
 

「北海道移住受入体制強化事業」委託業務企画提案説明書 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名 

   「北海道移住受入体制強化事業」委託業務  

(2) 業務内容 

   内容の詳細は、別紙「『北海道移住受入体制強化事業』委託業務企画提案指示書」を参照

のこと。 

(3) 委託期間 

   契約締結の日から令和５年（2023 年）３月 17 日（金）まで 

(4) 発注者 

   北海道 

 

２ 企画提案に参加する者（以下「企画提案参加者」という。）に必要な資格 

(1) 単独法人、法人以外の団体又は複数法人等（法人、法人以外の団体を含む。）による複合

体（以下「コンソーシアム」という。）であること。  

(2) 単独法人、法人以外の団体又はコンソーシアムの構成員は、次の要件をすべて満たして

いること。 

  ア 道内に本社又は事業所等（本業務を実施するために設置する場合を含む。）を有する

企業、特定非営利活動法人、その他法人又は法人以外の団体等であること（ただし、宗

教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある

団体を除く。）。  

  イ 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。 

  ウ 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。  

  エ 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

461 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。  

  オ 暴力団関係事業者等ではないこと。また、暴力団員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。  

  カ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。  

   （ア） 道税（個人の道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

   （イ） 本社が所在する都道府県の事業税（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  

キ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を

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  

ク コンソーシアムの構成員が単独法人、法人以外の団体又は他のコンソーシアムの構成

員として、このプロポーザルに参加する者でないこと。  



 

 

３ 企画提案の審査基準 

  企画提案は、次の項目を審査し、総合的に判断する。  

(1) 実施体制・業務遂行能力 

  ア 業務を遂行する上で、過去の業務実績等があり、必要な専門知識・技術を有し、十分

な業務処理体制が整っているか。  

  イ 事業実施のスケジュール・経費積算は妥当か。  

(2) 企画提案内容 

市町村移住受入体制強化のための移住オンラインツアー研修 

ア 全国の移住オンラインツアーの優良事例調査について、市町村の参考となるよう、選

定視点や調査手法が適切なものとなっているか。 

イ 座学研修について、道内市町村が自らツアーを実施できるような企画・立案・ツアー

構成・ツアー後の参加者へのフォローアップなどのポイントをまとめた内容となってい

るか。 

ウ 実地研修を行う地域を提案し、仕事や生活環境（交通・住宅・医療・子育て・買い物

環境など）、生活費の紹介など市町村での豊かな暮らしや地域の魅力、特徴など移住した

後の「暮らし」がイメージでき、市町村が実践できる内容となっているか。 

エ 移住オンラインツアーの参加者が、実際に足を運びたくなるような工夫がされており、

市町村が実践できる内容となっているか。 

オ 使用する機器やその使い方について、市町村で実施する際に無理のない範囲のものか。 

カ 効果検証のためのモニター参加者の募集方法や人数、役割等は妥当か。 

  

４ 手続等 

  事業の委託に当たり、企画提案の参加希望者から事前に参加表明書を徴取して参加資格の

要件を審査し、当該要件を有する希望者に企画提案書の提出及びヒアリングへの出席を要請

する。 

(1) 担当部局 

   北海道総合政策部地域創生局地域政策課移住交流係（担当：森久保） 

   〒060－8588 札幌市中央区北３条西６丁目  

   電話 011－231－4111（内線 23－481）  

      011－204－5089（直通） 

(2) 説明会の開催 

  ・開催日時  令和４年（2022 年）４月 11 日（月）午前 10 時 30 分～ 

  ・開催場所  オンライン 

  ・内  容  参加表明書、企画提案書作成にあたっての事前説明  

(3) 参加表明書 

  ・提出期限  令和４年（2022 年）４月 20 日（水）午後３時必着 

  ・提出場所  (1)に同じ 

  ・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。） 

 

 

 



 

(4) 企画提案書 

  ・提出期限  令和４年（2022 年）５月６日（金）午後３時必着  

  ・提出場所  (1)に同じ 

  ・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。）  

 

５ 企画提案書の作成上の留意事項 

  別紙「『北海道移住受入体制強化事業』委託業務企画提案書作成要領」（以下「企画提案書

作成要領」という。）を参照のこと。  

 

６ 公募型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、審査委員が審査を行い、審査票での順位点を基本に、得点バランスや特記事項等を総

合的に審議し、１者を選定するものとする。  

    なお、適正な履行を確保する観点から、各審査項目の合計得点を 51 点（標準点）以上と

した審査委員が半数を超え、かつ、すべての審査委員が選定に合意していることを条件とす

る。 

また、企画提案者が５者を超えた場合は、予備審査会を開催することとし、予め上位５者

を選出するものとする。  

 

７ 委託契約の方法及び根拠 

(1) 契約方法 

   随意契約 

(2) 契約の相手方の選定 

本事業は、新型コロナウイルスの影響の長期化により、テレワークの活用による場所に

とらわれない働き方の推進や首都圏の若年層を中心とした地方移住への関心の高まりを捉

え、首都圏からの人の流れを本道各地へ結び付けていくため、道内市町村に対してオンラ

インを活用したプロモーション手法の研修を行い、道内の移住受入体制の強化を支援する

ことで、本道への移住施策を推進することを目的としている。事業実施にあたっては、遠

隔地という本道の地理的な条件においても本道への移住を検討できるよう、市町村での豊

かな暮らしや地域の魅力、特徴など移住した後の「暮らし」が体験できる移住オンライン

ツアーの企画・立案・ツアー構成などの座学研修や実地による技術的研修のほか、デジタ

ル機器の使い方など、高度な専門的知識や豊富な経験が必要であることから、公募型プロ

モーザル方式により契約の相手方を決定する。  

 (3) 根拠 

   地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号（契約の性質又は目的が競争入札に適しな

いもの）及び北海道財務規則運用方針第６章第３節関係１(２)（契約の目的物が代替性の

ないものであるとき。）に該当し、随意契約とする。  

 

８ 契約書及び業務処理要領 

  選定された企画提案書を作成した者に対して別途作成・提示する。  

 

 



 

９ 契約に関する基本事項 

  委託契約については、次の事項を基本とする。  

(1) 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。  

(2) 見積書の提出 

   公募型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。  

(3) 契約保証金 

   契約金額の 100 分の 10 以上とする。ただし、北海道財務規則（昭和 45 年規則第 30 号）

第 171 条の規定に該当する場合は免除する。 

(4) 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。 

(5) 成果物及び構成素材に関する知的財産権等の取扱い 

   成果物及び構成素材に関す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。  

 

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 企画提案書作成要領に指定する作成様式及び作成上の留意事項に示された条件に適合

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 

   企画提案参加者に対して、選定結果を文書で通知する。  

 (4) 企画提案書に関するヒアリング 

   公募型プロポーザル審査会において、ヒアリングを実施する（ヒアリングの日時、場所

は別途通知する。）。 

(5) その他 

ア 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。  

イ 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。  

ウ 提出された参加表明書は、企画提案参加者の選定以外の目的に使用しないものとする。 

また、企画提案書は、当該提案書を提出した者の了解なく企画提案書の選定以外の目

的には使用しないものとする。 

エ 企画提案書は、契約の相手方の選定を行う作業に必要な範囲内で、複製を作成する場

合がある。 



 

オ 提出期限以降において、参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は、原則と

して認めない。 

カ 提出された参加表明書及び選定された企画提案書は返却しないものとする。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。 

キ 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。  

ク 公正性、透明性、客観性を確保するため、提出された企画提案書を開示する場合があ

る。 

ケ 企画提案参加者は、企画提案書作成のために北海道から受領した関連資料は、北海道

の了解なく公表・使用することはできない。  

コ 業務内容の詳細については、企画提案の内容を基本として北海道と受託者が協議して

決定する。 


