者へ必要な資料等の名称、使用目的と数量等を記載した書面を提出し、当

省担当者の承認を得ること。また、本業務終了後、速やかに返却し、結果を書面

で報告すること。 

（６）受注者は、本業務に関連した資料等（電子データ、電子データを記録した記録

媒体・装置、印刷物等の紙媒体を含む）を複製することが必要な場合、事前に当

省担当者へ必要な資料等の名称、使用目的、複製方法、数量、使用後の廃棄方法

を記載した書面を提出し、当省担当者の承認を得た上で複製すること。 

また、複製した資料等については、本業務終了後、速やかに復元又は判読でき

ない方法を用いて確実に廃棄し、結果を書面にて報告すること。 

（７）受注者は、本業務に関連して入手した資料及び業務上知り得た個人情報を含む

全ての情報について、本業務の実施中及び終了後においても機密保持のために十

分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盗難等による情報漏えいを確実に防
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止すること。 

なお、情報の管理状況の検査に関する事項等を記載した書面を提出すること。 

（８）受注者は、本業務に係る情報セキュリティインシデントの発生若しくは情報の

目的外利用等の認知に際して、当省担当者の指示に従い必要な措置を講じること。 

（９）受注者は、本業務に関連して入手した資料と業務上知り得た個人情報を含む全

ての情報について、契約期間中はもとより、契約終了後においても外部に漏らし

てはならない。 

（10）受注者は、本業務に関連して入手した資料及び業務上知り得た個人情報を含む

全ての情報が紛失や盗難等による第三者への情報漏えいの発生又は、そのおそれ

がある場合は、直ちに当省担当者に電話、口頭等による報告を行うとともに、漏

えいした情報の内容、原因、再発防止策等について記載した書面を提出すること。 

なお、事案の発生後は事態の収拾及び拡大防止の措置を迅速かつ適切に行うこ

と。 

また、受注者以外の者の作業も含め、対処に係る費用は全て受注者が負担する

こと。 

（11）受注者は、本業務の実施に際して、当省関係施設及び敷地内に立ち入る場合、

当省及び関係機関が別途定める諸規則等手続きに従い、許可された区域以外へ立

ち入らないこと。 

また、立ち入りに際しては、常に社員証等の身分証明書を携帯し、ネームプレー

トや腕章等を着用すること。 

（12）受注者は、地方支分部局等においては、可能な限り当省担当者の立会いの下、

実施すること。 

（13）受注者は、本業務に関連して入手した資料と業務上知り得た個人情報を含む全

ての情報の取扱いに関しては、本業務に関わる再請負先を含む全ての従事者に法

令、本仕様書に定める事項等を遵守させるとともに、その指導及び監督を行わな

ければならない。 

（14）受注者は、本業務に関連して入手した資料と業務上知り得た個人情報を含む全

ての情報に関しては、本業務の目的外利用を禁止する。 

（15）受注者は、当省から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実

績値について記載した政府情報システム管理データベース（ODB）登録用シートを

提出すること。 

 

６ 応札者の条件 

応札者は、次に掲げる条件を全て満たすこととし、事前に条件を満たすことを証

明する資料の写しを提出すること。 

（１）本業務に関し、以下の内容を含む情報セキュリティ対策等について提出するこ

と。 

ア 受注者に提供される情報の目的外利用の禁止 

イ 情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制 

ウ 業務の実施に当たり、受注者またはその従業員、再委託先、若しくはその他
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の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制 

エ 受注者の資本関係・役員等の情報、実施場所、従事者の所属・専門性（情報

セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報提供 

（２）本業務を直接担当する農林水産省 CIO 補佐官及び農林水産省全体管理組織（PMO）

支援スタッフが、その現に属する又は過去２年間に属していた事業者及びこの事

業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省

令第 59 号）第８条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに

委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加

できないものとする。 

（３）当省の監査対象情報システム（本省各部局庁、地方支分部局等の各情報システ

ム）に導入されているコンピュータ機器、各種ソフトウェア及びネットワーク機

器の製造者、製造子会社、製造者の関連会社でないこと、並びに緊密な資本関係

（10％以上）を有さないこと。 

（４）情報セキュリティ監査の実績を有しており、監査業務及び情報セキュリティ監

査業務に精通している者であり、政府機関、地方自治体及び独立行政法人（独立

行政法人通則法第２条に基づく法人）のいずれかの機関を対象とした監査実績が

あること。 

（５）経済産業省が取りまとめている平成 27 年度「情報セキュリティ監査企業台帳」

に登録されていること。 

（６）情報セキュリティに対する取組みや個人情報保護の取扱いが適切であることを

保障するものとして、以下のいずれかの認証等を取得していること。 

ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会の情報セキュリティマネジメントシ

ステム（ISMS）認証基準（JISQ27001:2014(ISO/IEC27001:2013)）による ISMS

認証 

イ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾 

ウ 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることの第三者機関

による認定 

（７）国際標準化機構の ISO9001 認証を取得していること。 

（８）本業務の作業責任者及び品質管理者は、以下のいずれかの資格を有すること。 

ア 特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会の公認情報セキュリティ主任

監査人 

イ 特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会の公認情報セキュリティ監査

人 

ウ 独立行政法人情報処理推進機構のシステム監査技術者 

エ 情報システムコントロール協会の公認情報システム監査人 

（９）本業務の作業責任者及び品質管理者の補助者には、以下のいずれかの資格を有

する者を１名以上含めること。 

ア 特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会の公認情報セキュリティ主任

監査人 

イ 特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会の公認情報セキュリティ監査
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人 

ウ 独立行政法人情報処理推進機構のシステム監査技術者 

エ 独立行政法人情報処理推進機構の情報セキュリティアドミニストレータ 

オ 情報システムコントロール協会の公認情報システム監査人 

カ 独立行政法人情報処理推進機構のテクニカルエンジニア(情報セキュリティ) 

キ 独立行政法人情報処理推進機構の情報セキュリティスペシャリスト 

（10）本業務に従事する全ての者と個別に退職後も有効な個人情報の取扱いに関する

機密保持契約を含む守秘義務契約を締結していること。 

 

７ 閲覧 

本業務で作成する資料等については、入札公告期間中、担当部署にて昨年度の監

査資料等（監査結果報告に係るものを除く。）の閲覧を可能とする。 

なお、閲覧時間は 10 時から 12 時まで及び 13 時から 17 時まで（行政機関の休日

を除く。）とし、閲覧を希望する場合は閲覧希望日の２日前（行政機関の休日を除く。）

までに当省担当者に事前連絡すること。 

 

８ 疑義等の照会 

本仕様書について疑義等のある場合、任意様式にて質問書を作成し、提出するこ

と。 

なお、質問書に対する回答は適宜行う。 

 

９ その他 

再委託を行う場合、再委託先については「６ 応札者の条件」（１）、（２）及び（10）

の条件を満たすこと。 


