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令和４年度働き方改革推進・企業情報ＰＲ事業業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

令和４年度働き方改革推進・企業情報ＰＲ事業業務委託 

 

２ 委託業務の目的 

「働き方改革」によってワークライフバランスを確保することは、仕事に対する社員の意識やモ

チベーションを高めるとともに、生産性の向上効果が期待されている。また、働きやすい職場環境

は、就職活動中の大学生が就職先選びにおいて重要視するポイントと言われている。 

そこで、新規学卒予定者をはじめとした求職者向けに、働き方改革の取組に重点を置いた企業情

報冊子を作成し配布することにより、働きやすさへの取り組みの観点から岡山市内企業の魅力を発

信し、岡山市内企業の人材確保へ結びつけるために本事業を実施する。 

 

３ 履行期間 

   契約締結の日から令和５年３月３１日（金曜日） 

 

４ 委託業務の内容 

(1) 掲載企業の募集・選定 

(2) 企業情報冊子の作成 

  ア 冊子の名称は「ＯＫＡＹＡＭＡ ＣＯＭＰＡＮＹ ＧＵＩＤＥ ２０２４」とすること。 

  イ ７，０００冊作成すること。 

  ウ 以下の(ｱ)～(ｶ)のコンテンツで冊子を制作すること。(各項目の詳細は５(2)で後述) 

(ｱ) 目次 

(ｲ) 働きやすい職場環境づくりに取り組む企業の特集記事 

(ｳ) 岡山市内で働く魅力を伝える記事 

(ｴ) 働きやすさへの取り組みに関する用語を説明する記事 

(ｵ) 企業情報記事 

    (ｶ) その他のページの作成 

 (3) 大学等への冊子の配送 

  (4) オープンデータで公開するための掲載企業一覧データ（CSVデータ） 

  (5) 事業実施報告書の作成 

 

５ 委託業務の留意事項 

(1) 掲載企業の募集・選定 

ア 掲載企業については、受託者によりホームページ等での公募を実施し、全掲載企業のうち、

中小企業基本法で定義される小規模企業と中小企業を合わせて８割以上となるようにするこ

と。 

イ 対象企業は、下記の(ｱ)又は(ｲ)を満たし、(ｳ)から(ｹ)の全てを満たす企業（このときの企業

とは、会社法上の企業、社会福祉法人、医療法人、財団法人のことを指す）とする。 

(ｱ) 岡山市内に本社がある企業 

     (ｲ) 岡山市外本社であるが、以下の a～d を全て満たす企業 

a 岡山市内に一定規模以上の事業所（※）があること。 
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※一定規模以上の事業所とは、従業員数２１人（商業・サービス業は６人）以上の事

業所 

b 岡山市内を就業地とした、2024 年３月卒の新規学卒者を対象とした正社員の求人が見

込まれること。 

c 採用窓口が岡山市内の事業所であること。 

d 最初の面接が岡山市内で行われること。 

     (ｳ)  正社員の求人が見込まれること。 

     (ｴ) 企業情報の全掲載項目を提供できること。 

     (ｵ) 作成した企業情報が冊子として様々な場で配布されるとともに、Ｗｅｂ上で公開される

こと及び全掲載項目がオープンデータで公表されることについて合意できること。 

 (ｶ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２ 

号に規定する暴力団に該当しないこと。 

(ｷ) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平

成１５年法律第８３号）第２条第３号に規定するインターネット異性紹介事業を営む者で

ないこと。 

(ｸ) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てが

なされている者（更生手続き開始の決定又は再生手続き開始の決定を受けている者を除

く。）でないこと。 

(ｹ) その他、本事業の趣旨を損なうおそれがあると認められる企業でないこと。 

       ウ 公募期間内に集まらない場合は受託者において積極的に声掛けし企業を募ること。 

    エ 特集記事掲載企業の選定については、上記要領で公募後に岡山市で決定した選定基準に基

づき行うこと。 

(2) 企業情報冊子の作成 

ア 表紙 

 (ｱ)  特集記事掲載企業に在籍する若手社員（採用後概ね５年以内）の集合写真を使用するこ

と。 

 (ｲ)  様々な業種があることを視覚的に印象付けるため、若手社員の服装は勤務中に着用して

いるものとし、企業数及び社員数等は岡山市と協議の上決定すること。 

イ 目次 

 (ｱ) 見開き２ページで作成すること。 

 (ｲ) 特集記事掲載の企業はその旨が分かるよう工夫すること。 

ウ 働きやすい職場環境づくりに取り組む企業の特集記事 

(ｱ) １社見開き２ページで作成すること。 

(ｲ) 働きやすい職場環境づくりの取り組みが分かりやすく伝わるレイアウトを岡山市と協議

の上、作成すること。このとき、読者が読みやすいように、端的な文章で表現するよう工

夫すること。 

(ｳ) 掲載企業は１０社とし、公募により募集することとする。このとき、公募に応募する

企業が１０社に満たない場合は、岡山市と対応について協議すること。 

(ｴ) 公募に際しては岡山市と協議のうえ作成した公募用申請フォーマット（電子データ）

を使用すること。 

(ｵ)  ５(2)ウ(ｴ)で受付し収集した申請情報を受託者にて整理し、岡山市が円滑に審査す
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ることができるよう審査資料を作成し、岡山市と協議した指定期日までに提出すること。 

(ｶ) 記事の制作にあたっては、全企業を訪問取材すること。このとき、写真を撮影するとと

もに社員の生の声を聞き取ること。また、働きやすい職場環境づくりへの取り組みとして

重点的に実施しているものについて、分かりやすく記載するよう工夫すること。 

(ｷ) 訪問取材に際しては、事前に取材方針及び日程について岡山市と協議してから実施す

ること。 

エ 岡山市内で働く魅力を伝える記事 

 (ｱ) 見開き２ページ程度で作成すること。 

(ｲ) 岡山市で働く魅力について、首都圏や関西圏との比較等データを用いるなどして、分 

かりやすく説明し、説得力のある記事を作成すること。 

オ 働きやすさへの取り組みに関する用語を説明する記事（見開き２ページ程度） 

働きやすい職場環境づくりの取り組みをライフステージと関連づけるなど、新規学卒予定

者等求職者が自分にとっての働きやすさとは何かを考えるきっかけとなる記事とすること。 

   カ 企業情報記事の作成 

    (ｱ) １社１ページとすること。 

    (ｲ) 掲載企業は２００社以上とする。 

    (ｳ) 企業情報記事のレイアウトの作成 

a 令和３年度働き方改革推進・企業情報ＰＲ事業で使用したものを基本とするが、掲載

項目等については、岡山市と協議を行い確定させるため、若干の変更があると想定する

こと。令和３年度働き方改革推進・企業情報ＰＲ事業で使用したレイアウトは岡山市か

らデータを提供する（イラストレータ アウトライン有）。各項目内容及び定義は別紙１

のとおり。なお、令和３年度作成の冊子については、仕様書交付期間中に産業振興・雇

用推進課にて配布する。 

b 職場の雰囲気や仕事内容が伝わる写真を２枚以上掲載すること。すでに企業ホーム

ページに掲載している写真は不可とする。その他、岡山市の事業に相応しくないと判断

した写真は掲載不可とすることがある。 

     (ｴ) 参加企業の公募及び企業情報の収集 

      a 参加企業は公募とすること。 

b 公募に際しては岡山市と協議のうえ作成した申請フォーマット（電子データ）を使用

すること。その際、当該申請フォーマットには冊子掲載用の写真も挿入し提出させるこ

と。 

c  電子データで申請された情報は、事実の誤りや不適切な表現がないか、必ず受託者に

おいて厳重に確認し校正すること。誤りを発見した場合には、企業へ確認し修正するこ

と。 

  d 電子データで申請された情報をもとに紙面を制作し、岡山市へ送付し確認を受けると

ともに、申請企業に提示し内容の確認を得ること。また、写真の画質、誤字脱字、文字

切れの有無、アイコンの誤り等について必ず受託者において確認すること。このとき紙

面の確認方法は、５(2)カ(ｳ)のレイアウトにより出力したものを、完成サイズ（実寸大）

でフルカラー印刷したものを提出するものとし、10 社程度完成するごとに岡山市へ提出

すること。 

キ その他のページの作成 

以下のページを作成すること。 
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(ｱ)  働きやすさへの取り組みに関する項目（用語）を説明するページ 

(ｲ)  五十音順の索引ページ 

(ｳ)  企業研究や自己分析などの方法を掲載したページ 

(ｴ)  特集企業の位置を地図上に示したページ 

(3) 大学等への配送 

         完成した冊子を配送先へ令和４年１２月２３日（金曜日）までに到着するよう、持参、送

付すること。配送先、配送数については別紙２のとおりとする。また、委託期間中に、送付

先機関より追加で必要との連絡があった場合には、岡山市に確認の上、受託者で対応するこ

と。 

(4) 掲載企業一覧データ 

５(2)カ(ｴ) で受付し収集した申請情報を基に、企業情報を各項目別に出力した CSV データ（二

次利用可能な形でオープンデータに対応したもの）を作成し提出すること。 

 (5) 事業実施報告書の作成 

事業実施報告書には、実施報告、募集企業一覧、参加企業一覧、企業募集様式、冊子配送

先、配送方法、配送冊数一覧、参加企業担当者連絡先一覧、参加企業の意見、途中で辞退し

た企業の辞退理由、事業実施における課題を記載すること。 

 

６ 事業実施に係る提出書類 

   受託者は、本事業を実施するにあたり以下の書類を作成、提出し、岡山市の承認を得なければな

らない。 

  (1) 作業実施計画書（様式なし） 

  (2) 委託業務着手届（ 様 式 １ ） 

  (3) 委 託 作 業 表（ 様 式 ２ ） 

  (4) 業 務 責 任 者 届（ 様 式 ３ ） 

  (5) 課税事業者届出書 

 

 ７ 成果品 

   企業情報冊子と企業情報データを以下の仕様で作成すること。 

  (1) 企業情報冊子 

ア 仕 上 り 寸 法 Ａ列５番 

イ 数 量 ７，０００冊  

ウ 紙 質 表紙：マットコート紙 ニス引き片面（再生紙も可） 

              中身：マットコート紙 （再生紙も可） 

エ 印 刷 表紙：フルカラー 

中身：フルカラー 

オ 無 線 綴 じ 

カ 用    字 原則として平成２２年内閣府告示第２号の常用漢字表へ掲載された漢字を

用いる 

キ 校 正 原則１回 

ク 冊子完成期限 令和４年１１月４日（金曜日） 

ケ 岡山市への納品方法 

持ち運びしやすいように１０冊ずつ結束し、５０冊ごとに段ボール箱に入れて納品する
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こと。 

各段ボール箱には通し番号及び梱包冊子数が表記され、「OKAYAMA COMPANY GUIDE ２

０２４」が入っていることが分かるシールを貼付すること。 

コ 岡山市への納期限・冊数 

令和４年１１月４日（金曜日）：１，０００冊 

   令和５年２月２４日（金曜日）：残り冊子全て 

    ※ 最終的な納品日は岡山市へ確認の上決定すること。 

サ 配送先への納期限・冊数 

令和４年１２月２３日（金曜日）：４，３４０冊 

  (2) 企業情報データ 

    ア 冊子一式のデータを、イラストレーター(アウトライン有)とＰＤＦ(Ｗｅｂ掲載用データ)で

それぞれ作成すること。また、オープンデータで公開するための掲載企業一覧(CSV データ)

を作成すること。 

    イ 納 品 方 法 ＤＶＤ－Ｒに記録し納品すること 

    ウ 数 量 正副２部 

    エ 納 期 限 令和４年１１月２５日（金曜日） 

  (3)事業実施報告書 

    ア 規 格 日本産業規格Ａ列４番（一部Ａ列３番可） 

    イ 数 量 正副２部 

ウ 電 子 資 料 ＤＶＤ－Ｒに記録し納品すること 

    エ 納 期 限 令和５年３月３１日（金曜日） 

 

 ８ 成果品の帰属、著作権等について 

   成果品の帰属、著作権等については、別に定める場合を除き、以下のとおりとする。 

(1) 本事業で作成したすべての作成物の権利は岡山市に帰属するものとし、岡山市の許可無く第三

者に貸与及び公表してはならない。 

(2) 受託者は、委託の目的物が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定す

る著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権（著

作権法第２１条から第２８条までに規定する権利をいい、第２７条、第２８条に定める権利を

含む。）を当該委託の目的物の引渡し時に岡山市に無償で譲渡するものとする。 

(3) 市販の素材集やインターネットなどに限らず、写真・イラストなどの著作物を利用する場合に

は、他人の著作権を侵害しないように十分注意すること。 

(4) 委託の目的物に対し、第三者からの権利の主張、損害賠償請求等が生じたときは、受託者の責

任と負担によりこれを処理解決するとともに、岡山市に損害が生じた場合にはその損害を賠償

しなければならない。 

 

９ 業務委託料の支払い等 

(1) 業務委託料の支払いは業務完了後払いとする。業務実施にかかる費用は、受託者が適宜支払う

こと。 

(2) 備品の購入は認められないので、本事業の実施のために新たに必要となる器具等については、

原則としてリースあるいはレンタルでの対応とすること。 
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１０ 業務実施の条件 

基本的事項 

(1) 本事業で外部協力者（下請業者等）が必要な場合は、岡山市と協議し承認を得ること。 

(2) 岡山市との協議により、提案した内容から実施内容を変更することがある。 

(3) 本事業に従事する者の安全衛生に関する管理については、受託者がその責任において関係法令

等に従って適切に行うこと。 

 

１１ 法令・条例等の適用 

受託者は業務の実施にあたり、次に掲げる法令・条例等を準用し、これを遵守しなければならない。 

(1) 岡山市契約規則(平成元年市規則第６３号) 

(2) 岡山市個人情報保護条例（平成１２年市条例第３４号） 

(3) その他の関係法令 

 

１２ 秘密の保持 

(1) 受託者は、本事業に関し岡山市から受領又は閲覧した資料等について、岡山市の了解なく

公表若しくは使用してはならない。 

(2)  受託者は、個人情報保護の重要性を認識し、業務の実施にあたっては、岡山市個人情報保

護条例（平成１２年市条例第３４号）その他個人情報の保護に関する法令等に基づき、そ

の取扱いに十分留意し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざんの防止その他個人情報保護に

必要な措置を講じなければならない。また、別途「市の保有する個人情報の取扱委託に関

する覚書」を締結すること。 

(3)  受託者は業務遂行中に知り得た事項及び付随する事項は、いかなる理由があっても第三者

に漏らさないこと。業務が終了した後についても同様とする。 

 

１３ 損害の賠償 

本事業遂行中に受託者が岡山市若しくは第三者に損害を与えた場合、又は第三者より損害を受

けた場合は、直ちに岡山市にその状況及び内容を書面により報告し、岡山市の責任に帰すべき事

由によるものを除き、すべて受託者の責任において処理解決するものとする。 

 

１４ 作業経過の報告 

本事業の実施期間中において、受託者は岡山市と緊密な連絡に努め作業を遂行するとともに、

岡山市との協議後は速やかに協議録を提出すること。岡山市は必要に応じて本事業の実施状況を

調査し、又は報告を求めることができる。 

 

１５ 完了検査 

受託者は、契約期間内に全作業工程を完了した時点で、岡山市の定める委託完了届を提出し委

託者の検査を受けるものとする。 



別紙　１



別紙２

郵便番号 住　　　　所 名　　　　称 担　当　部　署 冊数

1 700-8530 岡山市北区津島中一丁目1番1号 岡山大学 キャリア・学生支援室 200

2 700-0005 岡山市北区理大町1番1号 岡山理科大学 キャリア支援センター 400

3 700-8601 岡山市北区津島京町二丁目10番1号 岡山商科大学 キャリアセンター課 200

4 700-8516 岡山市北区伊福町二丁目16番9号 ノートルダム清心女子大学 キャリアサポートセンター 100

5 703-8516 岡山市中区西川原一丁目6番1号 就実大学 キャリアセンター 300

6 701-0197 岡山市北区庭瀬83番地 中国学園大学 就職支援課 200

7 703-8501 岡山市中区平井一丁目14番1号 山陽学園大学 キャリアセンター 150

8 709-0863 岡山市東区瀬戸町観音寺721番地 環太平洋大学 キャリアセンター 50

9 719-1197 岡山県総社市窪木１１１番地 岡山県立大学 事務局学生支援班 50

10 716-8508 岡山県高梁市伊賀町８番地 吉備国際大学 高梁キャンパス キャリアサポートセンター 50

11 712-8505 岡山県倉敷市連島町西之浦２６４０番地 倉敷芸術科学大学  キャリアセンター 50

12 701-0193 岡山県倉敷市松島２８８番 川崎医療福祉大学　 就職支援センター 50

13 710-0292 岡山県倉敷市玉島長尾３５１５ くらしき作陽大学　　　 進路支援室 50

14 700-0032 岡山市北区昭和町８番１０号 岡山科学技術専門学校 就職推進課 50

15 700-0024 岡山市北区駅元町１－４　ﾀｰﾐﾅﾙｽｸｴｱ６階 専門学校岡山情報ビジネス学院 キャリアサポート室 50

16 700-0022 岡山市北区岩田町３－２２ 専門学校岡山ビジネスカレッジ キャリアセンター 50

17 700-0024 岡山市北区駅元町５－１８ 専門学校ビーマックス キャリアサポートセンター 50

18 700-0904 岡山県岡山市北区柳町2-5-21 大原ビジネス公務員専門学校/岡山情報ＩＴクリエイター専門学校 50

19 739-8514 広島県東広島市鏡山一丁目7番1号 広島大学 キャリアセンター 50

20 753-8511 山口県山口市大字吉田１６７７－１ 山口大学 就職支援室 25

21 760-8521 香川県高松市幸町1番1号 香川大学 キャリア支援センター 100

22 690-8504 島根県松江市西川津町１０６０番 島根大学 キャリアセンター 50

23 680-8550 鳥取市湖山町南四丁目１０１番 鳥取大学 キャリアセンター 50

24 560-0043 大阪府豊中市待兼山町1－31 大阪大学 キャリアセンター 50

25 651-2197 兵庫県神戸市西区学園西町8-2-1 兵庫県立大学 大学本部事務局教育企画部教育企画課 25

26 533-8533 大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8 大阪経済大学 就職課 50

27 564-8680 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号 関西大学 キャリアセンター 50

28 662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 関西学院大学 キャリアセンター 50

29 663-8558 兵庫県西宮市池開町6-46 武庫川女子大学 キャリアセンター 25

30 651-2188 兵庫県神戸市西区学園西町3-1 流通科学大学 就職部 25

31 658-8501 兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1 甲南大学 キャリアセンター 25

32 603-8555 京都市北区上賀茂本山 京都産業大学 進路・就職支援センター 100

33 605-8501 京都市東山区今熊野北日吉町35 京都女子大学 キャリアセンター 25

34 657-8501 兵庫県神戸市灘区鶴甲1-2-1 神戸大学 キャリアセンター 25

35 654-8585 兵庫県神戸市須磨区東須磨青山2-1 神戸女子大学 就職支援センター 25

36 612-8577 京都市伏見区深草塚本町67番 龍谷大学 キャリアセンター 75

37 602-0023 京都市上京区烏丸通上立売下ル御所八幡町103 同志社大学 キャリアセンター 50

38 610-0395 京都府京田辺市興戸 同志社女子大学 京田辺キャンパス キャリア支援部 15

39 602-0893 京都府京都市上京区今出川通寺町西入 同志社女子大学 今出川キャンパス キャリア支援部 15

40 603-8577 京都府京都市北区等持院北町56-1 立命館大学 キャリアセンター 50

41 577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1　２号館２階 近畿大学 キャリアセンター 100

42 154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1 駒澤大学 キャリアセンター 25

43 192-0393 東京都八王子市東中野742-1 中央大学 キャリアセンター 25

44 192-8577 東京都八王子市1-236 創価大学 キャリアセンター 25

45 704-8112 岡山市東区西大寺上2-1-17 西大寺高等学校 20

46 701-1334 岡山市北区高松原古才336-2 高松農業高等学校 20

47 701-0297 岡山市南区藤田1500 興陽高等学校 20

48 709-0855 岡山市東区瀬戸町沖88 瀬戸南高等学校 20

49 700-0013 岡山市北区伊福町4-3-92 岡山工業高等学校 20

50 703-8217 岡山市中区土田290-1 東岡山工業高等学校 20

51 703-8281 岡山市中区東山3-1-6 岡山東商業高等学校 20

52 700-0933 岡山市北区奥田2-4-7 岡山南高等学校 20

53 700-0807 岡山市北区南方一丁目３番１５号 岡山後楽館高校 20

54 703-8278 岡山市中区古京町2-2-21 岡山朝日高校 10

55 703-8573 岡山市中区浜４１２番地 岡山操山高校 10

56 702-8503 岡山県岡山市南区芳泉三丁目１番１号 岡山芳泉高校 10

57 703-8222 岡山市中区下110 岡山城東高校 10

58 700-0961 岡山市北区北長瀬本町19番34号 岡山大安寺中等教育学校 10

59 701-1202 岡山県岡山市北区楢津221 岡山一宮高校 10

60 709-0876 岡山市東区瀬戸町光明谷316-1 瀬戸高校 10

61 709-2133 岡山市北区御津金川940番地 岡山御津高校 10

62 700-0054 岡山市北区下伊福西町7-38 創志学園高等学校 10

63 700-0086 岡山市北区津島西坂3丁目5-1 明誠学院高等学校 10

64 703-8275 岡山市中区門田屋敷2-2-16 山陽女子高等学校 10

65 701-0206 岡山市南区箕島1500番地 岡山高等学校 10

66 700-0817 岡山市北区弓之町14-23 就実高等学校 10

67 700-0005 岡山市北区理大町1番1号 岡山理科大学附属高等学校 10

68 700-0807 岡山市北区南方5丁目2-45 岡山商科大学附属高等学校 10

69 704-8502 岡山市東区西大寺上1丁目19-19 岡山学芸館高等学校 10

70 700-0056 岡山市北区西崎本町16-1 関西高等学校 10

71 709-2136 岡山市北区御津紙工2590 鹿島朝日高等学校 10

72 700-0901 岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル7階 おかやま新卒応援ハローワーク 200

73 704-8103 岡山市東区河本町325-4 ハローワーク西大寺 50

74 700-0824 岡山市北区内山下2丁目4-6 岡山県産業労働部労働雇用政策課 100

75 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-2-20洪庵日生ビル2階 岡山県大阪事務所内 おかやま就職応援センター　大阪オフィス 50

76 105-0004
東京都港区新橋1-11-7新橋センタープレイス2階とっとり・おかやま新橋館
移住・しごと相談コーナー内

おかやま就職応援センター　東京オフィス 50

77 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目５－２ 三菱ビル9階973区 岡山市政策局政策部東京事務所 100
78 冊子掲載企業（各社１冊×200社） 200

合計 4340

配送先一覧


