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１ 業務の背景と目的 

本市下水道科学館（以下、「科学館」という。）は、下水道の役割としくみ、本市の下水道の

特徴について、市民にわかりやすく伝え、学んでもらうことで下水道事業の啓発活動に寄与

することを目的として開設された施設である。 

科学館は開館より 25 年が経過し、施設の老朽化や展示物の陳腐化が顕著となっており、大

規模改修が必要となっていることから、「海外展開」、「技術開発」、「学習・研修」の３つの機

能を持つ下水道に関する常設の情報発信拠点及び下水道の使用者に対し、徴収した下水道使

用料が様々な機能を有する下水道事業でどのように使われているかを説明し理解いただくた

めのＰＲ施設としてリニューアルを行こととした。 

 

「海外展開」については、平成 24 年 4 月に本市が海外展開に積極的に取り組む自治体とし

て国から認定され、科学館はその情報発信拠点『水・環境ソリューションハブ（WES HUB）』

として海外の地方政府機関等に対して、下水道技術者の育成や官民連携による水ビジネスの

情報発信・交流の場として活用し、その取組み内容や成果を紹介する。 

「技術開発」については処理の効率化につながる本市の技術開発ニーズを発信し、技術提案

を求めるため、知見を持つ研究機関・技術を有する民間企業との技術交流を図る場として活

用し、その取組み内容や成果を紹介する。 

本業務は「学習・研修」については、下水道の役割を知り身近に感じてもらう体験・体感型

の学習施設に整備するものである。 

下水道施設の多くは地下にあり、普段あまり目に触れることのない下水道の役割が汚れた水

の処理・浸水の防除・水環境の保全などの役割も担い、安全かつ快適な生活に欠かせない重要

なインフラであることについて映像技術を用いて体験・体感しながら楽しく学べる場として活

用する。 

 

２ 委託業務の概要 

 （１）業務名称  下水道科学館展示リニューアル業務委託 

 （２）履行期間  契約締結日から令和４年３月３１日まで 

（３）履行場所  大阪市下水道科学館（地下１階～地上６階） 

大阪市此花区高見１－２－５３ 

（４）業務範囲  別紙「業務範囲」のとおり 

 

３ 各フロアの概要 

       

展　示　内　容 提案の有無

6階 フリースペース 提案を行うこと

5階 海外展開・技術開発に関する展示 提案を行うこと

4階 学習に関する展示 提案を行うこと

3階 学習に関する展示 提案を行うこと

2階 事務所スペース 提案不要

1階 エントランス・学習に関する展示 提案を行うこと

地下1階 下水道技術に関する展示
サイン等の作成、市が準備する展示物
の配置

外周部分 玄関口としての装飾 提案を行うこと

※科学館全体の統一感を出すための装飾についても提案すること
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（１）【６階】フリースペース 

   ・フロアの活用方法を提案すること。 

    ・天井はガラス張りで空調がなく外気の影響を大きく受ける場所である。 

・建物改修工事によりせせらぎ等は撤去し、床面は全面フラットになる予定。 

（２）【５階】海外展開・技術開発に関する展示 

     ・本市の海外との交流実績などの資料の展示を行う。データ等については本市で準備す

る。情報量はＡ１サイズで約 20枚程度 

・展示方法（ポスター、デジタルサイネージ、モニター等）を提案すること。詳細につ

いては、契約締結後協議する。 

（３）【４階、３階Ａ部】学習に関する展示 

      ・下水道の役割などについて、映像技術等を活用し体験・体感しながら学べるフロアと

なるよう企画設計から展示物の製作・設置を行う。 

「４ 学習施設の詳細」を参照 

（４）【３階Ｂ部】海老江下水処理場の紹介 

      ・現在工事中の海老江下水処理場に関する展示エリアとし、展示物については別途準備

する予定。壁面等、フロアで統一感のある装飾とすること。 

（５）【1階】エントランス 

     ・科学館全体概略が把握できる案内表示及び館内で開催するイベントの案内表示のスペ

ースを設け、その表示方法を提案すること。 

・また、学習展示を行うことも可能とする。 

（６）【外周】玄関部分 

     ・来館者を迎え入れる玄関口としてふさわしく、周辺環境と一体となるよう環境を整え

ること。 

（７）【Ｂ１】下水道技術に関する展示 

    ・本市が別途準備する展示物（５展示程度）のサインの作成や照明の設置、動線を考慮

した配置を行うこと。また室内の装飾を行うこと。展示物の詳細については、契約締結

後、準備が整い次第提示する。 

 （８）その他 

     ・館内の案内板、サインなど、館全体で統一感のある装飾を行うこと。 

       ・複数個所に休憩スペースを設けること。 

   

４ 学習施設の詳細（４階、３階Ａ部及び１階） 

（１）目的 

 小学校 4 年生をメインターゲットとし、子供から大人までの幅広い年代が下水道の役割

や必要性、生活環境の維持、浸水からまちを守るなど重要な役割を果たしているインフラ

であること、徴収した下水道使用料が様々な機能を有する下水道事業にどのように使われ

ているかについて体験・体感しながら学べるフロアとする。 

また、下水道の取組みなども紹介することで、関心をもってもらい身近なものとして意

識してもらうことを目的とする。 

 

（２）内容 

パンフレット「大阪市の下水道」や「おおさかエコキッズ 下水道を学ぼう！」など    

を参考に以下のアからキの内容について学習展示を企画すること。 
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     《参考》 

  パンフレット「大阪市の下水道」 

  https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000460658.html 

       

おおさかエコキッズ 下水道を学ぼう！ 

 https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000441235.html 

 

ア 下水道のしくみ（雨、水道、下水道に関する水の流れ、下水道の役割等） 

イ 下水道の正しい使い方 

ウ 下水道施設の維持管理 

エ 浸水対策（浸水の防除） 

オ 汚泥等エネルギー資源 

カ 大阪市下水道の歴史 

キ 下水道使用料に関すること 

  ク その他 

（３）方針 

ア 展示については映像技術等も活用し、体験・体感しながら学べる展示を多く取り入れ、

既存の模型（舞洲スラッジセンター、太閤下水）も活用すること。 

    また、別のイベントで作成する展示物を下水道科学館内に設置する場合がある。 

展示物の内容や活用方法など詳細については、契約締結後協議するものとする。 

イ 映像やＩＣＴ等を活用し、学びの向上を目指す工夫、何度訪れても楽しめる工夫を行

うこと。また、展示内容の更新が容易であるものとすること。 

ウ フロアの管理運営については無人を想定しているため、来館者自らが展示内容を見て

体感・体験することで学習できる内容とすること。 

エ 機器の操作性や安全面も含め、さまざまな市民が利用することを考慮すること。また

バリアフリーに対応したものとすること。 

オ フロア間で統一感のある流れとすること。 

 

５ 業務内容 

本業務委託は、発注者と受注者が協議を行い進めていくものとする。また、大阪市建設局

作成による「業務委託共通仕様書（平成 28 年 9 月）」の「Ⅴ 各種業務委託共通仕様書」、「第

1 編 総則」に基づいて実施しなければならない。 

（１）設計・施工に関する一切の業務 

   ア 展示企画作成  

     ・対象部分についての展示企画（ゾーニング、動線、サイン計画）を作成すること。 

      各フロアの管理運営については無人を想定しているため、操作性、安全性について

は十分考慮すること。  

・長期使用を前提とし、十分な耐久性を持たせ保守管理においてできるだけ経費や労

力がかからないよう配慮すること。 

また、コンピュータシステム等の変更・更新が必要な装置はソフトウェアの変更・

更新が簡単に行え、OS等については長期使用に適するかどうか十分に考慮すること。 

・展示エリア内をパーテーション等により区画することは可能とするが、既存の壁の

撤去は認めない。 

   イ 多言語化 

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000460658.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000441235.html
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     ・展示に使用する言語は、日本語、英語とする。 

・音声の切替え方法や文字の表示方法は容易に行えるものとし、その方法については

提案を受けるものとする。 

   ウ 著作権等 

    ・本業務のために新たに作成された、イラスト、デザイン等の著作権は発注者に帰属

する。ただし、成果品に受注者または他者が既に著作権を保有しているもの（以下

「著作物」という。）が組み込まれている場合、当該著作物の著作権は、受注者また

は他者に帰属するものとする。この場合、受注者は発注者に対し、当該成果品を発

注者が使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で承諾し、また

は他者の承諾を得るものとする。 

・本成果品にかかる著作権（上映、頒布、貸与、複製、公衆送信及び二次利用権を含

む） は発注者に帰属する。 

（２）展示物制作・設置に関する一切の業務 

   ア 展示制作物の搬入・設置・現場調整等 

・展示物の搬入、設置作業については安全性を十分に考慮すること。 

・施工時は、建物設備等への破損、汚損等がないように十分養生を行い実施すること。 

・建築工事、電気、機械設備工事と作業時期が輻輳するため、日程調整等は双方協議

のうえ決定する。 

   イ 設置に関する制限 

     ・非常用出口・消防隊進入口及び消防設備等の障害とならないように展示物の設置を 

行うこと。 

     ・展示物等の設置に当たっては、各種法令を遵守し展示物の設置場所を定めること。 

     ・展示室内の床の耐荷重は１階は 330㎏／㎡、それ以外は 400㎏／㎡までとする。 

   ウ 既設展示物（模型）の移設 

     既存展示物（模型）を移設する場合は、破損等のないよう必要な措置を行うこと。 

万一破損した場合は、受注者の責任において修復すること。 

エ 展示物の転倒防止 

展示物の転倒防止については、取付部分を調査のうえ、構造上問題がないことを確認

し施工すること。なお、固定する際のアンカー等の打設箇所については、発注者に確

認を行い、指示に従うこと。 

オ 電源、照明及び消防設備等 

展示物に必要な電源は、原則として既存の電源を使用すること。増設、改変等が必要

な場合の設置作業については、あらかじめ発注者の承諾を得たうえで、受注者の負担

において行うこと。照明及び消防設備等についても増設、改変等が必要な場合は同様

とする。 

   カ 給水設備 

     １、４、５階に給水設備があり、展示等に使用する場合はあらかじめ発注者の承諾を

得たうえで、受注者の負担において施工すること。 

   キ 展示物の活用方法に関する引継ぎ 

設置完了後、リニューアルオープンまでの間に運営管理事業者（別途選定する）へ展

示物についての操作方法、メンテナンス方法等、引渡し後の運営に必要となる事項に

ついて、引継ぎを行うこと。 

   ク 展示内容にかかるマニュアルの作成 

     作成した展示内容について、操作マニュアル等運営に必要なものを作成し、紙媒体（カ
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ラー印刷）及びデータ（ＰＤＦ及び改変ができるデータ）をＣＤ－Ｒなどの記録媒体

に保存したものを納品すること。 

マニュアルの納品部数については、紙媒体、記録媒体ともに３セットとする。 

記録媒体については、ウイルスチェックを行ったうえで納品すること。 

 

（３）運営計画の策定、実施 

受注者は、本契約を履行するに当たり、円滑に業務を推進するための運営計画を事前に

策定し、発注者の承認を得て実施すること。運営計画には、次の項目を必ず含めること。 

ア 工程表 

事前の各種確認、申請、調整、制作、搬入、設営の工程表を作成すること。 

イ 緊急事態に備えた対応 

設置工事時等に緊急事態が発生した場合の具体的な連絡体制等を示したフロー図を作

成すること。また、受注者の全スタッフに周知すること。 

ウ 作業時間 

  科学館での作業時間は、本市職員の就業時間（AM9：00～PM5：30）とする。ただし、

休日（土・日・祝）及び前記時間以外に作業を行う必要がある場合は、事前に承諾を受

けなければならない。 

（４）開館準備期間の確保 

   施設の運営は別途募集することを予定している。令和４年２月以降、運営者に展示物の

操作などの引継を行うこと。 

 

６ 提出物 

（１）完了届１部 

（２）竣工図 紙ベース３部  電子データ（ＣＤ－Ｒなどの記録媒体）３部 

（３）展示内容にかかるマニュアル 紙ベース３部 電子データ（ＣＤ－Ｒなどの記録媒体）

３部 

（４）工程写真 

（５）その他本市が必要と認めるもの 

 

７ その他 

（１）受注者が業務を遂行するにあたっての現地実測、図面作成等、その他必要となる経費は

契約金額に含まれるものとし、発注者は契約金額以外の費用を負担しない。 

（２）受注者は、業務委託の実施内容について発注者と事前に打合せを実施し、発注者の確認

を受けること。 

（３）受注者は、発注者から本業務に必要な資料の貸与または提供を受けることができる。そ

の際は、当該資料の内容を他に漏らしてはならず、業務完了後は速やかに発注者へ返却

すること。ただし事前に発注者が承認した場合はこの限りではない。 

（４）再委託について 

ア 受注者は委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判

断等については、再委託することはできない。 

イ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再

委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

ウ 受注者は、上記ア及びイに規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者

の承諾を得なければならない。なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を
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再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。 

エ 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確

にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しな

ければならない。なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく

停止措置の期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外

措置を受けている者であってはならない。 

（５）建築、電気、機械設備工事と作業時期が輻輳するため、履行場所での作業等については

別途調整する。 

（６）本仕様書に記載のない事項及び業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、その都度発注

者と協議を行うこと。 

 

 

８ 担当部署 

〒559-0034 大阪市住之江区南港北２－１－１０  

ＡＴＣビルＩＴＭ棟６階 

大阪市建設局下水道部調整課 （担当：越智・田中） 

電話 06－6615－7586  

Fax  06－6615－7690 

  メールアドレス la0086@city.osaka.lg.jp 

mailto:la0086@city.osaka.lg.jp

