
 

栄町循環バス運行業務プロポーザル実施要領 
 

１背景・趣旨 

 本町では、昭和５０年代の民間による大規模宅地開発により、人口が急激に増加し、開発区域を中

心とする公共交通の需要の高まりから、開発区域と公共施設、特に安食駅を連絡する交通機関として、

民間のバス会社により路線が開業した。 

更に少子高齢化の時代を迎え、既存の地域における公共交通空白地域の解消及び高齢者や子ども等、

交通手段を持たない人の移動手段の確保対策が急務となったことから、町の運営による町内循環バス

（以下「循環バス」という。）の運行を開始するなど、公共交通の確保に努めてきたところである。 

しかし、昨今、特定区間を運行する乗合バス事業、長距離バス事業などでは、悲惨な事故が相次ぐ

など、バス事業の安全な運行体制が問われている。 

そこで、今般、住民の日常生活に直結する循環バス事業についても、厳しい財政状況の中、運行経

費もさることながら、令和元年１０月１日からの循環バス運行事業に関し契約予定者を選定するにあ

たり、運行体制の安全性を確保し、利用者が安全に安心して利用できる循環バスとするため、乗合バ

ス事業等、バス運行事業に精通している事業者から運行体制等の具体的な提案を受けるとともに、優

れた企画提案の内容や価格等を総合的に評価できるプロポーザルの実施に係る各種手続きを定める

ものである。 

 

２業務概要 

（１）実施主体 栄町 

（２）業務名 栄町循環バス運行業務 

（３）業務内容 

①運行業務 

運行するルート、時間及び運行日の主な内容は、下記のとおりとする。なお、自由乗降区間を設定す

るものとする。 

ア）運行ルート：安食循環と布鎌循環の 2ルート 

イ）運行日  ：日曜日、祝祭日、年末年始（12 月 31 日～1月 3日）を除く毎日 

ウ）運行時間 ：安食循環 7時 06 分～18 時 14 分までで 1日 7便運行 

布鎌循環 7時 05 分～18 時 23 分までで 1日 7便運行 

 

②車両 

循環バス運行業務に使用する車両は、現在の受託者へ貸与している「日野ポンチョ」２台を通常運行

車両に、「日野リエッセ」１台を予備車両に充てるものとし、車両の整備、点検及び保管並びに故障・

事故等による修理を含めた一切の管理については、受託者が行うものとする。 

［バス車両の規格］  

   日野ポンチョ：全長 6290ｍｍ 全幅 2080ｍｍ 全高 3100ｍｍ  

                定員 29 人（座席 13 席・立ち乗り 16 人）※車椅子 1台乗車可  

                ※車椅子乗車時は、スロープの設置を要する。  

※車椅子が乗車した際は、座席は 11 席となる。  

日野リエッセ：全長 6990ｍｍ 全幅 2060ｍｍ 全高 2820ｍｍ  



          定員 29 人（座席 19 席・立ち乗り 10 人）  

 

③その他、業務の詳細については、別紙「栄町循環バス運行業務計画書」（以下「計画書」とい

う。）」のとおりとする。 

（４）運行期間 令和元年 10 月 1 日から令和 4年 9月 30 日まで 

（５）事業費上限額 49,000 千円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

※この金額は契約時の予定価格を示すものではない。 

 

３委託者選定方法 

企画提案書及びプレゼンテーションによるプロポーザル方式 

 

４参加資格 

 プロポーザルに参加できる者は、次に掲げるすべての事項を満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令 16 号）167 条の 4の第 1項及び第 2項各号の規定に該当し

ないこと。 

（２）応募開始時において、国土交通大臣から道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第 40 条に定め

る事業用自動車の使用の停止若しくは事業の停止処分又は同法第79条の12に定める業務の全部

もしくは一部の停止処分の措置を受けていないこと。 

（３）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始の申立て、又は、民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること。（会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て、又は民事再生法の規定に基づく再

生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決

定が確定した者を除く。） 

（５）道路運送法第 4条に定め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。 

（６）運行開始日までに、当該路線についての国土交通省の許可・運賃認可・標柱の設置等を完了し、

運行開始日から問題なく運行を開始できる事業者。 

（７）栄町入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（８）千葉県内及び近隣都道府県(東京都、埼玉県、茨城県)に本社若しくは営業所があること。 

（９）運行業務に関し、千葉県又は栄町の指名停止を受けている期間でないこと。  

（１０）栄町建設工事等暴力団対策要綱第 2 条第 1 項及び第 2 項の措置を受けていない者であるこ

と。 

（１１）栄町暴力団排除条例第 2 条第 3 項に規定する暴力団員等又は同条第 9 条第 1 項に規定する

暴力団密接関係者と認められる者ではないこと。 

５スケジュール 

 （１）公募開始・提出書類の配布（町ホームページ掲載）令和元年 7月 8日（月） 

 （２）質問書（様式 8）の受付期限          令和元年 7月 16 日（火） 

 （３）質問書に対する回答              令和元年 7月 18 日（木） 

（４）参加表明書提出期限              令和元年 7月 19 日（金） 

（５）資格確認結果通知の送付            令和元年 7月 24 日（水） 



（６）企画提案書の提出期限             令和元年 7月 31 日（水） 

（７）評価及びプレゼンテーション          令和元年 8月１日（木） 

（８）評価結果通知                 令和元年 8月 5日（月） 

 

６プロポーザル参加申請の方法 

このプロポーザルに参加しようとする者は、参加表明書（様式１）を提出すること。その際、次に

掲げる書類を添付すること。期限までに参加表明書（様式１）を提出しない場合は、辞退したものと

みなす。 

・栄町循環バス運行業務に係る参加資格確認申請書(様式２) 

・登記簿謄本（法人）の写し（発行後 3か月以内のもの） 

※千葉県内及び近隣都道府県(東京都、埼玉県、茨城県)に本社若しくは営業所があることがわかる

もの。 

・国税及び地方税に未納が無いことの証明書（発行後 3か月以内のもの、直近１年分、本社分のみ） 

・道路運送法第 4条第 1項に基づく一般乗合旅客自動車運送事業許可証の写し 

・財務諸表（貸借対照表、損益計算書の直近１年分） 

（１）提出期限 令和元年 7月 19 日（金） 

（２）提出先 栄町企画政策課企画班（栄町役場３階） 

       〒270－1592 千葉県印旛郡栄町安食台一丁目 2番 

（３）提出部数 各 1部 

（４）提出方法 持参又は郵送 

※持参による場合は、平日の午前 8時 30 分から午後 5時までとする。 

※郵送による場合、提出期限までに必着のこと。なお、郵送により提出する旨を提出期限までに電

話により連絡すること。 

 

７企画提案書の作成要領 

企画提案書の内容は、循環バス運行業務に関する提案を求めるものであり、現在の運行ルート及び

運行時刻等による業務を遂行するための考え方、運行管理体制、安全対策、危機管理体制、利用者の

サービス向上に関する取り組み等、業務内容の提案を求める。（現運行ルート・時刻等については町

ホームページを参照） 

（１）提出する書類の規格はＡ４サイズ横書きとする。（Ａ３サイズによる折込頁の挿入は可、図示・

着色は自由） 

（２）企画提案書は、１社１案とし、ＰＲしたいポイントや提案趣旨などを簡潔にわかりやすく記載

すること。なお、「企画提案書提出届」を表紙とする。 

（３）提出書類 

提案に係る提出書類は以下のとおりとする。 

①企画提案書提出届（様式 3） 

②会社概要等（様式 4）に以下の項目は必ず記載すること。 

・会社名、本社所在地、営業所所在地  

・連絡先（担当者氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、Ｅ－ｍａｉｌアドレス） 

・自社所有のバス車両（小型バス）の保有台数、乗務員の確保状況及び循環バス車両の町内の

待機施設の有無(待機施設がない場合、整備予定や既存施設での対応方針等を記載) 



③業務経歴書（様式 5） 

※コミュニティバス運行業務経歴、過去３年における業務経歴  

④不測の事態への対処方法（定員超過時、天候等の自然災害時、事故時等、事故等への補償関係、

マニュアルの整備状況）（任意） 

⑤受託後の組織体制（事業受託後の管理責任体制、安全対策体制、乗務員の教育訓練体制等）     

（任意）  

⑥ 利用者の利便性向上、利用促進に関する取り組み内容（任意）   

⑦ 運行に従事する乗務員の交通事故・違反状況（過去３年分）（様式 6） 

 ※ない場合は、提出不用  

⑧見積書（その１）：令和元年 10 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

見積書（その２）：令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 30 日 

見積書（その３）：令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 30 日 

見積書（その４）：令和 4年 4月 1日～令和 4年 9月 30 日 (様式 7) 

   

８企画提案書等の提出について 

（１）提出期限 令和元年 7月 31 日（水） 

（２）提出部数 正本 1部、副本 10 部（コピー可）を提出のこと。 

（３）提出方法 参加表明書提出時と同じこととする。 

 

９企画提案書等の取り扱い 

企画提案書等の著作権は、企画提案者に帰属する。ただし、栄町が選定を行う作業に必要な範囲内

での複製やプロポーザルの報告、公表等のために必要な場合は、提出書類を無償で使用できるものと

する。 

なお、提出された書類は原則返却しないものとする。 

 

10 質問受付方法等 

本実施要領の内容に不明な点がある場合は、質問書（様式 8）を提出すること。 

（１）提出期限令和元年 7月 16 日（火） 

（２）提出方法質問書を栄町企画政策課あてに電子メールにて提出 

E-mail：kikaku@town.sakae.chiba.jp  

（３）回答方法 参加申請者全員に電子メールにて、7月 18 日（木）までに回答する。 

 

11 評価の実施 

選定委員会において、選定対象業者によるプレゼンテーションを実施する。 

日時：令和元年 8月１日（木）実施予定 

（日時・場所等の詳細については別途連絡） 

（１）発表時間等：30 分程度（１事業者につき 20 分間のプレゼンテーションのあと、選定委員の質

疑時間として 10 分間を予定） 

（２）プレゼンテーションを行う者：本業務に携わる担当者 3名以内（管理責任者を含む。）とする。 

（３）企画提案書の補足資料がある場合には、プレゼンテーション時に提出することができるものと

する。 



（４）プレゼンテーション時にパソコン、プロジェクター等を使用する場合は、「栄町企画政策課企

画班」へ事前に連絡し、機器は各参加事業者で用意すること。 

※ホワイトボード、スクリーン及び延長コード等は町で用意する。 

 

12 評価項目 

（１）業務経歴等に関する評価       

① 運行業務実績について  

   ・コミュニティバス運行事業の実績  

  ② 自社所有のバス車両保有台数等  

   ・小型バス車両の確保状況  

・循環バス車両の町内の待機施設の有無、また、待機施設が無い場合は、その対処方法 

 

（２）企画提案に関する評価  

① 危機管理への対処方法  

   ・事故時の対処方法  

・定員超過時の対処方法  

   ・自然災害時の対処方法  

・不測の事態に備えた対応策並びにマニュアルの整備状況  

   ② 組織・管理体制  

    ・管理責任体制  

・運行開始前における乗務員の健康状態等の確認体制  

・運行開始前におけるバス車両の安全点検体制  

・乗務員に対する教育訓練体制  

   ③ 利用者の利便性向上に関する取り組み内容  

・定時運行における利便性の向上について  

・高齢者・障がい者等に対するサービス向上について  

・利用者の利便性向上について  

・利用促進に関する提案について 

④経費に関する取り組み 

 ・経費を削減する提案について 

⑤ コミュニケーション能力及び取り組み意欲について  

   ・プレゼンテーションにおける説明能力  

   ・業務受託に向けての取り組み意欲  

 

（３）価格に関する評価   

 見積金額（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

 見積書を作成する際には、下記の条件等を参考に積算すること。  

・現行の運行本数・ルート・ダイヤを基本とする。（詳細は栄町ホームページで確認のこと）  

・運行に必要なバス車両は、現在、循環バス運行事業に使用しているバス車両 3台とする。  

・燃料油脂費の内、燃料代については、１日の総運行距離数を 350km で積算すること。  

・運転手人件費について、令和元年 10 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日までの運行日数は 144 日とし、



令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日までの運行日数は 295 日、令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3

月 31 日までの運行日数は 295 日、令和 4 年 4 月 1 日～令和 4 年 9 月 30 日までの運行日数は 149

日で積算すること。 

・バス車両の修繕費については、見込まないで積算すること。 

・料金収入は見込まないこと。 

・参考として運行経費の他、停留所標識 1基当たりの見積額を記載すること。 

 

（４）行政処分の状況  

・過去５年間における行政処分の有無及び重大事故の発生状況について 

 

13 評価基準及び評価方法 

（１）評価基準は、別紙「企画提案評価表」のとおり。 

（２）選定委員会により、各選定委員が各提案についてそれぞれ評価を行う。 

（３）評価方法は、提案のあった書類とプレゼンテーションを受けて、評価項目毎の評価点数の合計

点数にて競う「総合評価方式」により行う。 

（４）評価の過程は非公開とし、評価結果に関する質疑には一切応じない。 

 

14 契約予定者の選定 

評価の結果、総合点数の最も高い企画提案書を提出した提案者を契約予定者として選定する。ただ

し、最高得点提案者が複数ある場合は、価格の低い提案者を選定する。さらに同じ場合は、委員会の

意見を参考により町長が決定する。なお、企画提案者が 1社の場合は、評価点の合計が満点の 5割以

上である場合に、契約予定者を選定するものとする。ただし、選定委員会が選定した委託予定者の報

告を受け、町長が最終的に契約予定者を決定し通知する。 

 

15 契約について 

企画・提案内容を踏まえ、契約予定者と仕様書等の調整を行う。その後、当該仕様書に基づき、改

めて契約用の正式な見積書を提出すること。それらを受け契約手続きに入るものとする。 

 

16 その他の留意事項 

（１）企画提案書の作成、提出、プレゼンテーション等に関する費用は、すべてプロポーザル参加者

の負担とする。 

（２）定められた提出期限内に参加表明書及び企画提案書等の提出がないとき、又は辞退の申し出が

あったときは、プロポーザルに参加する資格を失うものとする。 

（３）企画提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合、又は著しく信義に反する行為があった

場合は、提出された企画提案書等を無効とする。 

（４）提出期限以降、原則として企画提案書の記載内容の変更を認めない。また、企画提案書に記載

した業務の実施体制は、原則として変更を認めないが、本業務に携わる担当者の病休、死亡、退職等

のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の能力を有する者とする。 

（５）このプロポーザルに係る情報公開請求又は情報公開の申し出があった場合は、栄町情報公開条

例に基づき提出書類を公開することがある。 

（６）この業務委託の契約において、契約書の作成を必要とする。当該契約書には、再委託の禁止に



関する定めを設けるものとする。 

（７）この要領に定めのない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）、栄町財務規則（平成９年規則第４号）等関係法令等の定めると

ころによる。 

 

17 問い合わせ先 

〒270－1592 千葉県印旛郡栄町安食台 1丁目 2番 

栄町企画政策課企画班 

電話 0476－33－7773（ダイヤルイン） 

 E-mail kikaku@town.sakae.chiba.jp 

 

 

企画提案書の提出（再掲） 

（１）提出期限  ①参加表明書等 令和元年 7月 19 日（金）まで 

②企画提案書等 令和元年 7月 31 日（水）まで 

   ◇午前８時３０分～午後５時（土曜日、日曜日、祝日を除く）までとする 

（２）提出場所  栄町企画政策課 企画班 

   ◇電話  0476‐33‐7773 

   ◇ＦAX 0476‐95‐4274 

   ◇E メール kikaku＠town.sakae.chiba.jp 

（３）提出書類 

  下記の書類を取りまとめのうえ、Ａ４版（Ａ３版は折込）でファイル製本を行い、正本 1部、副

本 10 部（コピー可）を提出のこと。 

No. 提 出 書 類 様 式 期限 備   考 

１ 参加表明書 様式１ 7 月 19 日（金）  

２ 栄町循環バス運行業務

に係る参加資格確認申

請書 

様式２ 〃  

３ 登記簿謄本（法人）の

写し 

 〃 発行日から 3か月以内のもの、千葉県

内及び近隣都道府県(東京都、埼玉県、

茨城県)に本社若しくは営業所がある

ことがわかるもの 

４ 国税及び地方税に未納

が無いことの証明書 

 〃 発行後 3か月以内のもので直近１年分

（本社分のみ） 

５ 道路運送法第 4条第 1

項に基づく一般乗合旅

客自動車運送事業許可

 〃  



証の写し 

６ 財務諸表（貸借対照表、

損益計算書の直近１年

分） 

 〃  

７ 企画提案書提出届 様式３ 7 月 31 日（水）  

８ 会社概要等 様式４ 〃  

９ 業務経歴書 様式５ 〃 過去３年における業務経歴 

１０ 危機管理への対処方法 任意 〃  

１１ 業務遂行に係る組織体

制 

任意 〃  

１２ 利用者の利便性向上等

への提案 

任意 〃  

１３ 運行に従事する乗務員

の交通事故・重大な違

反状況（過去５年分） 

様式６ 〃 該当がない場合は提出不要 

１４ 

 

見積書（その１） 

見積書（その２） 

見積書（その３） 

見積書（その４） 

様式７ 〃 令和元年 10 月 1 日～2年 3月 31 日 

令和 2年 4月 1日～3年 3月 31 日 

令和 3年 4月 1日～4年 3月 31 日 

令和 4年 4月 1日～4年 9月 30 日 

１５ 質問書 様式８ 7 月 16 日（火） 該当がない場合は提出不要 

 


