
「令和４年度 男女共同参画普及啓発事業」業務委託仕様書 

 

１ 事業目的 

本市では、大阪市男女共同参画推進条例第 11 条において「本市は、男女共同参画に関

する市民等の理解を深めるため、広報活動、意識の啓発、情報の提供その他の必要な措置

を講ずるものとする」としている。 

男女共同参画の施策を進めるにあたっては、市民の生活に密接にかかわる地域での取

組が極めて重要であり、地域団体・NPO・企業等地域社会の多様な担い手による協働や、

地域の特性・実態に応じた取組みを進めることが求められている。 

本事業は、男女共同参画施策に関する情報を発信し、生活の身近な場面で男女共同参画

の重要性の理解を広めることを目的に、ウェブやデジタルサイネージ等のデジタルコン

テンツを活用したうえで、各区と連携した啓発等を実施する。 

 

２ 契約期間 

契約締結日から令和５年３月 15 日 

 

３ 事業内容 

（１）各区と連携した啓発 

   広く区民が利用する施設（区役所等）や区民を対象とした事業（区民まつり等）にお

いて、区と連携した啓発を企画し、実施する。 

 

＜参考＞令和３年度実施実績 

       ・啓発パネル展示 

 

① 実施する区 

24 区 

※但し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、実施を希望しない区があ 

った場合、当該区については調整のうえ実施しないとする場合がある。 

 

② 啓発テーマ 

男女共同参画について、親しみやすく身近で効果的なテーマを、社会情勢を踏まえ

３つ以上から各区が選択できるようにすること。また、テーマのうち、少なくとも１

つは、24 区へのアンケート結果で希望があった次のア～シの中から選択し、「男女共

同参画の視点」で啓発内容を考えること。なお、区ごとのテーマについては、受注者

決定後、発注者が各区との調整により決定し、受注者に指示する。 

 



ア．「新型コロナウイルス感染症による社会環境変化」 

イ．「コロナ禍における DV・児童虐待」 

ウ．「固定的性別役割分担意識」 

エ．「育児・家事・介護の分担」 

オ．「ひとり親家庭」 

カ．「国際社会における男女共同参画」 

キ．「インターセクショナリティ」 

ク．「隠れた貧困」 

ケ．「ＳＤＧｓ」 

コ．「高齢者の人権」 

サ．「こどもの人権」 

シ．「障がい者の人権」 

 

  ＜参考＞過去のテーマ 

      「家事シェア」、「男女共同参画の視点からの防災」、「ドメスティック・バイオ    

レンス（DV）」、「児童虐待の防止」、「女性の活躍促進」、「男性にとっての男女

共同参画・子育て」、「ジェンダー平等」、「男性の家事・育児」 

 

（２）各区への啓発動画の提供 

    各区ホームページへの掲載や小型デジタルサイネージ等での放映を行うための啓 

発動画を、各テーマにつき１作品以上作成し、提供すること。   

   

 ①提供する区 

   24 区 

 

 ②啓発テーマ 

  （１）の②に同じ。 

 

（３）「女性に対する暴力をなくす運動」の期間における啓発 

   11 月 12 日から 11 月 25 日の「女性に対する暴力をなくす運動」の期間に、ホームペ 

   ージやＳＮＳ等の各種広報媒体を活用した啓発や、イベント等を企画し、実施する。 

 

  ＜参考＞令和３年度実施実績 

      ・クレオ大阪東部館にて、ＤＶと児童虐待に関連する映画を上映。同映画の監 

督・脚本・主演を務める上西雄大氏と甲南女子大学教授である友田尋子氏の 

トークセッションを実施。 



 ①開催場所 

  大阪市内 

 

②啓発テーマ 

啓発内容については、「女性に対する暴力をなくす運動」に関する親しみやすく身近

なものとすること。 

 

（４）企業・団体等と連携した啓発 

  企業・団体等と連携した啓発を企画し、実施する。 

 

  ＜参考＞令和３年度実施実績 

      ・令和３年 12 月上旬から令和４年３月下旬まで、阪急及び阪神電車の特別企 

       画列車「SDGs トレイン 未来のゆめ・まち号」に上記の啓発動画に関連し 

       た啓発ポスターを掲示。 

 

 ①開催場所 

  大阪市内 

 

 ②啓発テーマ 

啓発内容については、「男女共同参画」に関する親しみやすく身近なものとすること。 

  

 

（５）市民参加型の啓発 

    市民が主体となり参加できる啓発活動を企画し、実施する。 

   

   ＜参考＞令和３年度実施実績 

      ・男女共同参画キャッチフレーズ募集 

       市民参加型コンテストとして、令和３年 11月１日から令和４年２月 27 日    

       の期間、「男女共同参画キャッチフレーズ」の募集を実施（応募件数 128 件）。 

  

①実施対象者 

  大阪市内在住・在学・在勤者 

 

②啓発テーマ 

（４）②に同じ 

 



４ 共通事項 

  

 ３の各事業実施ついて、次のとおり共通事項を定める。 

 

①事業の実施 

・実施内容や広報・周知方法については、企画提案の内容や新型コロナウイルス感染症

拡大等の状況を踏まえ、契約後に発注者と協議のうえ決定した内容に基づき決定す

ること。 

・事業の実施や広報展開にあたっては、ウェブやデジタルサイネージ等のデジタルコン

テンツを活用すること。なお、本市や男女共同参画センターのホームページやＳＮＳ

との連携については、契約後に発注者と調整すること。 

・展示や出展に使用する会場等の申込みは、受注者が行うこと。 

・受注者は、使用する施設の管理者や参加するイベントの実施主体と連携・協議を行う

こと。 

・ホームページの開設、会場設営・撤収や受付等、事業の運営管理は、施設の管理 

者、イベントの実施主体と調整のうえ、受注者が実施すること。 

・使用する施設や参加するイベント等のルールに従い、対面で実施する場合は、安全面

や新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮する等、市民が参加しやすい環境を整え

ること。 

・事業報告書掲載用に、実施した事業の状況が分かる写真撮影をすること。 

・会場使用料や各種機材のレンタル料、人件費等事業に必要となる一切の費用は、委託

料に含む。 

・受注者が実施する事業にあわせて、発注者が用意した本市施策等の資料配布・設置 

を行う場合がある。 

 

 ②動画等啓発物の作成 

  ・事業の実施や広報のために作成する動画等の内容、企画の詳細やデータ形式等その他 

の事項については、契約後に受注者と発注者で協議のうえ決定する。 

  ・本事業において作成した全ての動画を、CDもしくは DVD メディアに事業ごとで格納 

したものの提供すること。また、発注者は受注者に、本事業において作成した動画以 

外の啓発物についても、データ等の提供を求めることができる。 

  

 

５ 成果目標（成果の評価指標と達成数値）について 

「３ 事業内容」に見合う評価指標としての項目、達成数値及び成果目標のカウントの方 

法について、企画提案書で提案した内容で設定し、事業を実施すること。 



６ 実施計画書等必要資料の作成及び提出 

（１）実施計画書（事業内容、全体スケジュール等）を提出すること。 

計画書には、各事業について、実施場所、実施時期、手法、成果目標等の企画内容 を

具体的に記載すること。 

（２）企画内容については、多くの市民が興味を持ち参加が期待できるものとすること。 

（３）企画内容について受注者の都合による変更は認めない。 

 

７ 事業報告 

（１）成果目標に対する効果の分析等仕様書に定めた内容（提案に基づくものを含む）の実

施状況、結果等について事業報告書にまとめること。提出のあった事業報告書につい

て、ヒアリングを行う場合がある。 

（２）本委託業務の収支を明らかにし、「（１）各区と連携した啓発」については、区ごとに

算出し報告すること。 

（３）各事業において、どこでどのような事業を実施したのか分かる当日の写真を撮影し、

事業報告書に添付すること。 

 

８ 経費について 

業務完了後、発注者の検査を経て、業務完了報告に基づき受注者の請求により支払うこ 

ととする。 

 

９ 実施にあたっての留意事項 

（１）政治的・宗教的中立性を確保して実施すること。 

（２）本業務に関連して参加者から入手した個人情報については、大阪市個人情報保護条例

（平成７年大阪市条例第 11 号）に基づき、適切に管理し、本業務に関連する用途以外

に使用しないこと。 

 

10 再委託について 

（１）受注者は、本業務委託の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部

分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、「主たる部分」とは、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を

いい、受注者はこれを再委託することはできない。 

（２）受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理等の簡易な業務の

再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

（３）受注者は、（１）及び（２）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。 

（４）地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的

が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、

発注者は、（３）に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３

分の１以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。 

ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、

又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限り

ではない。 

（５）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。 

 

11 関係法令の遵守 

受注者は、雇用等を行った労働者の使用者として、労働基準法、労働者災害補償保険法、

労働安全衛生法、最低賃金法その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の

責任を負い、かつ責任をもって労務管理を行うこと。 

 

12 障がいのある人への合理的配慮の提供 

受注者は、本業務が本市の事務又は事業を実施する事業者であることから、障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）に基づき大阪市が定め

た「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応  要領」を踏ま

え、過重な負担が生じない範囲で、障がいのある人が障がいのない人と同等の機会が確保

できるよう環境への配慮に努めるとともに、障がいのある人の権利利益を侵害すること

とならないよう、個々の場面において必要とする社会的障壁の除去について、合理的な配

慮の提供に努めなければならない。 

 

13 その他 

（１）業務の進行にあたっては、発注者と十分に協議して実施すること。 

（２）本委託で生じる成果物の所有権・著作権については、大阪市に帰属する。 

（３）本業務の実施にあたって必要な経費は、すべて受注者が負担すること。 

（４）発注者から業務改善を指摘された場合は、必要な措置を取りその改善対策の報告をし

なければならない。また、その経過及び改善対策方法の報告書を作成し、指定された

期日までに提出しなければならない。 



（５）本仕様に定めのない事項及び当該事業遂行中に疑義が生じた場合を含め、業務の遂行

にあたっては発注者と綿密な連絡、報告、協議を行い、発注者より指示等があれば遵

守すること。 

（６）具体的な事業打ち合わせは、契約締結後に行い、３の各事業実施前に打ち合わせを行

うこととし、進捗については毎月 10 日までにメールにて報告を行うこと。毎月の進

捗報告についての形式は自由とするが、仕様書に定めた内容（提案に基づくものを含

む）の実施状況、結果等について報告書に記載すること。 

 

14 担当 

大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 

〒530－8201 大阪市北区中之島 1－3－20 

TEL:06-6208-9156 FAX: 06‐6202‐7073 

  



公益通報等にかかる特記仕様書 

 

 

（条例の遵守） 

第１条 受注者および受注者の役職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職

務の執行の確保に関する条例」（平成 18 年大阪市条例第 16 号）（以下「条例」という。）

第５条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第２条 受注者は、当該業務について、条例第２条第１項に規定する公益通報を受けたとき

は、速やかに、公益通報の内容を大阪市市民局総務部総務担当（連絡先：06－6208－7311）

へ報告しなければならない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した

者から、条例第12条第１項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を

大阪市市民局総務部総務担当（連絡先：06－6208－7311）へ報告しなければならない。 

３ 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法

又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに大阪市市民局総務部総務

担当（連絡先：06－6208－7311）に報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基

づき行う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係

る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又

は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約（協定）を解除する

ことができる。（指定管理者の指定を取り消すことができる。） 

 

 

  



グリーン配送に係る特記仕様書 

 

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車で

ある、大阪市グリーン配送適合車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しな

ければならない。 

 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリ

ーン配送適合車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動

車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。 

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を

使用する場合はこの限りではない。 

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付するこ

と。 

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の

提示を求めた場合には、協力すること。 

 

 

 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM 法）」に定める窒素酸化物排出基

準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 

 

大阪市グリーン配送に関する問合せ 
 
大阪市環境局環境管理部環境管理課 
 自動車排ガス対策グループ 
電 話：０６－６６１５－７９６５ 


