
若者の地元定着意識の変化等調査事業委託業務の概要 

委託業務企画提案指示書 

 

１ 委託する業務名 

   若者の地元定着意識の変化等調査事業 

    

２ 業務の目的及び概要 

東京圏への若者の転出超過を抑制するために、管内及び東京圏の学生の石狩管内へ

の地元定着・地方移住・ふるさと回帰促進のためのニーズ変化を把握するとともに、新

たな地方移住の形として、石狩管内でのリモートワーク実現のための東京圏企業や首

都圏在勤者のニーズ等の調査を実施し、分析結果に基づき、管内における取組方向性の

提案を行う。 

 

３ 事業の内容 

（１）石狩管内大学生等の石狩管内への地元定着ニーズ及び、就職先に対するニーズ等把握

のための意識調査 

学生生活の状況、就職や就職後の生活に関する意識（希望する働き方・業種職種・希

望企業選択に対する考え方・希望する生活スタイル等）や、就職に向けた活動状況、将

来的な転職意向などについてアンケート等の調査を実施する。 

ア 想定する対象者 

・管内在住の大学生 

イ 調査項目の作成・実施 

・調査方法の企画立案、調査項目の作成、調査の実施 

ウ 調査結果分析 

・設問毎の単純集計結果の他、「管内への若者の地元定着・地方移住・ふるさと回帰促

進に関する報告書」策定に必要なクロス集計等による分析を実施 

・「管内志向の大学生」「管外志向の大学生」及び「就職活動前」「就職活動後」等、

ターゲット別に分析を行う 

＜留意事項（調査（１）～（４）共通）＞ 

・ターゲットごとに分析するために充分なサンプル数を確保すること 

・本調査は、「若者の地元定着促進プラン」（平成 29 年 3 月策定）の改訂の基礎資料

とするものであることから、同プランが根拠とする調査との継続性について考慮す

ること。なお、現行「若者の地元定着促進プラン」については、別途情報提供する。 

・本委託業務の他の調査との比較分析により、就職前後等のギャップを明らかにできる

ような設計とすること。 

 



（２）首都圏大学生等の石狩管内への地方移住・ふるさと回帰ニーズ及び、就職先に対する

ニーズ等把握のための意識調査 

学生生活の状況、ふるさととの関わりの状況や、就職や就職後の生活に関する意識

（希望する働き方・業種職種・希望企業選択に対する考え方・希望する生活スタイル等）

や、就職に向けた活動状況、将来的な転職意向などについてアンケート等の調査を実施

する。 

ア 想定する対象者 

・首都圏在住の大学生 

イ 調査項目の作成・実施 

・調査方法の企画立案、調査項目の作成、調査の実施 

ウ 調査結果分析 

・設問毎の単純集計結果の他、「管内への若者の地元定着・地方移住・ふるさと回帰促

進に関する報告書」策定に必要なクロス集計等による分析を実施 

・「首都圏志向の大学生」「地方志向の大学生」及び「就職活動前」「就職活動後」等、

ターゲット別に分析を行う。 

（３）石狩管内企業の働き方や若手社会人の意識調査 

企業における採用状況に加え、リモートワークの実施状況等、学生に対する調査にお

いて企業に求めるニーズとして挙げられた項目の取組状況の調査を行う。加えて、若手

社会人の就職活動実施状況、就職活動前後のギャップや、リモートワークの活用状況、

将来的な移住定住や起業意向の調査を実施する。 

ア 想定する対象者 

・石狩管内企業（担当者及び従業員） 

イ 調査項目の作成・実施 

・調査方法の企画立案、調査項目の作成、調査の実施 

ウ 調査結果分析 

・設問毎の単純集計結果の他、「管内への若者の地元定着・地方移住・ふるさと回帰促

進に関する報告書」策定に必要なクロス集計等による分析を実施 

・「管内志望だった大学生」「管外志望だった大学生」及び「リモートワーク可能な社

会人」「リモートワークができない社会人」等、ターゲット別に分析を行う。 

（４）首都圏企業の働き方や若手社会人の意識調査 

企業における採用状況に加え、リモートワークの実施状況等、学生に対する調査にお

いて企業に求めるニーズとして挙げられた項目の取組状況の調査を行う。加えて、若手

社会人の就職活動実施状況や、現在の働き方（リモートワークの活用状況等）やふるさ

ととの関わりの状況、将来的な移住定住や起業意向の調査を実施する。 

ア 想定する対象者 

・首都圏企業（担当者及び従業員） 



イ 調査項目の作成・実施 

・調査方法の企画立案、調査項目の作成、調査の実施 

ウ 調査結果分析 

・設問毎の単純集計結果の他、「管内への若者の地元定着・地方移住・ふるさと回帰促

進に関する報告書」策定に必要なクロス集計等による分析を実施 

・「首都圏志望だった大学生」「地方志望だった大学生」及び「リモートワーク可能な

社会人」「リモートワークができない社会人」等、ターゲット別に分析を行う。 

（５）管内への若者の地元定着・地方移住・ふるさと回帰促進に関する報告書の作成 

調査全体を通じ「地元志向－道外志向」「就職活動前－就職活動後」「石狩管内企業

－首都圏企業」等の比較分析等を行う。これに基づき、石狩管内の各自治体の特性を踏

まえ、若者の地元定着促進及び東京圏からの地方移住・ふるさと回帰促進のための取組

方向性を示した報告書を作成する。 

＜留意事項＞ 

・分析により、管内で取組を進めるべきとして定義されたターゲットへは、どのように

アプローチすればよいのか、明らかにすること 

・定義されたターゲットの志向や行動特性について明らかにすること 

・首都圏と比較して、管内の先行している取組や遅れている取組について示すこと。な

お管内の取組状況については、別途情報提供する 

・若者の地元定着促進及び東京圏からの地方移住・ふるさと回帰促進のための取組方向

性は、管内の各取組主体が現実的に取組可能な内容とすること 

・首都圏在住者への調査において、特にふるさと回帰志向の高かった回答者の出身地域

における取組内容について調査し、先行事例として示すこと 

（６）事業結果報告書の作成 

・紙媒体（２部）及び電子媒体（ＣＤ－Ｒ１部）を作成すること。 

※電子媒体については、エクセル・ワードなど二次加工が可能な形式とする。 

 

４ 委託期間 

  契約締結の日（７月下旬を予定）から令和４年１月３１日（月）まで 

 

５ 委託事業費 

   ５，９４６千円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を上限とする。 

 

６ 提案事項 

（１）業務処理計画 

ア 業務処理体制 

（ア）業務を遂行する上で活用する事業実施に関する専門的な知識・ノウハウ・ネット



ワーク等 

（イ）業務を遂行する上での人員体制 

イ 業務処理計画 

（ア）事業実施のスケジュール 

（イ）経費の積算 

（２）石狩管内大学生等の石狩管内への地元定着ニーズ及び、就職先に対するニーズ等把

握のための意識調査 

（ア）調査の手法及び調査事項 

（イ）想定サンプル数と対象者を募るための工夫 

（ウ）分析方法 

（３）首都圏大学生等の石狩管内への地方移住・ふるさと回帰ニーズ及び、就職先に対す

るニーズ等把握のための意識調査 

（ア）調査の手法及び調査事項 

（イ）想定サンプル数と対象者を募るための工夫 

（ウ）分析方法 

（４）石狩管内企業の働き方や若手社会人の意識調査 

（ア）調査の手法及び調査事項 

（イ）想定サンプル数と対象者を募るための工夫 

（ウ）分析方法 

（５）首都圏企業の働き方や若手社会人の意識調査 

（ア）調査の手法及び調査事項 

（イ）想定サンプル数と対象者を募るための工夫 

（ウ）分析方法 

（６）管内への若者の地元定着・地方移住・ふるさと回帰促進に関する報告書の作成 

（ア）調査結果のほかに活用を既存公開データ及びその分析方法 

（イ）報告書のイメージ（概要・構成案） 

（７）再委託の有無やその管理・履行体制 

（ア）再委託の予定の有無 

（イ）再委託の予定を有する場合は、その業務の範囲・内容や管理・履行体制 

 

７ 審査基準 

  審査は次の項目について評価するので、十分留意のうえ、企画提案書を作成すること。 

（１）事業者の適格性 

ア 業務処理体制 

業務を遂行する上で必要な、事業実施に関する専門的な知識・ノウハウ・ネットワ

ーク等を有し、確実な実施が見込まれるか。業務遂行のための人員体制は妥当か。 



イ 業務処理計画 

事業実施のスケジュール・経費積算は妥当か。 

（２）企画提案の整合性  

ア 事業環境の理解 

若者の地元定着促進プランの内容や石狩管内における若者定着の状況について、

充分な理解に基づいたものか。 

イ 調査内容（設問設定） 

設問は対象者の意向を把握できるような工夫がされているか。 

ウ 調査方法（サンプル数） 

想定サンプル数は十分か。想定サンプル数を集める方法は適切か。 

エ 分析内容（ターゲットの設定） 

ターゲットの設定は適切か。分析内容は適切か。 

オ 管内への若者の地元定着・地方移住・ふるさと回帰促進に関する報告書の作成 

石狩管内自治体の状況分析や、他の先行事例等の情報収集は適切か。報告書は、石

狩管内の現状を踏まえ、各主体が対応可能な方向性を示したものか 

 

８ 企画提案者の資格要件 

（１）単体企業又は複数企業（法人及び法人以外の団体を含む）による連合体（以下

「コンソーシアム」という。）等とする。 

（２）単体企業及びコンソーシアムの構成員等は、次のいずれにも該当すること。 

    ア 道内に本社又は事業所等を有する企業、特定非営利活動促進法（平成１０

年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人、その他法人又は法人以外の団

体であること（宗教団体や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しく

は暴力団の統制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 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

   オ 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。 

   カ 暴力団関係事業者等でないこと。 

   キ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

（ア）道税（個人道民税及び地方消費税を除く。以下に同じ。） 

（イ）本店及び事業所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 

   ク 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 

ケ コンソーシアムの構成員が単体企業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）コンソーシアムにおいては、（２）の要件の他、次のいずれの要件も満たすこ

と。 

ア コンソーシアムを構成する企業等間に明確な契約が存在すること。 

イ 会計帳簿等の関係書類の保存について責任の所在が明確であること。 

 

９ 参加表明書等の提出 

プロポーザルへの参加を希望するものは、参加表明書及び添付書類を提出すること。 

（１）提出書類 参加表明書（別添様式）、添付資料 

（２）提出部数 １部 

（３）提出期限 令和３年（２０２１年）６月７日（月）午後５時必着 

（４）提出場所 14 に同じ 

（５）提出方法 持参又は郵送（簡易書留又は書留のいずれかによる。）。 

持参の場合の受付時間は、土日及び祝日を除く平日の午前９時から午後

５時まで 

（６）その他  提出された書類等については、返却しない。 

 

10 企画提案書等の提出 

  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、次のとおり提出す

ること。 

（１）提出書類 企画提案書（別添様式）、添付資料 

（２）提出部数 ６部(提案者名は１部のみ記載し、残り５部には提案者名を記載しないこ

と。) 

（３）提出期限 令和３年（２０２１年）６月２１日（月）午後５時必着 

（４）提出場所 14 に同じ 

（５）提出方法 持参又は郵送（簡易書留又は書留のいずれかによる。） 

持参の場合の受付時間は、土日及び祝日を除く平日の午前９時から午後

５時まで 



（６）その他  提出された書類等については、返却しない。 

 

11 企画提案書に関するヒアリング 

（１）企画提案書を提出したものに対して、プロポーザル審査会においてヒアリングを実施

する。ヒアリングの日時及び場所は、別途通知する。 

（２）企画提案書の提出数が５を超える場合には、書類選考を行う場合がある。 

（３）ヒアリングに参加しなかった提出者のプロポーザルは無効とする。 

（４）審査終了後、速やかに審査結果を書面により通知する。 

 

12 委託契約に関する基本的事項 

特定者と結ぶ委託契約においては、次の事項を基本とする。 

（１）提案内容の修正 

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

（２）契約形態 

   コンソーシアムの場合には、コンソーシアムの構成員連名による委託契約とする。 

（３）契約保証金 

   受託者は契約締結時に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納める。 

   なお、契約保証金の納付が免除される場合がある。 

（４）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。 

 

13 その他 

（１）公募手続きにおいて使用する言語、通貨 

   日本語、日本円 

（２）契約書 

   別途作成する 

（３）無効となる提出書類 

   企画提案書及び添付資料が次の事項の一つに該当する場合には無効となることがあ

る。 

  ア 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

  イ 指定する作成様式及び記載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 虚偽の内容が記載されているもの。 



（４）その他 

ア 企業･団体等は、参加表明書の提出をもって、本指示書等の記載内容を承諾したも

のとみなす。 

イ  全ての提出書類の作成・提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

ウ 提出された応募書類は、意見を聴取するために、有識者に閲覧させることがある。

また、別途必要な書類を徴することがある。 

エ 提出された書類は審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することが

ある。 

オ 提出された書類は、原則として道に対する情報公開の対象文書となる。 

カ  応募書類を提出した後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

キ 提出期限以降における企画提案書等の差し替え及び追加等は認めない。 

ク 全ての提出書類は返却しない。 

ケ 本業務に係る質問は、企画提案書等の提出期限の日まで受け付けるものとする。 

 

14 問い合わせ先及び参加表明書、企画提案書等の提出先 

  〒０６０－８５５８ 札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館５階 

  北海道石狩振興局地域創生部地域政策課 担当：長野 

  電話番号     ０１１－２０４－５８１５（直通） 

  ＦＡＸ番号    ０１１－２３２－１０７０ 

  メールアドレス  ishikari.chisei1@pref.hokkaido.lg.jp 

 


