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かすみがうら市第４次男女共同参画計画策定業務委託仕様書 

 

 

１ 総 則 

本仕様書は、かすみがうら市（以下「市」という。）が委託する「かすみがうら市第４次男女共同参

画計画策定業務」（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

２ 目的 

本市では「当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（市町村男女共同参画計画）」である、かすみがうら市第３次男女共同参画計画に基づき「固

定的性別役割分担の解消に向けた啓発」「女性の活躍と社会への参画促進」「仕事と生活の調和の推進」

の３つの重点項目を掲げ、「男女 共に生き ふれあい育む豊かなまちを目指して」を基本理念として

施策を推進してきた。 

この度、本計画の計画期間が終了するため、新たな計画の策定が求められているところである。 

「かすみがうら市第４次男女共同参画計画」の策定にあたっては、男女共同参画をめぐる世界的な

潮流であるＳＤＧｓゴール５ジェンダー平等の実現を目指した取り組みを盛り込むとともに、新型コ

ロナウイルス感染症により変わりゆく生活様式のなかで市が取り組むべき課題に的確に対応していく

ことが必要である。 

本業務は、これらの新たな課題を踏まえながら、令和６年度～令和１０年度の５年間を計画期間と

する「かすみがうら市第４次男女共同参画計画」の策定を目的とする。 

 

３ 準拠する法令及び規則 

本業務は、当該仕様書に定めるもののほか、上位計画等との整合に留意し、次の各種法令規則に準

拠して行うものとする。 

（１）男女共同参画社会基本法 

（２）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（４）第２次かすみがうら市総合計画  

（５）かすみがうら市契約規則 

（６）その他関係法令及び規則 

 

４ 作業計画 

（１）本業務の着手に先だち受託者は、主任技術者を定め、市の承認を得るとともに、作業工程表 

その他必要な書類を提出して市の承認を受けなければならない。 

（２）主任技術者は、本調査の技術業務に関する一切の事項を処理するものとする。 

 

５ 協 議 

本仕様書に定めのない事項、または作業の過程において仕様書の内容若しくは解釈について変更・

疑義を生じた場合は、市と受託者が協議して市の指示に従って作業をするものとする。 

 

６ 責 務 

（１）本業務に必要な既存資料は市が貸与するが、貸与資料について破損紛失等重大な過失を生じ 

た場合は、受託者がその責任を負うものとする。 

（２）貸与資料の保管には十分注意し、資料の内容または本調査の過程及び結果から知り得た情報 

等について市の許可なく公表してはならない。 
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７ 履行期間 

本業務の履行期間は契約締結の翌日から令和６年３月２９日までとする。 

 

８ 業務範囲 

本業務の対象範囲は、かすみがうら市全域を対象とする。 

 

９ 業務内容 

本業務は、下記の項目について業務を遂行するものとする。 

 

【令和４年度】 

１．各種調査 

①市民アンケート 

市民を対象に男女共同参画計画に係るアンケート調査を実施する。対象者は無作為に抽出した市 

民 2,000人とし、郵送による配付・回収により実施する。対象者の無作為抽出は委託者が行う。 

アンケート回収率はおおむね 40％を想定する。 

 

１）アンケート調査票の設計（WEBフォーム作成） 

  平成２８年度に実施している現計画に係るアンケート調査を基本としつつ、かすみがうら市民 

 の実情や男女共同参画をめぐる新たな課題を踏まえ、計画策定にあたって十分な市民意識・市民 

 ニーズを的確にとらえるアンケート調査となるよう、市と協議し、調査票の案を作成すること。 

  併せて、全体の回収率向上を目指し、ＷＥＢでも回答していただくので、ＷＥＢ入力フォーム 

 を作成すること。 

    〇部数  ２，０００部 

    〇用紙  Ａ４中綴じ８ページ（挨拶文を含む） 

    〇封筒  往信用 角２封筒 返信用長３封筒を使用 

 

２）調査票の印刷・発送準備・回収 

   アンケートの発送から回収までのスケジュールを立案し、アンケート調査票及び封筒（往信 

  用・返信用）の印刷、封入・封緘・ラベル貼り・アンケートの発送準備、手続きなどについて 

  事務局を支援し、調査票の回収を行うこと。なお、発送に伴う費用及び回収に伴う費用につい 

  ては受託者が負担する。 

   アンケートの回収率はおおむね４０％を想定する。 

 

３）集計・解析・報告書の作成 

   回収した調査票について、入力・集計を行うこと。集計については、単純集計とともに、属 

  性とのクロス集計を行い、結果の解析を行うこと。 

   調査結果については、計画に反映しやすいよう、報告書としてまとめること。 

 

②シンポジウム等開催支援 

 かすみがうら市第４次男女共同参画計画の策定に際し、市内外に広くジェンダー平等の機運を醸 

成していくことを目的として、シンポジウムを開催することとし、受託者はシンポジウムの企画及 

び運営支援を行うこと。 

具体的には、基調講演及びパネリスト数名によるパネルディスカッションなどを企画し、そのＰ 

Ｒのためのリーフレット・ポスターなどの宣伝資料を作成すること。 

 

③職員向け意識啓発支援 

  計画策定についての周知及び職員向けの意識啓発を図るため、男女共同参画に係る啓発セミナー 
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 を実施することとし、受託者はセミナーの企画及び運営支援を行うこと。 

 

２．会議運営支援・打合せ 

１）打合せ協議 

   市と受託者は業務を円滑に遂行するにあたり、適時打合せ協議を行うものとする。令和４年度 

  は３回程度の打合せを実施する。 

 

【令和５年度】 

１．各種調査 

①現況調査・課題整理 

かすみがうら市を取り巻く動向、男女共同参画を取り巻く動向を整理するとともに、本市の地域 

特性を把握するため市の現況や、令和４年度実施したアンケート結果等から市民意識について整理 

・解析し、課題を抽出する。 

   〇男女共同参画における国内外及び本市の動き 

   〇上位計画の動向（国・県計画における男女共同参画基本計画、総合振興計画） 

   〇本市の現況（人口・産業等） 

   〇市民意識調査・職員意識調査・結果からの市民意識の整理及び解析 

   〇本市における男女共同参画施策の推進状況 

 

②現行計画の達成度状況調査 

  かすみがうら市第３次男女共同参画計画の達成度状況から、施策がどの程度推進されてきたかを 

把握するため、現計画の達成度状況調査を実施、その取りまとめを行う。 

 

２．推進計画（案）の策定 

①各課原案帳票調査 

  各課原案調査を実施し、施策を吸い上げるとともに、かすみがうら市第４次男女共同参画計画の 

素案・原案を作成する。 

 

②素案・原案の作成 

１）計画の内容（基本理念・目指す将来像・基本目標・施策の体系・施策の展開など） 

 現行計画の基本的な考え方を前提としながら、市民意識調査、本市を取り巻く社会情勢の変化な 

どを踏まえ、見直しの視点を整理し、基本理念、目指す将来像、基本目標等を策定すること。 

 また、国、県計画の重点項目などを踏まえながら、施策体系を作成すること。 

 「施策の展開」は、基本理念及び目指す将来像を実現するため、基本目標ごとに、具方針を示す 

こと。 

２）素案・原案の作成 

  かすみがうら市第４次男女共同参画計画の素案及び原案を策定するとともに、市民の意見を反映 

させるため、パブリックコメント用資料を作成すること。 

 

３．会議運営支援・打合せ 

１）かすみがうら市男女共同参画推進委員会（以下「推進委員会」という。） 

  学識経験者等で構成される推進委員会を令和５年度に３回程度開催する。受託者は推進委員会資 

料原稿の作成と会議支援、議事要旨の作成を行う。 

２）男女共同参画推進会議（以下「推進会議」という。） 

  庁内組織として関係部長で構成される推進会議を２回程度開催する。推進会議は推進委員会に諮 

 る議案について検討することとし、受託者は会議資料原稿を作成すること。（推進会議の出席及び議 

事録の作成は含まない） 
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３）打合せ協議 

  市と受託者は業務を円滑に遂行するにあたり、適時打合せ協議を行うものとする。令和５年度は 

 ３回程度の打合せを実施する。 

 

４．計画書のとりまとめ・印刷 

  計画書の印刷及び概要版の印刷原稿を作成し、印刷製本を行うこと。印刷原稿作成にあたっては、 

 市民に親しみやすい、わかりやすいデザイン、計画の趣旨を適確に表現するよう留意すること。 

 

１０ 成 果 品 

本業務の成果品は次のとおりとする。 

１．かすみがうら市第４次男女共同参画計画             ２００部 

  ・Ａ４版無線綴じくるみ製本  

本文 4色 60～180頁、マットコート紙 90㎏／表紙４色、マットコート紙 135kg 

２．かすみがうら市第４次男女共同参画計画概要版       １４，０００部 

  ・Ａ４版４色８頁、マットコート紙 110㎏ 

３．調査報告書・原稿データ（CDR-W）    一式 

 

１１ 成果品の帰属 

  本業務で得た全ての成果品の所有権、著作権、利用権は、かすみがうら市に帰属するものとし、 

 市の承諾を受けずに他に公表し、譲渡・貸与等してはならない。 

 

１２ 検 査 

業務完了後、所定の成果品について市の検査を受け、この合格を得て完了とし、成果品の引き渡

しを行うものとする。 

 

１３ 納入場所 

本業務の成果品は、かすみがうら市市民部市民協働課に納入するものとする。 

 

１３ その他 

（１）受託者は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、機密の保持及び情報の管理を

適正に行わなければならない。 

 （２）本業務が完了と認められた後であっても、成果品に誤りが発見された場合は、受託  

者の責任において処理するものとする。 
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別記  

個人情報取扱特記事項  

 

この契約により、かすみがうら市（以下「甲」という）と業務の委託を受けた者（以下「乙」と

いう。）は、この契約による業務（以下「本業務」という。）の遂行における個人情報の取扱

に関し、次のとおりとする。 

（目的） 

第１条 本書は、本業務の委託に当たって甲が乙に預託し、又は乙が収集する個人情報

の適切な保護を目的として､乙における個人情報の取扱条件を定めるものである。  

（定義） 

第２条 本書において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情

報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号、又は画像若しくは音

声により特定の個人を識別することのできるもの（当該情報のみでは識別できないが、他

の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をい

う。 

（管理部署及び管理者） 

第３条 乙は、本書末尾記載の様式（以下「本様式」という。）に基づく書面により、個人

情報の管理部署及び管理者等を甲に通知しなければならない。  

２ 乙が前項の管理部署及び管理者等を変更しようとするときは、本書式により遅滞なく甲

に通知しなければならない。 

（個人情報の収集） 

第４条 乙は、本業務遂行のため個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、そ

の目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければな

らないものとする。 

２ 乙が前項の規定に基づき個人情報を収集し、それに伴い本人の同意を得る必要があ

る場合には、乙の責任においてこれを取得するものとする。  

（秘密保持及び第三者への情報提供の禁止） 

第５条 乙は､個人情報を秘密に保持し、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者に

開示又は提供してはならない。 

２ 乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取扱わせてはならない。  

３  乙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取扱う従業員に対し、その在職中

及びその退職後においても、個人情報を秘密に保持するよう義務づけるものとする。  

４ 乙は受託業務が終了し、または解除された後においても、前３項の義務を負うものとす

る。 

（目的外使用の禁止） 

第６条 乙は､個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。  

（複写又は複製の禁止） 

第７条 乙は､甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製し

てはならない。但し、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの

限りではない。 

（個人情報の管理） 

第８条 乙は､個人情報を取り扱うにあたり、個人情報に対する不正アクセス又は個人情

報の紛失、破壊、改竄、漏洩等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければなら

ない。 

２ 乙は、甲の指示に従い、個人情報を正確かつ最新の状態で保管するものとする。  

３ 前二項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙はこれに従わなければなら
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ない。 

４ 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を

調査することができる。 

５  甲が、個人情報の管理方法について乙に改善を申し入れた場合、乙はこれに従わな

ければならない。 

（返還等） 

第９条 乙は、甲から要請があったとき又は本業務が終了したときは、個人情報が含まれ

るすべての物件（これを複写又は複製したものを含む。）を直ちに甲に返還し又は引き渡

すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能

な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。但し、甲から別途に指示があるとき

はこれに従うものとする。 

２ 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別で

きないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。  

（記録） 

第１０条  乙は、個人情報の受領、管理、使用、提供、複製、返還及び消去についての

記録を作成し、甲から要求があった場合には、当該記録を提出し、必要な報告を行うも

のとする。 

２ 乙は、前項の記録を各本業務の終了後３年間保存しなければならない。 

（再委託） 

第１１条  乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、本業務を第三者に再委託

してはならない。 

２ 乙が前項に基づく甲の承諾を得て本業務を第三者に再委託する場合は、十分な個人

情報の保護水準を満たす再委託先を選定するとともに、当該再委託先との間で本書と

同等の内容の契約を締結し、その写しを甲に提出しなければならない。  

３ 前項の場合といえども、乙は本覚書に基づき乙が負担する義務を免れない。  

 

 

（事故） 

第１２条  乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、

漏洩等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は直ち

にその旨を甲に報告し、甲の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとする。なお、

当該措置を講じた後直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を

書面により甲に提示しなければならない。 

２ 前項の事故が乙の本書の違反に起因する場合は、乙は、前項のほか、当該事故の拡

大防止や収拾ために必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。  

３ 乙は、甲の指示による当該事故の拡大防止や収拾ために必要な措置について乙の責

任と費用負担で講じるものとする。 

（損害賠償等） 

第１３条  前条の事故が乙の責に帰すべき事由により発生し、甲が第三者から損害賠償

請求その他の請求を受け又は第三者との間で紛争が発生した場合においては、乙の負

担でこれらに対処するものとする。 

２ 前項の場合甲は乙に対し、その解決のために要した費用（損害賠償金を含むがこれに

限定されない）を合理的な範囲で求償することができる。 

３ 前項の求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。  

（解除） 

第１４条  乙が本書に違反し、甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、

乙がこれを是正しないときは、甲は、乙への通知により基本契約又は基本契約に基づく
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本業務に関する個別契約の全部又は一部を解除する  

ことができる。 

（有効期間） 

第１５条  本書は締結日に発効し、本業務終了時まで有効とする。但し、第５条、第１０条、

第１２条及び第１３条の規定は、本書終了後といえども有効に存続する。  

（その他） 

第１６条  この個人情報取扱特記事項に規定するものほか、市長が必要と認めて指示す

る場合は、その指示に従うものとする。 
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（様式） 

 

 

管理部署及び管理者通知書  

 

かすみがうら市長  

 

 

（乙） 

 

（住所） 

（氏名）                         ○印  

 

 

「個人情報取扱特記事項」第３条に基づき、個人情報の管理部署及び管理者について

下記の通り通知いたします。 

 

 

記  

 

管理部署名   

管理者役職   

管理者氏名   

管
理
者
連
絡
先 

住   所   

電話番号   

ＦＡＸ番号   

E-Mail アドレス  

 

 

 

 

 

 

 


