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仕  様  書  

 

１ 業務名  

  札幌市企業経営動向調査（令和３年度上期・下期）実施業務 

 

２ 業務期間 

契約締結日～令和４年３月 31 日 

※ 上半期（４月～９月）と下半期（10 月～３月）の２回に分けて、調査結果を報告

書にまとめること。 

 

３ 目的及び調査内容 

市内における主要業界の景況及び当面する問題点などの動向を把握し、経済情勢に

対応した産業振興施策の基礎資料を作成する。 

調査票は、定例質問項目、特定質問項目の２つで構成し、それぞれ下記の項目を調

査する。 

 (1) 定例質問項目 

市内の景気、業界の景気、企業の経営状況、売上高・経常利益、資金繰り、設備

投資及び従業員数についての B.S.I.（景気動向指数。現在の景気の状態を、以前と

比較して「上昇している」と回答した企業の割合から、「下降している」と回答した

企業の割合を差し引いた数値。）並びに人材の確保状況、経営上の問題点、経営改善

を図るための取組内容を把握する。 

 (2) 特定質問項目 

その時節や市の施策の取組状況に応じた設問を５問程度（Ａ４版で１～２頁）行

う。 

 

４ スケジュール  

  下記を目安とするが、札幌市と受託者の協議において、変更する場合がある。 

  なお、下記中「ダイジェスト版」とは調査結果を１枚（片面）にまとめたもの、「概

要版」とは、調査結果を約 10～20 ページにまとめたもの、「最終結果報告書」とは約

80 ページにまとめたものを指す。 

 ⑴ 上期調査 

企業選定結果提出(受託者→札幌市) 令和 3年 6月 14 日(月) 

原稿受け渡し(札幌市→受託者) 令和 3年 6月 24 日(水) 

発送物の提出(受託者→札幌市) 令和 3年 7月 15 日(木) 

調査票の発送(札幌市) 令和 3年 7月 30 日(金) 

返信された封筒(調査票)の引渡し(札幌市→受

託者) 

令和 3 年 8 月 2 日(月) ～8 月 20

日(金)の間、数回に分けて行う 

報告書ダイジェスト版提出(受託者→札幌市) 令和 3年 9月 3日(金) 

報告書概要版、最終結果報告書提出及び集計

表・グラフの提出(受託者→札幌市) 

令和 3年 9月 17 日(金) 
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⑵ 下期調査 

企業選定結果提出(受託者→札幌市) 令和 3年 12 月 1 日(水) 

原稿受け渡し(札幌市→受託者) 令和 3年 12 月 14 日(火) 

発送物の提出(受託者→札幌市) 令和 4年１月 14 日(金) 

調査票の発送(札幌市) 令和 4年 1月 31 日(月) 

返信された封筒(調査票)の引渡し(札幌市→受

託者) 

令和 4 年 2 月 1 日(火) ～2 月 21

日(月)の間、数回に分けて行う 

報告書ダイジェスト版提出(受託者→札幌市) 令和 4年 3月 4日(金) 

報告書概要版、最終結果報告書提出及び集計

表・グラフの提出(受託者→札幌市) 

令和 4年 3月 14 日(月) 

 

５ 業務内容 

(1) 調査対象企業の選定 

ア 上期 

前年度下期調査の対象として、市内に事業所を有する企業（建設業、製造業、

卸売業、小売業、不動産業、飲食・宿泊サービス業、運輸業、情報通信業、その

他サービス業）から 2,000 社を抽出した企業データや過去の送付先除外リスト等

を、札幌市が受託者に受け渡すものとする(エクセルデータ)。 

上期調査にあたって、受託者は、前年度下期調査時に無回答であった企業の半

数の入れ替えにより、調査対象企業 2,000 社を選定する。 

企業の入れ替えにおいては、本社所在（郵便番号の前半の 3桁（郵便区番号））、

企業規模、業種が同じ企業と変更することを原則とするが、企業の選定について

は、札幌市と調整すること。受託者は、入れ替え後の抽出企業データを発送物デ

ータと一緒に札幌市に提出するものとする。 

イ 下期 

下期調査にあたって、受託者は、上期調査対象企業 2,000 社の企業データから、

上期調査時に無回答であった企業の半数の入れ替えにより、調査対象企業 2,000

社を選定する。 

企業の入れ替えにおいては、本社所在（郵便番号の前半の 3桁（郵便区番号））、

企業規模、業種が同じ企業と変更することを原則とするが、企業の選定について

は、札幌市と調整すること。受託者は、入れ替え後の抽出企業データを発送物デ

ータと一緒に本市に提出するものとする。 

(2) 調査票・企業への依頼文・返信用封筒の印刷・発送準備 

  受託者は各調査につき、2,020 部（うち 20 部は予備として扱う）印刷し、選定し

た発送先企業の住所を確認した後、封筒に宛名を記載し、封筒詰めを行い、札幌市

に納入する。 

各印刷物の仕様は以下のとおり。 

  ア 調査票      Ａ３判 別添見本参照（両面） 

 イ 企業あて依頼文  Ａ４判 別添見本参照（両面） 

ウ 返信用封筒        別添見本参照 

※ 紙質・古紙配合率及び紙色については、特段指定はしないが、見本に示す前期

のものと同程度の品質を保つものとする。 
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※ 調査票及び企業あて依頼文を封入する封筒は、札幌市が受託者に受け渡す。 

※ 札幌市が主催する行事や制度に関する冊子類を封筒に同封する場合があるた

め、封筒詰めの作業に入る前に、その旨を札幌市に確認すること。なお、冊子

類等の印刷は札幌市が行う。 

※ 調査票及び企業あて依頼文を封入した封筒には、宛名とともに、｢差出課 経

済観光局経済企画課｣ と印字し、郵便番号の上３桁ごとに分けて本市に納入す

る。また、郵便区内特別郵便物に該当する場合には、｢郵便区内特別｣の印字を

行うこと。 

※ 納入にあたっては、郵便番号の上３桁の固まりを輪ゴム等で留めるなどし、ま

た、付箋等をつけるなどして部数がわかるようにすること。 

※ 封筒の封緘作業は「のり」を用いること。 

(3) 調査票の発送と回収、点検 

  調査票の発送については、札幌市が経費を負担し、発送する。 

返信用封筒の返信先は札幌市(経済企画課)とし、札幌市が経費を負担する。 

返信された封筒は、受託者が来庁し、札幌市が随時引き渡しを行う。引き渡し後、

受託者は、受領した封筒を随時開封し、調査票に整理番号及び企業の本社所在地(市

内・市外) 、企業規模別(大・中小・小規模) の分類番号を付すこと。 

また、発送先企業データ(エクセルデータ)にも、整理番号を入力する。更に、企

業の本社所在地及び企業規模別、業種の分類について、発送時の分類と異なる場合、

その旨エクセルデータを修正する。 

なお、企業規模別の分類については、中小企業基本法に基づき分類すること。 

(4) 調査票のデータ整理 

  返信された調査票（約 1,000 枚(見込数量)） の各設問に係る入力、集計等を行う。 

   ア 集計表（定例質問項目にかかわるもの） 

     (ｱ) 業種別及び企業規模別・本社の所在地別の単純集計（全問分） 

     (ｲ) 業種別、企業規模別及び本社の所在地別でクロス集計が必要なもの 

問４⑴-問５⑴及び問５⑴-⑵ 

     (ｳ) 特定質問項目等の分析に必要なものについては、別途指示する。 

    イ グラフ 

     (ｱ) 問１～５、問７～８の各問で必要なグラフ 

・ 積み上げ縦棒グラフによる全業種の回答内訳（11 期間） 

・ 積み上げ横棒グラフによる全業種及び業種別の回答内訳（３期間） 

※ グラフの右横に、期別の B.S.I.を記載すること。 

・ 折れ線グラフによる B.S.I.の動き（11 期間） 

       (ｲ) 問７で必要なグラフ 

・ 折れ線グラフによる全業種の実施割合の推移（11 期間） 

・ 横棒グラフによる全業種及び業種別の実施割合の推移（３期間） 

・ 横棒グラフによる全業種の投資理由の内訳（３期間） 

       (ｳ) 問８で必要なグラフ 

・ 折れ線グラフによる全業種の回答内訳（11 期間） 

       (ｴ) その他特定質問項目等の分析に必要なもの 

    ウ その他の欄、自由記載欄 
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   調査票上、その他の欄や自由記載欄への記載内容については、集計及び報告書

への反映を行う。 

    エ B.S.I.の算出について 

   各選択肢において得られた回答数をその設問における全体の母数で除したも

のについて、小数点第 2位で四捨五入をすることとする。この計算結果どうしを

差し引きしたものを B.S.I.として算出とする。 

なお、この四捨五入の処理により、全体の構成比が 100％に合致しない場合で

も差し支えないものとする。 

(5) 調査票のデータ分析 

ア 一般質問項目 

国及び北海道の景気動向を踏まえ、本市の特徴を整理する。 

また、グラフを盛り込むこととし、分析内容については、前期調査と同レベル

のものとするが、前期の結果と今期との比較分析を含むものとする。 

なお、前期のアンケート結果のデータは、本市が受託者に貸与するものとする。 

イ 特定質問項目 

本市の産業振興施策を踏まえ、現状及び問題点等を整理する。グラフを盛り込

むこととする。 

(6) 報告書の作成 

  結果報告書とともに、ダイジェスト版、概要版を作成し、それらの電子データ一

式を CD-R にて、ワードデータ又はエクセルデータ及び PDF データとして CD-R で提

出すること。 

これらの報告書は、構成、内容ともに前期の報告書と同レベルのものとする。参

考として、前期報告書は、本市が受託者に受け渡すものとする。 

  なお、結果報告書は白黒で印刷された場合にも、視認性の高い配色とすること。 

 

６ 留意点 

(1) 業務上で収集した企業の情報は、本調査以外には使用しないこと。 

(2) 調査票における質問内容は、本市が作成し、調査票の原稿を受託者に受け渡すも

のする。 

(3) 調査票や封筒の紙色や他の詳細について、必ず打ち合わせを行うものとする。 

(4) 上記５－(4)により作成したデータは、本市に提出すること。 

(5) 上記５－(5)の実施に当たっては、本市と適宜協議を行うこと。 

(6) 業務の実施に当たっては、環境に配慮した製品・サービス等の優先的購入・調達、

環境配慮に取り組む事業者からの優先的購入・調達に努めること。 

(7) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、本市と協議する

こと。 

 

※ 返信のある調査票は約1,000枚を見込んでいるが、増減する可能性がある。しかし、

この数量の増減が著しいと本市及び受託者双方が認める場合を除き、原則として、

契約金額の変更は行わないものとする。 


