
企 画 提 案 指 示 書 

 

１ 業務名 

  令和３年度 森林活用型ワーケーション推進事業委託業務 

 

２ 業務の目的 

  新型コロナウイルス感染拡大を機に、森林は３密を回避でき、樹木が揮発する物質にストレス軽

減効果があることに着目し、森林を活用したワーケーションの取組を広げることにより、都市部か

ら山村地域に人を呼び込む好機となっている。 

  このため、森林を活用したワーケーションの推進に向けて、森林体験プログラムの開発や、森林

活用型ワーケーション※が実施可能なフィールドに関する情報等、企業に向けた普及ＰＲ、受入体

制の構築に係るノウハウ等を道内市町村に向けて情報発信することにより、山村振興や協働による

森林づくりへの道民理解促進を図る。 

 

 ※森林での活動を楽しみながら余暇を過ごすとともに、温もりのある木製品を取り入れたワークス

ペースで働くワーケーション 

 

３ 委託業務内容 

森林活用型ワーケーションを全道に推進するため、検討会議の開催や、森林活用型ワーケーショ

ンのＰＲ資料等の作成を行い、それらの事業成果を踏まえ実績報告書の作成を行う。 

 【委託項目】 

 (１) 森林活用型ワーケーション検討会議の開催 

 森林活用型ワーケーションの推進に当たり、有識者で構成する「森林活用型ワーケーション

検討会議」を年３回程度開催する。 

  ア 各有識者の選定、説明依頼 

有識者については、実際に森林を活用したワーケーションに取り組んだ経験がある企業又

は個人、森林を活用したワーケーションの事例に詳しい有識者、ワーケーションで森林を活

用することのメリットについて科学的知見を有する専門家など７名程度選定するものとし、

道と協議し決定することとする。 

  また、必要に応じ、有識者に対して、会議での説明に向けた依頼・調整を行うこと。 

  イ 開催場所、日時、形式等の企画・調整 

参加者が集まりやすい開催場所や日時の設定に務めること。 

また、インターネットを活用した参加なども可能となるよう努めること。 

ウ 開催内容 

   ３回開催し、各回の主な内容は次のとおりとする。 

・１回目：森林を活用したワーケーション推進に向けた基本的な考え方や企画内容を提案 

・２回目：森林を活用したワーケーションに適した体験プログラムや必要な施設・器具、ガ

イドブックや導入手引き、ＰＲ映像（素案）の提案 

・３回目：令和３年度事業の取りまとめを実施 

エ 会議資料作成 

    道と調整し、上記ウを主な議題とする資料を作成すること。 

  オ 会議の進行、議事録作成 

    会議当日の議事進行を行い、終了後は議事録を作成すること。 

 (２) 森林活用型ワーケーションのＰＲ資料の作成 

  ア 利用者向けガイドブックの作成 

企業や団体等がそれぞれのニーズにあわせて、森林を活用したワーケーションや企業研修

を実施することができるよう、道内各地の森林体験プログラムを提供しているフィールド等

に関する情報を集約した冊子を作成する。 



（ア）冊子の種類 

・「利用者向けガイドブック」（詳細版・Ａ４版３０ページ以上） 

・「利用者向けガイドブック」（簡易版・Ａ４版４ページ以上） 

（イ）内容の企画 

 検討会議の結果を踏まえつつ、道内各地の森林体験プログラムを提供しているフィール

ド、テレワーク環境が整った施設、ワーケーションに適した宿泊施設及び森林体験プログ

ラムの指導者、並びに森林を活用したワーケーションのメリットなど、企業や個人等に森

林を活用したワーケーションや企業研修の魅力が十分に伝わる内容を企画する。 

（ウ）取材 

    作成にあたっては、道内各地の施設や道外の先進地を取材するとともに、アンケート調

査等の実施や既往の文献を調査するなどして取りまとめる。 

（エ）部数 

詳細版、簡易版ともに１，０００部以上 

（オ）配布先 

      道内企業や道の駅、多くの道民が利用する公共施設、道内市町村、各（総合）振興局関

係課など、配置することで普及ＰＲに効果がある場所に３月上旬までに送付するととも

に、道のホームページ等で公開できるよう電子データを道に提出する。 

   

イ 市町村向け導入手引きの作成 

森林を活用したワーケーションの取組事例等に関する情報を集約した冊子を作成する。 

（ア）冊子の種類 

・「市町村向け導入手引き」（Ａ４版１６ページ以上） 

（イ）内容の企画 

 検討会議の結果を踏まえつつ、森林を活用したワーケーションの取組事例、地域活性化

への効果、森林体験プログラム事例、企業等が森林を活用したワーケーションに取り組む

ために利用施設等に求める条件、森林を活用したワーケーションのメリットなど、市町村

が参考となるような内容を企画する。 

（ウ）取材 

    作成にあたっては、道内各地の施設や道外の先進地を取材するとともに、アンケート調

査等の実施や既往の文献を調査するなどして取りまとめる。 

（エ）部数 

５００部以上 

（オ）配布先 

      道内市町村及び各（総合）振興局関係課等に３月上旬までに送付するとともに、道のホ

ームページ等で公開できるよう電子データを道に提出する。 

 

  ウ 森林活用型ワーケーションＰＲ映像の作成 

実際に森林を活用したワーケーションや企業研修に取り組んでいるイメージ映像を収録し

た映像を作成する。 

（ア）映像の種類 

・「ＰＲ映像」（映像時間１５秒程度） 

・「ＰＲ映像」（映像時間１分程度） 

・「ＰＲ映像」（映像時間５分程度） 

（イ）内容の企画 

 検討会議の結果を踏まえつつ、実際に森林を活用したワーケーションや企業研修に取り

組んでいる企業・個人の様子、ワーケーション等を受け入れている地域の様子、参加者へ

のインタビュー映像など、森林を活用したワーケーションや企業研修の魅力が十分に伝わ

る内容を企画する。 

 



（ウ）取材 

作成にあたっては、道内や道外で実際に森林を活用したワーケーションや企業研修に取

り組まれている場所や企業を訪問するなどして、映像として取りまとめる。 

（エ）配布先 

      電子データで道に提出する。 

 (３) 実績報告書の作成 

 上記（１）、（２）の実施結果を踏まえ、本事業における課題の抽出及び実施結果の分析を行

い、次年度以降の開催に向けた課題解決の方策を検証し、報告書を作成する。 

 

４ 成果品 

(１) 利用者向けガイドブック及び市町村向け導入手引きの冊子及びデータ 

・利用者向けガイドブックの詳細版及び概要版冊子    各１，０００部以上 

・市町村向け導入手引き冊子    ５００部以上 

 ※協議の上、必要な部数を道に提出 

  ・ガイドブック及び導入手引きのデータを記録したＣＤ—Ｒ等 ２セット 

 (2) 森林活用型ワーケーションPR 映像 

  ・ＰＲ映像を記録したＣＤ－Ｒ等 ２セット 

 (3) 報告書（Ａ４版縦） ２部 

※データファイルは、マイクロソフトウインドウズに対応したものとする。 

 

５ 業務上の留意事項 

  業務内容の詳細は、企画提案の内容を基本とし、道と受託者が協議して決定する。 

  また、新型コロナウイルスの影響で検討会議の開催やガイドブック等の作成が困難となった場合、

道と受託予定事業者との双方協議による合意を経て委託契約の内容を変更するものとする。 

 

 

６ 予算上限額 

 １２,６４５,０００円 （消費税及び地方消費税相当額を含む） 

   

７ 委託期間 

  契約締結日の翌日から令和４年（2022 年）３月１8 日（金）までとする。 

 

８ 参加表明書の提出 

   プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり必要な書類を提出すること。 

  (１) 提出書類 参加表明書（別紙様式）、添付資料（発行者の定める様式） 

  (２) 提出部数 各１部 

  (３) 提出期限 令和３年（2021 年）５月２４日（月）１７時（必着） 

  (４) 提 出 先 「13 問い合わせ及び関係書類の提出先」による 

  (５) 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は簡易書留、書留のいずれかによること。） 

 

９ 企画提案書の作成及び提出 

  参加表明書の提出後、道から企画提案書の提出の要請を受けた者は、次のとおり必要な書類を提出する

こと。 

(１) 企画提案書の様式は任意とし、用紙の大きさは日本工業規格Ａ４版（縦長）とすること。 

  (２) 文章を補完するために、イラストや図表などを利用しても構わないが、社名やロゴマーク等、

提案者が特定できる図柄は一切入れないこと。 

(３) 企画提案の内容については、他からの転載を禁じる。 

 (４) 提案内容は、全て企画提案書に記載すること。別添となるパンフレットや補充資料、図面等は

受理しないので留意すること。 



 (５) 提出された企画提案書の全部又は一部について、変更、追加及び削除はできないので留意する

こと。 

 (６) 業務遂行体制の内容 

   ア 企画提案者の基本理念及び応募動機について記載すること。 

   イ 本業務の担当者の経験及び業務ごとの人員配置・実施体制を記載すること。 

 なお実施にあたり関係機関・団体と連携等する場合はその部分についても記載すること。 

   ウ 委託業務開始から終了までの実行計画を記載すること。 

(７) 業務遂行能力の内容 

   ア 過去５年間に国・地方公共団又は民間事業者との間で契約・履行した類似・関連業務の実

績を簡潔に記載すること。なお、（6）で記載する関係機関・団体と連携、協業等の実績があ

る場合は、それも記載すること。 

   イ 企画提案者が、全道各地域とのネットワーク体制を構築している場合は、その内容を記載

すること。 

  (８) 企画提案の内容 

    次の項目について、具体的に提案してください。 

   ア 森林活用型ワーケーション検討会議の開催 

・有識者とその選定理由 

・開催方法 

・会議の議題についてまとめた資料のイメージ 

イ 利用者向けガイドブックの作成 

  ・ガイドブックの概要 

  ・取材内容と取材方法 

  ・効果的に普及ＰＲするための配布先 

ウ 市町村向け導入手引きの作成 

  ・導入手引きの概要 

  ・取材内容と取材方法 

エ 森林活用型ワーケーションＰＲ映像 

  ・ＰＲ映像の概要 

  ・取材内容と取材方法 

   オ 実績報告書の作成 

 カ 企画提案に要する見積価額 

(９) 企画提案書の提出部数及び提出方法は次のとおりとする。 

    ア 提出部数 １０部 

      それぞれ別様様式の表紙をつけること。企画提案者名は１部のみ記入し、残り９部には企画

提案者名を記載しないこと。 

※ 企画提案者名を記載しない９部については、表紙の企画提案者名の欄、「１ 提案者の概

要」の「企画提案者名」から「従業員数」までの欄及び「２ 総括責任者および業務担当者」

の「氏名」を空欄にして提出すること。 

     ※ 企画提案書はコピーが可能な用紙を使用し、丁合後、ホチキスやクロステープなどで綴じ

ずに、ダブルクリップ等で留めること。 

    イ 提出期限 令和３年（2021 年）６月７日（月）１７時（必着） 

    ウ 提 出 先 「13 問い合わせ及び関係書類の提出先」による 

    エ 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は簡易書留、書留のいずれかによること。） 

 

10 企画提案書に関するヒアリング 

  企画提案された内容は、プロポーザル審査会においてヒアリングを実施する。 

 (１) 対面でのヒアリングを原則とする。ただし、新型コロナウイルス感染症の状況により書面で

のヒアリングに変更する場合がある。 



 (２) 日時、場所等については、別途通知する。 

 (３) ヒアリングでは、提案者から企画提案者に記載された内容について説明後、質疑を行う。 

 

11 その他 

 (１) 企画提案書の作成・提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

 (２) 企画提案書の採否は、文書で通知する。 

(３) 複数の企画提案は認めない。また、映像、音声による企画提案も認めない。 

(４) 企画提案が多数の場合は、書面による予備審査を行うことがある。 

 (５) 期限までに企画提案書の提出がない場合は、「参加表明書」の提出があっても参加の意思がな

いものとみなす。 

 (６) 提出された企画提案書についてヒアリングを実施する。日程等は後日通知する。なお、企画

提案説明会に出席しない場合は、企画提案の参加意思がないものとみなす。 

(７) 審査にあたっては、企画提案書は匿名とし、別に指示する事業者名（Ａ社、Ｂ社等）により

行うものとする。 

 (８) 選定された企画提案書は返却しないので留意すること。ただし、選定されなかった企画提案

書は、企画提案書の提出時に返却を希望した事業者に限り返却する。 

(９) 審査結果及び特定者名は公表する。 

 

13  問い合わせ及び関係書類の提出先 

  北海道 水産林務部 森林環境局 森林活用課 活用調整係 

  〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目 

  ＴＥＬ ０１１－２０４－５５１４（直通）（担当：安元） 


