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 岩沼市民バス運行業務事業者選定プロポーザル  

実施要領 

 

１．趣旨及び目的 

岩沼市では、路線バスの廃止を受けた代替交通とスクールバスの役割を担い、高齢者

等の交通手段を持たない方の日常生活の足の確保を主な目的に、平成１１年から市民バ

スを運行しています。 

この岩沼市民バス運行業務事業者選定公募型プロポーザル実施要領（以下、「実施要

領」という。）は、平成３１年４月からの運行業務に係る委託事業者の選定にあたり、

事業者の持つ技術力や専門性を活用し、優れた企画提案や価格等を総合的に評価できる、

公募型プロポーザル方式（以下、「プロポーザル」という。）により選定するため、必要

な事項を定めるものとする。 

 

２．委託業務の名称 

 岩沼市民バス運行業務 

 

３．業務概要 

 (1) 業務場所 

岩沼市市域内及び名取市の一部（下増田字南原地内、同字小沼地内及び同字相野谷 

地地内／堀内字北竹地内及び同字南竹地内／堀内字南地内） 

 (2) 業務期間   平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日の３年間 

(3) 運行体制（使用車両及び路線数等） 

・使用車両（下記走行距離数は、平成 30年 10月 31日時点の数値を記載） 

【バス路線運行用７台（常時使用車両６台、予備車両１台）】 

   ①宮城 200さ 1729（日野、平成 21年 7月登録、627,037㎞） 

   ②宮城 200さ 1730（日野、平成 21年 7月登録、714,844㎞） 

   ③宮城 200さ 1731（日野、平成 21年 7月登録、674,164㎞） 

   ④宮城 200さ 1732（日野、平成 21年 7月登録、657,953㎞） 

   ⑤宮城 200は 898 （日産、平成 17年 1月登録、588,997㎞） 

   ⑥宮城 200は 614 （日野、平成 21年 7月登録、581,576㎞） 

   ⑦宮城 230さ 6  （日産、平成 13年 3月登録、833,999㎞）※予備車両 

  【スクールバス運行用１台（市民バス車両としても支局へ届出済）】 

   ①宮城 200さ 1741（日野、平成 21年 8月登録、94,530㎞） 

 

※使用車両については、市が所有する車両を基本とするが、複数車両の故障等に 

より予備車両も不足する場合は、受託者の車両借上等を想定する。 
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  ・路線数    ７路線（駅東・中央循環線／東西循環線／東西線／大師線／ 

南長谷線／空港線／玉浦循環線） 

  ・運行時刻及び経路 

 別紙時刻表のとおり（平成３０年３月１２日運行開始分） 

          ※運行時刻及び経路は、変更になる場合があります。 

  ・料金体系   １回乗車：２００円 

          １日フリー乗車：４００円 

          定期券（全路線共通）：１ヶ月  ７，０００円 

３ヶ月１９，９００円 

６ヶ月３７，８００円 

          ※その他料金体系については、別紙時刻表を参照 

・年間利用者数 現在：１３５，３９９人（平成２９年度実績値） 

        目標：１６０，０００人（平成３３年度目標値） 

・関連する計画 岩沼市民バス運行計画（平成２９年７月策定） 

(4) 業務内容    

・岩沼市民バス運行業務（道路運送法第７８条第２号／市町村運営有償運送／岩 

沼市民バスの設置及び管理に関する条例／岩沼市民バスの設置及び管理に関する 

条例施行規則） 

※詳細については、別紙 1「岩沼市民バス運行業務 仕様書」に記載 

・スクールバス運行業務 

※詳細については、別紙２「スクールバス運行業務 仕様書」に記載 

 

４．業務体制の確立 

受注者は契約締結後、業務を実施するため、経験と技術を有する人員の確保等、平成

３１年４月１日から適正に業務を遂行できるための体制を確立するものとする。これに

係る経費は、受注者の負担とする。本業務に係る人員は、全て平成３１年３月３１日ま

でに確保し、運行開始の日までに研修等を終えていなければならない。 

 

５．業務委託料の限度額 

業務期間３年間の限度額は、２４０，６００，０００円（税抜）〔年額８０，２００，０

００円（税抜）〕とする。なお、提案する見積金額が、限度額を超えた場合は、本プロポー

ザルについて失格とする。 

 

６．参加資格要件 

参加者は、参加申込書の提出日において、次の項目をすべて満たしていなければならない。 

(1) 平成２５年度以降に本業務に類似するバス業務の実績があること。 
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(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し 

ないこと。 

(3) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項に基づく市の入札参加制限を受けていない 

こと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による会社更生手続き開始の申し立 

て又は民事再生法（平成１１年法律第２５５号）の規定による再生手続き開始の申し立 

てがなされていないこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第 

２項に規定する暴力団及び同法第２条第６項に規定する暴力団員の利益となる活動を 

行っていないこと。 

(6) 別紙仕様書で定める委託業務について、十分な遂行能力を有し、適正な執行体制を有 

し、本市の指示に柔軟に対応できること。 

(7) 国税、都道府県税、市税等を滞納していないこと。 

(8) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条第１項に規定する一般乗合旅客自動 

車運送事業の許可を受けている者であること。 

(9) 市民バスの主要な始発地点である岩沼駅東口まで、容易に到着できる範囲内として、 

市内又は近隣に車両保管場所を確保できること。 

 

７．プロポーザルの実施手順（案） 

実施要領等は、市のホームページからダウンロードするものとする。 

  ・平成３０年１２月 ３日（月） 公募開始（市ホームページ等） 

  ・平成３０年１２月１１日（火） 質問受付期限 

  ・平成３０年１２月１２日（水） 質問回答期限 

  ・平成３０年１２月１８日（火） 参加申込書提出期限 

  ・平成３１年 １月１７日（木） 提案書提出期限 

  ・平成３１年 １月２４日（木） 提案書の審査・ヒアリング（予定） 

  ・平成３１年 １月３１日（木） 審査結果通知（予定） 

※上記スケジュールは、状況により変更する場合があります。 

 

８．質問の受付 

質問がある場合は、次により質問回答書（様式１）を提出すること。 

 (1) 提出期限   平成３０年１２月１１日（火）午前１１時まで 

  (2) 提出方法   電子メールによる提出とします。 

 (3) 提 出 先   岩沼市市民経済部生活環境課 

           電子メールアドレス：kankyou@city.iwanuma.miyagi.jp 

 (4) 回  答   平成３０年１２月１２日（水）に市ホームページに掲載します。 
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９．参加申込書の提出 

参加申込書（様式２）の提出は、以下によるものとする。その際は、次に掲げる書類

を添付すること。 

(1) 提出期限   平成３０年１２月１８日（火）午前１１時まで 

(2) 提出方法   市民経済部生活環境課へ持参により業務時間内（午前９時から 

正午、午後１時から午後５時）に提出してください。 

（郵送による提出は受け付けません。） 

 (3) 提 出 先   岩沼市市民経済部生活環境課 

(4) その他添付書類  

 ・バス業務受託実績一覧（任意様式）、又は、契約書の写し 

※以下の添付書類については、平成２９・３０年度岩沼市競争入札参加資格者名簿 

に登録がある場合は不要とし、競争入札参加資格承認書の写しを添付すること。 

   ・登記簿謄本（法人）【写可。発行後３か月以内のもの】 

・直近１年の国税、都道府県税、市税の納税証明書等（法人） 

【「岩沼市：必要な納税証明書等及び発行官公署一覧」参照。写可。発行後３ 

か月以内のもの】 

・印鑑証明書（法人）【写可。発行後３か月以内のもの】 

・直近の決算時の財務諸表（貸借対照表・損益計算書等）【写】 

・道路運送法第４条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けてい 

ることを証する書類の写し 

 

１０．参加の辞退 

参加を辞退する場合はプロポーザル参加辞退届（様式３）により行うものとする。 

 

１１．提案書の提出 

提案書の提出は、以下によるものとする。 

  (1) 提出期限   平成３１年１月１７日（木）午前１１時まで 

 (2) 提出方法   市民経済部生活環境課へ持参により業務時間内（午前９時から

正午、午後１時から午後５時）に提出してください。 

 (3) 提 出 先   岩沼市市民経済部生活環境課 

 (4) 提出部数   正本１部、副本１４部（見積書以外は、任意様式、Ａ４サイズ） 

(5) 提案書作成にあたっての留意事項 

① 提案書はＡ４縦長横書き両面にて作成し、表紙をつけてください。 

② 正本には表紙に社名、代表者名を記載し、代表者印を押印してください。 
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１２．提案書の記載内容 

提案書には、市民バス運行業務及びスクールバス運行業務の履行確保と、『岩沼市民

バス運行計画（平成２９年７月策定）』に記載する主要施策等を踏まえた上で、次の内

容を記載すること。 

(1) 運行業務に対する実施力について 

① 経営理念及び事業実施に対する取り組み姿勢について 

② 市民バス及びスクールバス運行等に従事する人員体制について 

③ 運行開始までの業務計画及びスケジュール等 

④ 乗合事業、コミュニティバス（他自治体を含む）及び類似事業の運行実績 

(2) 運行の安全性について 

① 運行管理体制、運転手への運転技術向上研修・健康管理体制について 

② 車両の点検・整備、予備車両の確保とその他車両体制について 

③ 事故や災害緊急時の体制確保及び対応について（緊急時対応マニュアルの 

整備、緊急時の連絡体制と手段の確保、交代運転手及び代替車両の確保） 

④ 過去２年間の国土交通省による処分・重大事故の発生状況及び、運輸安全 

マネジメントの導入状況及び評価について 

(3) 利用者への対応について 

① 運転手への接客研修や教育体制 

② 利用者等からの苦情処理対応 

③ 高齢者、障がい者、子どもなど弱者への配慮、取り組み姿勢 

④ 利用者への情報提供について（循環線及び支線の乗継者への対応等） 

(4) 『岩沼市民バス運行計画』に基づく利用促進策等について 

① 効率的運営に向けた取組みについて（料金以外の多様な収入の確保等） 

② 他交通機関との相互連携及び地域との連携強化について 

③ 利用促進及びサービス向上策について（利便性向上のための設備導入等を含 

む） 

④ 公共交通利用への意識啓発に伴う協力体制について（乗り方教室等） 

⑤ 路線、ダイヤ等の見直しに伴う協力体制について（乗降調査、ダイヤ調整等） 

⑥ その他利用促進に関する提案 

※上記「(4)①～⑥」については、人員体制以外の設備導入費用等については、 

提案内容の中に必要経費を記載し、次項目には、経常しないこととする。 

(5) 運行経費について 

岩沼市民バス運行業務見積書（様式４）を提出すること。 
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１３．提案等に要する費用及び提出書類 

 (1) 提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

 (2) 提出された提案書等一切の書類は返却しないものとする。なお、提出された書類

を提出者に無断で本件の目的以外に使用することはない。 

 (3) 提出された提案書の著作権は、提出者に帰属するが、審査に必要な範囲で複製を

作成することがある。 

 

１４．選定方法 

(1) 本業務の事業者選定 

参加申込書を提出した事業者から提出された提案書の内容について、岩沼市民バ

ス運行業務事業者選定プロポーザル審査会（以下「審査会」という。）において総合

的に審査し選考します。 

なお、提案内容を把握するため、提案書の提出のあったすべての提案者からヒア

リングを行い、すべての提案者に対し、その結果を通知します。 

また、提案が１社のみの場合であっても審査会において提案内容の審査を行い選

定の可否を決定します。 

 (2) ヒアリング 

ヒアリングは、以下により行います。 

・入室人数は５名以内とします。 

・３０分以内での説明の後に２０分程度の質疑応答を行います。 

（提出済の提案書等に沿い口頭による説明のみで行うものとします。） 

   ・ヒアリングの際、プロジェクター及びスクリーン等の機材が必要な場合は、 

事前に本審査会担当者と調整を行うこと。 

・ヒアリングの日程、場所については、後日連絡します。 

・ヒアリング時の追加資料の配布は不可とします。 
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(3) 評価基準 

評価項目 審査基準 配点 得点 

内 

容 

審 

査 

運行業務に対する

実施力について 

（配点 20点） 

十分な経営理念と具体的な取組姿勢が示さ

れているか。 
５ 

 

業務執行にあたり必要な人員体制が確保さ

れているか。 
５ 

 

運行開始までの業務計画等が具体的に示さ

れているか。 
５ 

 

宮城県内において類似業務の実績や経験を

有しており、知識・ノウハウが十分に活かさ

れることが期待できるか。 

５ 

 

運行の安全性につ

いて 

(配点 20点) 

運行管理体制、運転手の技術向上と健康管理

体制について具体的で優れた内容であるか。 
５ 

 

運行車両に係る点検・整備等に関する知識を

有し、車両体制の考え方について具体的に示

されているか。 

５ 

 

災害等緊急時の管理体制について具体的に

示されているか。 
５ 

 

重大事故等の発生状況に対する運輸安全マ

ネジメントの導入や評価があり、業務の履行

にあたり十分であるか。 

５ 

 

利用者への対応に

ついて 

(配点 20点) 

運転手への接客研修や教育体制について具

体的で優れた内容であるか。 
５ 

 

苦情相談体制の確立について具体的で優れ

た内容であるか。 
５ 

 

高齢者等への配慮について具体的で優れた

内容であるか。 
５ 

 

利用者への案内等について具体的で優れた

内容であるか。 
５ 

 

『岩沼市民バス運

行計画』に基づく

利用促進策等につ

いて(配点 30点) 

利用者の増加や利便性の向上、運賃収入の増

加に対する姿勢について、市とともに実施可

能な体制があり具体的で優れた提案である

か。 

３０ 

 

運行経費について 

（配点 10点） 

（提案上限額－提案見積額）÷（提案上限額

－最低提案見積価格）×１０ 
１０ 
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１５．契約締結の方法 

選定された最優秀提案者は、運行業務委託候補者となり、本業務の運行業務委託契約

について優先交渉を行います。なお、選定後から委託契約の締結までの間に、本市との

協議を経て、業務内容に基づく見積りを徴収し、市の定める算定方法により算出した金

額を上限として契約を締結するものとします。 

 

１６．その他 

 (1) 選定委員の構成、詳細な評価基準は公表しません。また、選定結果に関する異議

申し立て及び問い合わせは一切受け付けません。 

 (2) 契約締結日において、「６．参加資格要件」を満たさない状況となった場合は契

約しない。 

 

１７．問合せ 

 (1) 担 当  岩沼市市民経済部生活環境課 

          生活環境係（担当：小嶋・三浦） 

 (2) 電 話  0223-22-1111（内線 333） 

 (3) ＦＡＸ  0223-22-1264 

 (4) メール  kankyou@city.iwanuma.miyagi.jp 


