
 

特定健診受診率向上対策事業（普及啓発）委託業務 企画提案説明書 

 

１ 業務の概要 

 (1) 委託事業名 

    特定健診受診率向上対策事業（普及啓発）委託業務 

 (2) 業務の目的 

   北海道の令和元年度における国民健康保険特定健康診査（以下「特定健診」という。）の受

診率は 28.9％（速報値）であり、全国平均値（38.0％）との乖離が大きい。また、特定健診

の受診率は保険者努力支援制度における重要な指標となっているため、北海道全体の受診率

の向上は喫緊の課題となっている。 

このような状況を踏まえ、北海道の特定健診制度の効果的な周知及び特定健診未受診者が

受診意欲を持ち、受診に向けた行動を取ることを促す内容の普及啓発事業を実施することを

目的とする。 

(3) 業務の内容 

 対象者の位置情報を活用し、スマートフォンを通じて特定健診を周知する WEB 広告を配信

すること。また、ラジオを活用し、道内の放送局においてスポット CM 及びパブリシティを

放送すること。 

なお、業務内容は以下のアからオまでに定めるところにより実施すること。 

ア WEB広告及びラジオ CM の作成 

 (ｱ) 企画・立案（シナリオの作成も含む） 

  (ｲ) 収録 

  (ｳ) 編集 

イ WEB広告及びラジオ CM の配信・放送 

 (ｱ) 放送範囲  全道一円 

  (ｲ) 期間   契約締結後放送可能となった日から令和４年３月 31日まで 

なお、当該期間を複数に区分し、それぞれで放送回数に相違があること

は差し支えない 

  ウ 成果品の納入 

WEB広告及びラジオ CM を配信・放送する前に CD－ROM等の媒体により納品し、委託者に

よる確認を受けること。 

なお、成果品及びその内容に係る著作権は道に帰属し、道は、別途契約で定める委託料

の支払いとは別に成果品の使用等に係る費用を負担しないものとする。 

エ アンケート調査の実施 

    事業の効果測定として、事業終了後に対象者に対し WEB広告及びラジオ CM の認知度及

び印象について調査を行う。また、特定健診の受診契機となった受診勧奨方法につい

て調査を行う。 

オ 報告書の作成 

本事業の実施結果及び効果に係る報告書を作成し、紙媒体（Ａ４版）２部、CD－ROM 等

の電子媒体２部を提出することとする。 

 

２ 委託契約の方法及び内容等 

 (1) 契約方法 

随意契約 

(2) 契約相手方の選定 



   北海道保健福祉部健康安全局国保医療課が業者選考を行うこととし、当該委託業務の実施

内容及び遂行方法等について、事前に企画提案書を審査会等において審査し、最良と認めら

れる企画提案書を提出した事業者を随意契約の相手方の候補者とする公募型プロポーザル方

式を採用する。 

 (3) 契約期間 

    契約締結日から令和４年３月 31日まで。ただし、予算の範囲内で、当該契約期間を変更す

ることがあり得る。 

 (4) 契約書 

   選定された企画提案書を作成した事業者に対して別途作成・提示する。 

 (5) 契約保証金 

  ア 契約を締結しようとする者は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証

金又はこれに代える担保を納付すること。 

  イ 契約保証金の免除、納付方法等については、地方自治法施行令第１６７条の１６、北海

道財務規則第１７１条及び１７２条に定めるところによる。 

 (6) 提案内容の修正 

   採択された企画提案の内容は、契約締結時に修正・変更が加えられる場合がある。 

 (7) 見積書の提出 

プロポーザル審査会で選定された企画提案者に対して、所定の手続を経た上で、当該事業

に関する見積書の提出を依頼する。 

 (8) 再委託の禁止 

業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 

 (9) 成果物及び構成素材に関わる知的財産権等の取扱い 

成果物及び構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉、処理は受託

者が納品前に処理を行うこととし、その経費は委託費に含む。 

なお、本事業に関する著作権（制作過程で作られた素材等の著作権も含む。）その他の権利

は、全て北海道に帰属するものとする。 

 

３ 予算上限額 

  ９，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

４ プロポーザル参加事業者の資格要件 

 (1) 単独法人又は複数の法人による連合体（以下「コンソーシアム」という。）であること。     

 (2) 単独法人及びコンソーシアムの構成員は、次の要件をいずれも満たしていること。  

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に掲げる者で

ないこと。  

  イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されてい

る者でないこと。 

  ウ 北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成４年９月１１日付け局総第４

６１号）第２第１項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名停止を受け

たが、既にその停止の期間を経過していること。 

  エ 暴力団関係事業者等ではないこと。また、暴力団関係事業者等であることにより、道が

行う競争入札への参加を除外されていないこと。 

  オ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。  

   (ｱ) 道税（個人の道税及び地方消費税を除く。以下同じ。）  



   (ｲ) 本社が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。） 

   (ｳ) 消費税及び地方消費税 

  カ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該履行の義務がない場合は除

く。）。 

 (ｱ) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

 (ｲ) 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

 (ｳ) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

  キ コンソーシアムの構成員が単独企業、法人以外の団体又は他のコンソーシアム構成員と

して、このプロポーザルに参加する者でないこと。 

 

５ 企画提案の審査基準 

  企画提案は、次の項目を審査基準とし、総合的に判断する。 

 (1) 管理・運営能力 

ア 当該業務を効率的に実施する体制及び執行能力が確保されているか。 

イ 過去の事業実績から、当該業務を遂行することが期待できるか。 

 (2) 事業の内容 

   ア 特定健診制度を効果的に印象付ける内容となっているか。また、特定健診の未受診者

が受診意欲を持ち、受診に向けた行動をとることが期待できる内容となっているか。 

   イ 特定健診実施における新北海道スタイルの構築を効果的に印象付ける内容となってい

るか。 

   ウ 個人情報及びコンプライアンスに関する取り組みは適切か。 

   エ 広告・CMの回数や時間が多く、効果が期待できるか。 

   オ WEB及びラジオの特性を理解し、活用した提案内容となっているか。 

   カ 本事業の効果を増進するため、他施策との連携が図られているか。 

 

６ 企画提案書の様式等 

 (1) 企画提案書の様式は任意とする。（別紙様式を参考のこと。） 

 (2) 用紙の規格は、Ａ４判縦長とする。（Ａ３判用紙の折込は不可。） 

 (3) 文章を補完するために、写真、イラスト等を使用しても構わない。 

 (4) 様式に書ききれない場合は、適宜枚数を増やしても構わない。 

 (5) 成果品の見本品がある場合には、それも提供すること。 

         

７ 企画提案書作成上の留意事項 

 (1) 業務スケジュール 

 委託業務開始から完了までのスケジュールについて、北海道との協議時期を含め、企画立

案、事業の実施など一連の流れが分かるように記入すること。なお、委託業務開始は１１月

上旬を予定している。 

 (2) 業務処理に要する見積価額 

   消費税及び地方消費税相当額を含む価額及び積算内訳について、記入すること。 

なお、見積金額は、実施期間を令和３年１１月上旬から令和４年３月３１日と想定して算

出すること。 

 (3) その他 

ア 電子メールによる提出は認めない。 

イ 要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 



ウ 選定された企画提案書は返却しない。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者に限り返却する。 

エ 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。 

オ 企画提案書の採否は、文書で通知する。 

カ 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。 

キ 審査にあたっては、企画提案書は匿名とし、別に指示する企画提案者名（Ａ社、Ｂ社等）

により行うものする。 

 

８ 手続等 

 (1) 担当部局 

    北海道保健福祉部健康安全局国保医療課保健事業推進係 

      住  所 〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目 

      電話番号 ０１１－２０６－６４９５ 

      F A X   ０１１－２３２－１０３７ 

 (2) 参加表明書の提出 

      企画提案をしようとする者は、事前に参加表明書を提出すること。 

ア 提出部数 １部 

イ 提出期限 令和３年(2021年)９月 14日（火）午後５時まで（必着） 

ウ 提出場所 (1)の担当部局に同じ 

エ 提出方法 持参又は郵送（簡易書留）とする。 

(3) 企画提案書の提出 

   ア 提出部数 １０部 

      企画提案者名を記入したものを１部、企画提案者名を記入していないもの

９部を用意すること。 

イ 提出期限 令和３年(2021年)９月 17日（金）午後５時まで（必着） 

ウ 提出場所 (1)の担当部局に同じ 

エ 提出方法 持参又は郵送（簡易書留）とする。 

  

９ プロポーザル審査会での受託者の決定方法 

プロポーザル審査会において、企画提案者から企画内容、考え方の説明（ヒアリング）を受

け、５の企画提案の審査基準に従った配点の上、得点及び特記事項等を勘案した審査を行い、

１者を選定する（審査会の日時、場所は別途通知。）。 

なお、企画提案書の提出が多数ある場合には、審査会において、企画提案書の内容の審査及

び評価を行い、当該業務の内容に適すると認められる概ね１０程度のヒアリング審査参加者を

選定する。 

 

10 その他 

 (1) 手続において使用する言語及び通貨  

   日本語及び日本円 

 (2) 無効となる参加表明書又は企画提案書 

   ア 提出期限、提出場所、提出方法に適合しないもの。 

   イ ６の企画提案書の様式及び７の作成上の留意事項の内容に適合しないもの。 

   ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 



   エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

   オ 虚偽の内容が記載されているもの。 

 (3) 企画提案参加者及び企画提案の非選定通知 

企画提案参加者として選定されなかった者及び企画提案参加者のうち企画提案内容を選定

されなかった者に対して、その旨を書面により通知する。 

 (4) その他 

   ア 企画提案書のヒアリングに参加しなかった場合の企画提案は無効とする。 

   イ 提出された参加表明書は、企画提案参加者の選定以外に、また、企画提案書は企画提

案書の選定以外には、提出者に無断で使用しない。 

   ウ 提出された書類は、企画提案参加者及び企画提案書の選定を行う作業に必要な範囲又

は返却する場合において、複製を作成する。 

   エ 提出期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

   オ 企画提案参加者として選定された者を公表できるものとする。 

   カ 公正性、透明性、客観性を期するため、提出された企画提案書を公表することができ

るものとする。 

   キ 企画提案書作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表・使用す

ることはできない。 


