
次のとおり、公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者を選定し随意契約

の相手方の候補者とする手続（以下「公募型プロポーザル方式」という。）を実施する。 

 

   令和４年 10 月 20 日 

 

北海道知事 鈴木 直道 

 

１ 公募型プロポーザル方式に付す事項 

 （１）業務名 

    妊娠相談体制強化事業委託業務 

 （２）業務の目的 

    予期しない妊娠は、危険な自宅等出産、医療機関を受診していない状態からの飛び込み受診、出

産直後の児童虐待死、出産後の児童遺棄など極めて深刻な事案の発生要因として挙げられている。 

予期しない妊娠などにより悩みや不安を抱えた若年妊婦等を早期に支援につなげるため、休日、

夜間に相談対応可能な相談窓口を設置するとともに、相談窓口にアクセスしやすくなるよう、SNS

相談等による相談体制の整備等を行い、予期しない妊娠などにより悩みや不安を抱えた若年妊婦

等への支援を目的とする。 

（３）事業内容等 

  ア 相談体制の整備 

    業務を円滑に行うため、次に掲げる体制をとること。 

   （ア） 相談員の配置 

     ａ 業務処理責任者 １名 

     ｂ 相談員     ５名（業務処理責任者との兼務可） 

   （イ） 相談員への研修 

       相談員の資質向上を図り、相談に適切に対応できるよう、研修を実施すること。 

   （ウ） 緊急時の対応体制の整備 

       緊急性の高い相談を受理した場合に備え、北海道及び関係機関と常時連絡がとれる体制

をとること。 

  イ 相談事業 

   （ア） 相談対応 

       次に掲げる全ての相談に対応すること。 

      a 電話相談 

           b  窓口相談 

           c LINE 相談 

           d メール相談 

           e 訪問相談（アウトリーチ） 

   （イ） LINE 相談応答システム 

       次に掲げるいずれかの相談応答システムを導入すること。 



     a transcosmos online communications 株式会社「KANAMETO」（カナメト） 

     b  エースチャイルド株式会社「つながる相談」 

      c  アディッシュ株式会社「SNS 相談・通報サービス」 

     d  タビィコム株式会社「e 相談」 

      e  モビルス株式会社「MOBI AGENT」（モビエージェント） 

   （ウ） 相談時間 

     ａ 平日 17 時～23 時 

     ｂ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12 月 29 日～翌年１月３日） ９時～23 時 

  ウ 予期しない妊娠相談に係る関係機関（市町村、医療機関等）との調整業務 

    相談者を必要に応じて関係機関へつなぐ 

  エ 業務の報告 

    次に掲げる相談対応状況等について、北海道に電子データにより報告すること。 

（ア） LINE アカウント登録者数 

（イ） 相談者の延べ人数及び実人数（相談者の年代別も報告すること。） 

（ウ） 相談対応件数（時間帯別による件数も報告すること。） 

（エ） 相談媒体（時間帯別による件数も報告すること。） 

（オ） 相談内容及び相談者の分類別件数 

    「相談者の分類別件数」の分類については、子ども子育て支援課と協議の上、決定する。 

（カ） 関係機関と連携した件数及び引継ぎした件数（関係機関は分類別に分けること。） 

（キ） 緊急対応を行った件数及び内容 

（４） 契約期間 

    契約締結日から令和５年３月 31 日まで 

 

２ 公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格 

 （１） 複数企業等（法人を含む。）による連合（以下「コンソーシアム」という。）又は単体企業等と

する。 

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

 ア 予期しない妊娠に関する専門的な知見を有しており、夜間・緊急時の対応、関係機関との連携 

等を含む相談対応を迅速かつ適切に行うことができる体制を確保できる者であること。 

イ ＳＮＳ相談対応の実績があり、事業実施に必要な資格、経験を有する相談員を配置しているこ

と。 

ウ 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。 

エ 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。 

オ 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。 

カ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札等への参加を排除されていないこと。 

キ 暴力団関係事業者等でないこと。 

ク 宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。また、特定の公職者（その候補者を含む。）



若しくは政党を推薦し、支持し又はこれらに反対することを目的とした団体でないこと。 

ケ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

   （ア）道税 

   （イ）本部が所在する都府県の事業税（道税の納付義務がある場合を除く。） 

   （ウ）消費税及び地方消費税 

コ 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 

  サ 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 参加資格の審査 

 （１） 公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は、アからオまでに定めるところにより、２に

掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 

  ア 申請書の交付場所 

    次の場所で交付する。 

    〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目 

    北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課 担当：西村 

    （交付時間は午前８時 45 分から午後５時 30 分まで。土曜日及び日曜日は除く。） 

    なお、北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課のホームページからもダウンロ

ードすることができる。 

    ＵＲＬ：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ninsin-sos/130653.html 

  イ 申請書の提出期限 

    令和４年 10 月 26 日（水）午後５時 30 分必着 

  ウ 申請書の提出方法 

    持参、郵送（簡易書留）による紙媒体又は電子メールによる電子媒体による提出とする。 

    電子メールで提出する場合、北海道が証明書等の原本提出を要請したときには、速やかに持 

参又は郵送（簡易書留）で提出すること。 

  エ 申請書の提出場所 

    持参、郵送 アに同じ。 

    電子メール メールアドレス：hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp 

 （２） 審査を行ったときは、審査結果を通知する。 

 

４ 企画提案書の提出期限、場所及び方法 

 （１） 提出期限 

     令和４年 11 月２日（水）午後５時 30 分必着 

 （２） 提出場所 

     ３（１）エに同じ 



 （３） 提出方法 

     持参、郵送（簡易書留）による提出 

 

５ 企画提案書の無効 

  公募型プロポーザル方式による参加する者に必要な資格を有しない者の提出した企画提案書は無効

とする。 

  また、参加資格申請及び企画提案書が次のいずれかに該当する場合は、提出を無効とすることがあ

る。 

 （１） 提出期限、提出先、提出方法が公告の内容と適合しないもの 

 （２） 指定する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 

 （３） 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 

 （４） 虚偽の内容が記載されているもの 

 

６ 最良の提案をした者の選定方法 

  あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された企画提案書を評価し、最良の提案をし

た者（以下「特定者」という。）を選定する。具体的な審査基準は次のとおり。 

 （１） 業務運営能力 

    ア 予期しない妊娠等に関する相談業務を円滑かつ効率的・効果的に行うため、事業実施に必

要な知識やノウハウを有しているか 

    イ 通年的に相談者のニーズに応じた時間帯、相談体制で対応を行うことが可能か 

    ウ 事業の実施に必要な資格、経験等を有する相談員の配置や資質向上のための研修受講など

適切な相談体制を確保できているか 

    エ 当該委託業務を遂行するのに必要な相談システムの体制が整っているか 

    オ 個人情報の管理を適切に行うことができるか 

 （２） 業務処理能力 

    ア 多種多様な相談に対し、相談者に寄り添い、ニーズに沿った適切な支援を提供できるか 

    イ 緊急性の高い相談に対し、適切に対応する体制が整っているか 

    ウ 市町村等の関係機関と円滑な連携体制が確保できるか 

    エ 必要に応じて、自動応答や相談が途切れた場合のアフターフォローなど、多くの相談者を

支援に繋げるための支援を実施できるか 

    オ 相談者の状況及び対応状況を統計処理等により適切に管理・報告することが可能か 

 

７ 契約手続 

  特定者を見積書徴取の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約手続を行う。 

 

８ 公募型プロポーザル方式に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 

 （１） 名 称 北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課 

 （２） 所在地 〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目 



 （３） 連絡先 電話番号 011－231－4111（内線：25－775） 

 

９ その他 

 （１） 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

 （２） 審査結果及び特定者名は公表する。 

 （３） 本業務の成果品等に係る著作権は全て北海道に帰属する。 

     また、第三者の著作権その他一切の権利の北海道への移転に係る交渉・処理は受託者が行う

こととし、その経費は委託料に含む。 


