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「「小さな拠点づくり」に向けた地域実態調査」仕様書 

 

１．委託業務名 

「小さな拠点づくり」に向けた地域実態調査 

 

２．委託業務の目的 

  本業務は、島根県の中山間地域対策（次期中山間地域活性化計画の改定等）の基礎情報を収

集するために、集落単位で把握する人口や集落活動状況等の基本情報や、公民館区単位で行う

小さな拠点づくりの進捗状況に関するヒアリング調査、また各種 GIS データなどを活用した

総合分析を行い、平成 31 年度の KPI 達成に向けた進捗状況を把握するとともに、それぞれの

地域の置かれている状況や将来見通しに応じた住民同士の話し合いを促進するための現状と

課題を把握・分析することを目的とする。 

 

３．委託期間 

  契約締結の日から平成 31 年 3 月 31 日まで 

    

４．業務内容 

＊以下、３つの調査業務については、別紙「「小さな拠点づくり」に向けた地域実態調査事業」

を参照すること。 

（１）調査対象範囲 

島根県内の中山間地域全域を調査対象地域とする。 

島根県では下記①～③に該当する地域を「中山間地域」としている。 

①過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法【平成 12 年法律第 15号】で指定）  

②特定農山村地域（特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に 

関する法律【平成 5年法律第 72 号】で指定）  

③辺地地域（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律【平

成 37年法律第 88 号】で指定）     

＊「中山間地域」の詳細については下記参照のこと。 

(http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/chiiki/chusankan/chusankan-

jyourei/teigi.html) 

 

（２）業務の内容 

① 集落人口調査 

ア 概要 

中山間地域全集落（3,356 集落＊Ｈ26 調査時点）を対象に、人口、世帯数などの

情報を収集する。 

イ 実施期間 

契約日から平成 30年 8月 31 日まで 

ウ 調査内容 

市町村に対して調査票を配布し、メール返信にて集約する。なお、この調査は委
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託者（島根県：以下「甲」とする）が行い、受託者（以下「乙」とする）は他の調査

結果とともに総合分析を行うものとする。 

 

② 集落基本情報調査 

ア 概要 

中山間地域全集落（3,356 集落＊平成 26年度島根県中山間地域集落総合調査（以

下、「Ｈ26調査」という）時点）を対象に、集落代表者へのアンケート調査を実施す

る。 

イ 実施期間 

契約日から平成 30年 8月 31 日まで 

ウ 調査内容 

（ア） 調査方法 

市町村を介して対象となる集落にアンケート調査票を配布のうえ、調査票を

回収する。配布、回収方法については、市町村と協議の上、決定する。 

（イ） 調査票 

「アンケート調査票」の内容については、調査実施までに乙の提案を含め、

甲乙協議の上、乙が作成するものとする。 

なお、調査項目としては、地域活動、買い物、交通、農業等についての生活実

態や課題等を想定している。 

 

③ 小さな拠点づくり進捗状況調査 

ア 概要 

中山間地域の公民館区等（236 地区）に対して甲が実施するヒアリングに調査つ

いて、調査票の作成と集計・分析を行う。 

イ 実施期間 

契約日から平成 31年 1月 31 日まで 

ウ 調査内容 

ヒアリング調査については甲が行うが、小さな拠点づくりの進捗状況を把握する

ために必要な情報を得る調査票の作成は、甲乙協議の上、乙が作成するものとする。 

なお、調査方法の共通認識を高めるために、甲乙協議の上、プレ調査の実施を行

うものとする。 

 

④ GIS データ等作成業務 

ア 概要 

公共施設（市役所・役場、公民館等）、医療機関（病院、診療所等）、教育機関（小学校、

中学校、高等学校等）、商業施設（スーパー、商店、ガソリンスタンド等）などについ

て、GIS データを作成する。 

イ 実施期間 

契約日から平成 30年 8月 31 日まで 
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ウ 作成内容 

各種公開情報等から各種機関・施設について位置情報等を取得しデータ作成を行う。作

成に当たっては、甲が所有する GIS データを参考にすることも可能である。 

 

⑤ 「集落人口調査」、「集落基本情報調査」、「小さな拠点づくり進捗状況調査」の結果を踏

まえた総合分析 

ア 概要 

上記の各調査結果、データ等を活用し複合的な分析を行う。 

イ 実施期間 

契約日から平成 31年 3月 31 日まで 

ウ 分析内容（例示） 

（ア） 「集落人口調査」と「GIS データ作成業務」に関わる複合分析例 

各集落の人口動向と各種拠点（行政、教育、医療、商店等）へのアクセス時

間との相関分析等 

（イ） 「集落人口調査」と「集落基本情報調査」に関わる複合分析例 

高齢化率等、各人口指標と地域活動の状況や生活機能との相関分析等 

（ウ） 複層的な範域による活動の展開状況 

集落単位や公民館単位による地域活動の状況や連携状況を分析し、複層的な

地域づくりの可能性に関する分析等 

（エ） 総合分析 

関連する 3つの調査結果（「集落人口調査」、「集落基本情報調査」、「小さな拠

点づくり進捗状況調査」と今回整備する GIS データや他の関連データを活用

し、以下の 4点を中心とする総合分析を行う。 

・小さな拠点づくりの進捗状況や推進していくための課題 

・地域づくりを支える人材・組織の状況 

・将来の生活機能シミュレーション 

・前回 H26 調査との比較  など 

（オ） 分析における集計単位の設定 

基本的に全県および市町村、公民館区単位により集計する。加えて集落の類

型や規模、縁辺性等により分析を行う。 

（カ） 分析の詳細内容と連携体制の構築 

分析実施までに甲と乙の間で最終調整するものとする。特に、乙は、甲が行う

「小さな拠点づくり進捗状況調査」との連携協力を進めるため、定期的な打

ち合わせ協議の場を設定するなど必要な体制を構築する。 

 

⑥ 成果とりまとめ 

ア 概要 

上記業務の成果を、全県および各市町村版の報告書の作成を行う。 

イ 実施期間 

契約日から平成 31年 3月 31 日まで 
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ウ とりまとめ内容 

（ア） 全県分析版 

 分析結果を全県的に集約し、図表・地図を含めて編集したもの。 

（イ） 市町村分析版 

分析結果を市町村ごとに集約し、図表・地図を含めて編集したもの。 

（ウ） とりまとめの詳細内容 

とりまとめ実施までに甲と乙の間で最終調整するものとする。 

 

（３）報告書の作成 

各調査における分析結果や総合分析結果及びその他の統計資料等を踏まえ、特徴的な課

題の抽出を行い、課題解決に向けた方策を検討する際の基礎資料とする報告書（任意様式）

を作成すること。盛り込む主な項目案は次のとおりとするが、最終的には、甲乙協議によ

り決定するものとする。 

①調査目的 

②調査方法（記入例：調査期日、調査対象、調査方法など） 

③調査の集計・分析結果 

④調査結果を踏まえた課題、その他特徴的な事項のコメント 

⑤分析結果 

   など 

 

（４）報告書の概要版の作成 

分析結果の公表資料として、報告書の概要版（任意様式）を作成するものとする。概要

版については、全県および各市町村版を作成するものとする。なお、概要版に盛り込む内

容は、甲乙協議により決定するものとする。 

 

（５）成果品 

提出する電子媒体については、ウイルス等のチェックを実施しておくこと。 

①印刷物 

ア 報告書 

（ア） 報告書（上記（３））（Ａ４判両面・カラー ３部） 

（イ） 報告書の概要版（上記（４））（Ａ４判両面・カラー ３部） 

②電子媒体（ＣＤ又はＤＶＤ、正・副各１枚） 

データのファイル形式及び使用ソフトについては、Microsoft Excel、Microsoft Word、 

Microsoft Power Point、Microsoft Access、MapInfo Professional のいずれか（またはこ

れらと互換性のあるものに限る）と、報告書については PDF も合わせて CD-R 等に焼き付け

て提出する。ただし、これによりがたい場合は甲と協議を行うこととする。 

また、提出資料の引き渡し後にデータ等に不具合が生じた場合は、乙の責任において対

応すること。 

③成果品の瑕疵 

納品後に成果品の瑕疵が発見された場合は、甲の指示に従い、必要な処理を乙の負担に
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おいて行うものとする。 

 

（６）その他 

①打ち合わせ等 

本業務を適正かつ円滑に遂行するため、乙は連絡体制図等を作成し、業務責任者等（以 

下、業務責任者という）を明らかにするとともに、業務の遂行に支障がないよう甲と常に

密接な連絡や協議を行うものとする。乙は、協議内容については、その都度打ち合わせ記

録簿（書面）を作成し、甲乙相互に確認するものとする。 

また、打ち合わせ等の協議に際しては、甲乙とも 2名以上の複数出席者とし、乙は業務 

責任者を初回と中間時及び納品時など、必要に応じて必ず同席させ、円滑な業務遂行に努

めるものとする。 

②調査・分析準備 

調査・分析に先立ち、乙は調査・分析方法や実施体制、行程計画、調査結果の整理方法

等下記に示す項目について業務計画書を作成し、甲と協議のうえ、契約締結後速やかに提

出するものとする。（業務計画書の記載項目） 

ア 業務概要 

イ 調査・分析方法 

ウ 実施体制 

エ 行程計画（打ち合わせ等協議の計画時期含む） 

オ 成果品の内容、成果品の品質を確保するための計画等 

カ 連絡体制（緊急時を含む） 

キ その他 

③データの貸与等 

甲は、本業務に必要な関係資料等を乙に貸与する。 

ア 全集落の人口データ 

イ 過去に作成した各種機関・施設等の GIS データ 

ウ その他甲が必要と認める関係資料等 

④関係法令及び条例の遵守 

乙は、本業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例を遵守しなければなら

ない。 

⑤疑義 

本業務の実施にあたっては、契約書及び本業務仕様書によるほか、甲の指示によらなけ

ればならない。本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、甲と乙が協議のうえ、

乙は甲の指示に従い、業務を遂行するものとする。 

 

５．委託経費及び経理 

（１）対象となる経費 

事業全般にあたって、国、地方公共団体の補助金、委託費等により既に支弁されている

経費は委託金額の対象外とする。  

（２）会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、委託費の使途
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を明らかにしておくこと。 

（３）領収書等支出内容を証する経理書類を整備して、会計帳簿とともに業務委託の完了した

日の属する会計年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供することができるよう保存してお

くこと。 

 

６.委託業務実施状況の報告 

乙は、委託業務の遂行について記載した事業状況報告書を次の表のとおり県に報告すること。 

 

報告期限 提出書類及び内容 

各四半期末日の属する月の翌月の 15 日 

（第四半期は除く） 

事業実施状況報告書 

（各四半期末日までの業務の遂行状況） 

 

７.支払条件等 

（１）甲は、契約を締結したとき、受託者から概算払の請求があった場合は概算払ができるもの

とする。この場合は、６に定める提出書類に概算払請求書を添付して提出すること。 

（２）委託業務終了後、確定した委託料を上回る額が既に概算払されている場合には、超過分を

甲に返還するものとする。 

 

 

８.委託業務完了後の提出書類 

  委託業務完了後に、速やかに次の（１）から（３）の書類を提出すること。 

（１）業務実績報告書 

①業務の実施期間 

②実施業務項目 

（２）収支精算報告書 

（３）委託業務完了届 

（４）４（５）に定める成果品 

 

９.その他 

 （１）本仕様書に記載のない事項につき疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進める

ものとする。 

（２）契約に要する経費は乙の負担とする。 


