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あそ野学園義務教育学校スクールバス運行業務委託に係る     

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

(１）業務名 あそ野学園義務教育学校 スクールバス運行業務 

(２）業務目的 

あそ野学園義務教育学校の児童・生徒のうち、遠距離通学となる児童・生 

        徒の送迎業務を委託します。 

（３）業務内容 

別紙 あそ野学園義務教育学校 スクールバス運行業務委託仕様書（以下 

「仕様書」という。）を参照してください。 

（４）契約期間   

契約日から平成３９年３月３１日まで。履行期間は平成３２年４月１日か 

ら平成３９年３月３１日まで（７年間）とします。ただし、契約の日から平 

成３２年３月３１日までは履行準備期間とします。 

 （５）提案限度額 ９３７,０２０千円（消費税込み）を上限とします。 

 

２ 提案書提出者に要求される資格要件 

  提案書提出者は次の要件を満たす者とします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４（同令第１６７条の１１第１項において準用

する場合を含む。）の規定に該当するものでないこと 

 （２）佐野市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けている期間中

でないこと 

（３）平成２９・３０年度佐野市物品等競争入札参加資格者名簿で、「大分類Ｕ（そ

の他の役務の提供）」のうち「小分類７（運送・運搬業務）」又は「小分類８（そ

の他の役務の提供）」のいずれかに登録されている者（以下「登録業者」といい

ます。）でバス運行業務の取り扱いがあること 

（４）事故の発生等により業務の遂行に障害が発生したときは、乗客の安全確保、市

及び関係機関への連絡など、速やかな対応が可能であること 

（５）仕様書の内容を十分に理解し、その内容に則した提案が可能であること 

 

３ 選定スケジュール 

実施内容 実施時期 

実施手続開始の公告 １２月７日（金） 

配布資料等の交付 １２月７日（金）～１２月１７日（月） 

参加表明書の受付期間 １２月７日（金）～１２月１７日（月） 

提案書提出要請 １２月１８日（火） 
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質問受付 １２月１８日（火）～１２月２５日（火） 

質問回答期限 １２月２８日（金） 

提案書提出期限 平成３１年１月１１日（金） 

プレゼンテーション及びヒアリング 平成３１年１月中旬 

特定・非特定通知書の通知 平成３１年１月下旬 

契約締結 平成３１年２月上旬 

 

４ 参加表明書の作成様式及び問合せ先 

（１） 参加表明書の作成様式 

①参加表明書（別記様式第１号） 

②参加資格要件確認表（別記様式第２号） 

③提案企業概要調書（別記様式第３号） 

（２）問合せ先 

〒327-0398 佐野市高砂町１番地 

佐野市 教育総務部 教育総務課 総務係（担当：田村） 

     電話 0283‐20‐3106  FAX0283-20-3032 

         メールアドレス：kssoumu@city.sano.lg.jp 

             

５ 参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法 

(１)  提出期限 

平成３０年１２月１７日（月） 午後５時００分まで（必着）   

（２） 提出場所 

〒327-8501 佐野市高砂町１番地 

佐野市 教育総務部 教育総務課 総務係 

（３） 提出方法 

持参又は郵送（郵送で提出する場合は、「書留」、「簡易書留」、「配達記

録」のいずれかの方法によるものとし、メール便は不可。）とします。持参に

よる場合は、佐野市の休日を定める条例（平成１７年佐野市条例第２号）に規

定する休日（以下「休日」という。）を除く、午前８時３０分から午後５時までに提

出してください。 

（４） 提出部数 

      参加表明書の提出部数は、正１部、副１０部とします。なお、貸借対照 

表、損益計算書、利益処分計算書の写しは正に１部添付するものとします。 

 

 

 

mailto:%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%EF%BC%9Akssoumu@city.sano.lg.jp
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６ 提案書提出者の選定及び非選定に関する事項 

参加表明書の添付書類により、本プロポーザルの提案資格を満たすものであるかを

確認し、その結果を次のとおり通知します。 

(１) 確認を行った結果、提案書の提出者として認められた者に対しては、提案書の提

出者に選定された旨とプロポーザル参加要請を書面により通知します。 

(２) 提案書の提出者として選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨を書 

面により通知します。 

(３) 上記(２)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を除

く）以内に、書面により、非選定理由について説明を求めることができます。な

お、説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおり。 

①受付場所 ４(２)と同じ。 

②受付時間 午前８時３０分から午後５時まで（休日を除く） 

(４) 上記の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日（休 

日を除く）以内に書面により行います。  

 

７ 提案書の作成様式、記載上の留意事項及びその問合せ先 

（１）提案書の作成様式 

提案書は、別記様式第４号から第７号の２までを使用し、日本工業規格「Ａ４版」

横書き左綴じを基本とすること。図表等を使用する場合において、「Ａ３版」を使用

するときには折り綴じること。また、ロゴマークの使用を含め、会社名がわかるよ

うな記述をしないこと。また、業務提案書は提出後の差替え、追加はできないもの

とします。 

（２）記載上の留意事項 

仕様書の内容を踏まえ、スクールバスの運行上、無理のないものとすること。ま 

た、業務の遂行に必要な経費を年度ごとに計算し、見積書（別記様式８号）として 

提出すること。 

（３）問合せ先 

 ４（２）に同じ 

 

８ 提案書の提出期限、提出場所及び提出方法 

（１）提出期限   

平成３１年１月１１日（金）午後５時００分まで（必着） 

（２）提出場所 

４（２）に同じ 

（３）提出方法 

持参又は郵送（郵送で提出する場合は、「書留」、「簡易書留」、「配達記録」のい

ずれかの方法によるものとし、メール便は不可。）とします。持参による場合は、休

日を除く、午前８時３０分から午後５時までに提出してください。 
なお、一度提出した書類の返却、差替えには一切応じません。 
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（４）提出部数 

提案書の提出部数は、正１部、副１０部とします。 

（５）留意事項 
提出された提案書等は、提案者に無断で使用しません。ただし、候補者の 

選定を行う作業に必要な範囲においては、複製します。 

(６) 問合せ先  

４(２)と同じ。 

 

９ 説明書に対する質問書の提出期間、提出方法、提出場所及びその回答方法 

(１) 質問の内容 

質問の内容は、本説明書及び提案書の作成に係るもの等とし、評価及び審 

査に係る質問は一切受け付けません。 

(２) 提出期間 

平成３０年１２月１８日（火）午前８時３０分から 

平成３０年１２月２５日（火）午後５時００分まで 

(３) 提出方法 

① 持参、郵送、または電子メールに添付して提出してください。ただし、いずれ

の方法を用いても受付期間内必着でお願いします。 

②  質問は、別記様式第８号の様式を用いてください。 

③ 持参による場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時までに提出して

ください。 

④ 電話による問合せは受け付けません。 

(４) 提出場所 ４(２)と同じ。 

メールアドレス kssoumu@city.sano.lg.jp 

(５) 回答方法 

平成３０年１２月２８日（金）午後５時までに、佐野市ホームページに受付けた質

問に対する回答を掲載します。なお、質問に対して個別回答は行わず、電話等の対応

も一切行いません。 

 

10 プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

  提案書に関し、「誠実に取り組もうとする姿勢」、「本業務への理解及び積極性」、

「提案書との整合性」について審査を行うため、提案者ごとにプレゼンテーション

及びヒアリングを実施します。 
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開催日時・場所等については、「提案書の提出者の選定等通知」により連絡しま

す。 

(※)実施方法 

①プレゼンテーションは２０分、質疑応答は１０分、合計３０分を目安とします。 

②プレゼンテーション及び質疑応答は非公開とします。 

③プレゼンテーション及び質疑応答の実施方法は自由形式とし、電子機器を利用し

て行うことは可とします。（必要機材のうち、スクリーン及びプロジェクターは本

市が用意します。その他パソコン等は各自持参してください。） 

④プレゼンテーション及び質疑応答は実施の際に、提案書提出時に提出していない

新たな資料を提出することはできないものとします。 

⑤プレゼンテーション及び質疑応答の参加者は、説明者及び機器操作者を含む３

名までとし、プレゼンテーション審査説明員報告書（別記様式第９号）により参

加者の役職及び氏名を提案書提出時に届出るものとします。 

⑥プレゼンテーション当日に、指定された場所、時刻に来ない場合は、辞退したも

のとみなします。 

 

11 企画提案書を特定するための評価基準 

企画提案書の特定は、佐野市プロポーザル方式実施要綱に基づき設置した佐野市

あそ野学園義務教育学校スクールバス運行業務委託事業審査委員会（以下「委員会」

という。） において、提出された提案書に対する審査、プレゼンテーションに対する

審査及び質疑応答に対する審査により実施します。 

（１）評価基準 

   評価項目及び配点は次のとおりとし、１５０点を満点とします。 

評価項目 評 価 事 項 配点 

企業概要 適正な経営規模であるか １０ 

業務実績及び従

業員の状況 
設定した業務分野に対して妥当であるか １０ 

行政処分等の状

況 
過去３年間のうち、行政処分や事故の有無 １０ 

運行準備体制 
運行開始までの準備計画（車両調達計画・運転手

の確保・試運転等の実施計画） 
２０ 



 6 

安全確保に 

関する方策 

運行管理体制、車両管理・整備体制 

人員（運行管理者・運転手・事務員等）の勤務計

画 

緊急時（事故時・災害発生時等）の対応 

事故防止に関する方策 

その他、安全確保に関する提案 

４０ 

円滑な運行業務

の確保に関する

方策 

運転手のマナー教育・指導体制 

苦情への対応 

その他、円滑な運行業務の確保に関する提案 

２０ 

コスト 見積額及び積算内訳の妥当性 ３０ 

プレゼンテーシ

ョン及びヒアリ

ング 

誠実に取り組もうとする姿勢 

本業務への理解及び積極性 

提案書との整合性 

１０ 

(２) 順位の確定方法 

提案書の特定は、評価項目による評価の結果、評価点数の高い者を最優秀者とします。

各者の評価点数は、各委員の点数を合算し、平均した点数とします。最も高い評価点数

を獲得した提案者が複数の場合（同点の場合）は、次のアからウの選考過程により最

終順位を確定し、最優秀者とします。なお、提案者が１者のみの場合については、基準

点を満たした場合に最優秀者とします。 

ア (１)「評価基準」の「安全確保に関する方策」の合計点が最も高い者 

イ アに該当する者が複数ある場合は、経費見積額が最も低い者 

ウ 上記によりがたい場合は、委員会の協議により決定した者 

(３) 基準点 

各項目（コストに関する項目を除く）６割以上の得点を有し、かつ、評価点数の

７０％以上の得点である１０５点以上とします。 

 

12 提案書の特定及び非特定に関する事項 

(１) 提出した提案書が最優秀となった者に対し、提案書が特定された旨を書面に

より通知します。 

(２) 提出した提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨を書

面により通知します。 

(３) 上記(２)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を

除く）以内に、書面により、審査委員会に対して非特定理由について説明を求め

ることができます。なお、説明請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりです。 

① 受付場所  ４（２）に同じ 

     ② 受付時間  午前８時３０分から午後５時００分まで 

（４）上記(２)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０
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日（休日を除く）以内に書面により行います。 

 

13 契約に関する事項 

(１) 見積徴取の相手方としての特定 

本事業は、委員会の審査により提出した提案書が最優秀となった者を、本業務委託

契約に係る随意契約の見積書徴取の相手方として特定するとともに、業務の仕様内容を

協議し、業務の発注が整った段階で、本市財務規則に定める手続きにより契約を締結し

ます。  

ただし、次のいずれかに該当し、最優秀者から見積徴取及び業務委託契約が締結で

きない場合には、次点者を見積徴取の相手方として再特定するものとします。      

なお、参加申込者が１者の場合であっても評価を実施し、その提案が評価基準を満

たすと認められる場合は、その事業者を受託候補者とします。 

① 最優秀者が、地方自治法施行令第１６７条の４に該当することとなったとき 

② 最優秀者が、本市から業務委託に係る指名停止を受けることとなったとき 

③ 最優秀者が、特定後に本説明書掲げる失格事項に該当して失格となったとき 

④ 最優秀者の見積徴取の結果、契約締結ができなかったとき 

⑤ 最優秀者が、本業務委託契約の締結を辞退したとき 

⑥ その他の理由により最優秀者と業務委託契約の締結が不可能となったとき 

(２) 委託契約金額 

スクールバス運行業務委託契約金額は、本事業が定める本業務委託に係る予算の範囲内

とします。また、契約保証金は免除とします。 

 (３) 失格による契約の解除 

本業務委託の契約後に、契約者が本説明書に定める失格事項に該当していた

ことが明らかになった場合には、契約を解除することがあります。 

 

14 参加者の失格 

参加者が次のいずれかに該当した場合には、その者の提出した参加表明書及び

提案書等を無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うこととします。 

①提案書等が提出期限までに提出されない場合 

②提出書類に虚偽の記載があった場合 

③本要領２に定める資格要件を満たしていない、もしくは満たすことができな 

くなった場合 

④その他本要領の定めに反した場合 

⑤本件に関して不正あるいは公平を欠く行為等があった場合 
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15 その他の留意事項 

(１) 提出期限までに参加表明書を提出しない者は、提案書を提出することができ

ないものとします。 

(２) 参加表明書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とします。 

(３) 参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び提案書を

無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止等の措置を行うこと

もあります。 

(４) 提出された参加表明書及び提案書は返却しないものとします。なお、提出さ

れた参加表明書及び提案書の著作権は提出者に帰属するものとし、提出者に無

断で使用することはありません。 

ただし、事務局は、本プロポーザル手続き及びこれに係る事務処理に必要な範

囲において、提案書等の複製、記録及び保存等を行います。 

(５) 本プロポーザルにおける評価結果は公表するものとします。公表する内容は

プロポーザル参加者名並びに特定された者の名称、住所及び評価点数となり

ます。 

(６) 本要領に定めのない事項に疑義が生じた場合は、協議により定めます。 
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