
 

 

 

 

 

 

 

双葉町コミュニティバス運行委託事業 

（コミュニティバスの運行を核とした中野地区復興産業拠点等の賑わい創出事業） 

公募型プロポーザル実施要領 
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第１ プロポーザルの目的 

双葉町は、東日本大震災の激しい地震と津波により大勢の方が亡くなるとともに、福島第

一原子力発電所事故により、避難指示が発令され、全町避難を余儀なくされていた。2022年

8月に一部区域で避難指示が解除されたものの、発災から 12年が経過しようとしている現在

もなお、帰還困難区域を抱える自治体となっている。 

そのような中でも、双葉町は復興を必ず果たすという強い決意のもと、双葉町復興まちづ

くり計画（第三次）に基づく段階的な復興・まちづくりに着手することとしており、これま

で整備してきた中野復興産業拠点とこれからまちづくりを進めていく双葉駅周辺間の人の流

れを創出することは重要であり、さらなる人流創出への創意工夫が求められる。 

今般の業務は、双葉駅と中野地区間を結ぶバスの運行を通じ、公共交通による通勤や来訪

の利便性を各段に向上させ、中野地区の価値向上を図るとともに、利用者に対し付加価値を

提供することを通じ、双葉町の復興を牽引する役割を抜本的に強化し、賑わいを創出すると

ともに、公共交通によって移動しやすい、双葉町の新たな姿を実現する重要な一歩とするこ

とを目的とし、実施するものである。 

本プロポーザルは、上記業務を委託により実施するにあたり、業務に対する意欲があり、

技術的能力等が優れた事業者を受託候補者として選定するため実施するものであり、本要領

により必要な事項を定める。 

 

 

第２ 事業概要 

（１）委託業務名称 

双葉町コミュニティバス運行委託事業 

（コミュニティバスの運行を核とした中野地区復興産業拠点等の賑わい創出事業） 

（２）業務内容 

別紙「双葉町コミュニティバス運行委託事業（コミュニティバスの運行を核とした中

野地区復興産業拠点等の賑わい創出事業）仕様書」（プロポーザル実施時点）（以下「仕

様書」という。）のとおり 

（３）参考業務規模 

37,000千円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

※上記参考価格を契約上限額とする。 

 

 

※本プロポーザルは、令和 5年度予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、予算成

立前に委託候補者募集の手続きを行うものです。委託候補者の決定や予算の執行は、予算の成立

が前提であり、今後内容等が変更になることもありますので予めご了承ください。 
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（４）契約期間 

委託契約締結日から令和６年３月３１日まで  

（５）運行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで  

※令和５年度予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更になることもありますので

あらかじめご了承ください。 

第３ プロポーザル実施スケジュール 

（１） 公告（公募開始） 令和５年２月６日（月）  

（２） 質問書提出期限 令和５年２月２０日（月） 

（３） 質問への回答期限 令和５年２月２７日（月）  

（４） 参加申込書提出期限 令和５年３月１日（水） 

（５） 企画提案提出期限 令和５年３月６日（月） 

（６） 企画提案の審査（プレゼンテーション） 令和５年３月１７日（金） 

（７） 審査結果通知 令和５年３月２１日（火） 

 

第４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加しようとする者は、本業務に参画する意欲があり、公益に資する意

思を持って業務にあたるとともに、以下の要件を全て満たしている者とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てがなさ

れていない者（更生手続開始の決定を受けている者を除く）又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者（更生

手続開始の決定を受けている者を除く）であること。 

（３） 事故や車両故障などのトラブル発生時に、迅速な対応が可能であること。 

（４） 双葉町暴力団排除条例（平成２６年条例第５号）第２条第１号に規定する暴力団、同

条第２号に規定する暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者が経営、運営に

関係していないこと。 

（５） 租税（国税、地方税）を完納していること。または、「納税猶予の特例」の許可を受
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けていること。 

（６） 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団もしくは暴力団員の統制下に

ある団体でないこと。 

（７） 一般乗合旅客自動車運送事業者かつ一般貸切旅客自動車運送事業者であること。ま

たは、一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者であって、令

和５年４月１日の運行開始までに、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条

に定める、一般乗合旅客自動車運送事業かつ一般貸切旅客自動車運送事業の許可を

受けていること。なお、許可申請等に要する費用は、受託者が負担するものとし、本

委託契約には含めない。 

第５ 参加申し込み 

（１）参加申込書の提出 

公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり公募型プロポーザル参加申

込書及び関係書類を提出すること。 

ア 公募型プロポーザル参加申込書（様式第１） 

イ 事業者概要（任意様式） 

ウ 決算書の写し（直近事業年度の財務諸表（貸借対照表、損益計算書）） 

エ 納税証明書（国税：納税証明書（その３）、地方税：都道府県民税及び市区町村民税

に未納がないことの証明）※納税の猶予の特例を受けている場合は、納税の猶予許可

通知書の写しを提出すること 

（２）提出期限 

令和５年３月１日（水） 必着 

（３）提出部数 

１部  

（４）参加の辞退 

参加申込書の提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速やかに事務局に

連絡するとともに、書面（任意様式）で通知すること。 

第６ 質問及び回答 

（１）提出方法 

公募型プロポーザル質問書（様式第２）により、事務局あて電子メールで送付するこ
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と。（なお、件名は「【質問】双葉町コミュニティバス運行委託事業」とし、送信後は必

ず事務局に確認の電話連絡を行うこと。） 

 ※質問は、１事業者１回限りとする。なお、電話及び口頭による質問には回答しない。 

（２）提出先 

   双葉町復興推進課復興推進係 fukko@town.futaba.fukushima.jp 

（３）提出期限 

令和５年２月２０日（月） 午後５時まで 

（４）回答 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるものを除

き、令和５年２月２７日（月）に、町ホームページで公表する。（個別の回答は行わない。） 

第７ 企画提案 

（１）企画提案提出書の提出 

公募型プロポーザルへの参加希望者は、次に定める書類（企画提案書等）に必要事項

を記載の上、事務局あて持参又は郵送により提出すること。 

 

ア 企画提案提出書（任意様式） 

（ア） 企画提案書の様式は原則として A4判用紙横置きで、横書き片面印刷、左綴じと

し、使用するフォントの大きさは 12ポイント以上とすること。図面等の補足資

料は、必要に応じて、A4判横、A3判横で使用すること。A3判の用紙を使用する

場合は、片面印刷とし、片袖折りにすること 

（イ） 企画提案書のページ下部に通しページ番号を振ること。 

（ウ） 使用言語は日本語とすること（ただし、専門用語を除く。） 

（エ） 記載内容については、明瞭かつ具体的な記載とし、専門知識を有しない者に対す

る配慮をすること。また、専門用語、略語等に関しては脚注により定義又は説明

を付記するなど、わかりやすい記載とすること。 

（オ） 記載を必要とする最低限の項目については、以下の通り。 

  ①業務遂行のために必要な適切な管理体制及び連絡協力体制 

  ②運行における安全性の確保 

   ・労務・車両管理及び運転等に従事する人員体制 

   ・運行上の安全対策（運転手への研修・健康管理等含む） 

・事故や災害緊急時の体制確保（緊急時対応マニュアルの有無、緊急時の連絡体

制、交代運転手及び予備車両の確保、事故時の損害賠償について） 
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   ・過去２年間の国交省による処分・重大事故の発生状況 

  ③利用者の利便性向上に関する取組に係る提案 

  ④使用車両のあらまし 

イ 事業実施スケジュール（任意様式） 

ウ 見積書（任意様式） 

（ア） 仕様書に基づき、以下の項目について契約期間内に生じるすべての費用を見積

もること。 

・人件費 

・車両点検、修繕費 

・燃料費 

・事務費 

・その他経費 

・一般管理費 

（イ） 見積額には消費税額及び地方消費税額を含むこと。 

（ウ） 見積額は、提案上限額以内の金額とする。 

（エ） 費用算出にあたり見積条件等がある場合は、その内容を明記すること。 

エ 履歴事項全部証明書（直近３か月以内のもの） 

オ 定款又は寄付行為の写し（直近３か月以内のもの） 

カ 暴力団及び暴力団員等に該当しない旨の誓約書（様式第３） 

（２）提出期限 

令和５年３月６日（月） 午後５時必着 

※ただし、参加申込書の提出期限は令和５年３月１日午後５時まで 

 

（３）提出部数 

ア～ウ 7部（正本１部及び副本 6部） 

エ～カ 1部（正本１部） 

（４）提出先 

   双葉町復興推進課復興推進係 

  

（５）提出方法 

   持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送する場合は、「簡易書留」で次の宛先

に郵送すること。 

【宛先】 〒979-1495 

           福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西 73番地 4 

           双葉町役場 復興推進課復興推進係 
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（６）その他 

ア 提出された書類は提出期限までは原則改変できることとする。ただし、改変しようす

る場合は、提出された書類を一旦持ち帰り、改めて改変された書類を提出期限までに提

出すること。この場合、改変後書類の提出時を受け付け順とする。 

イ 提出期限後の提出書類の差し替え及び再提出は原則認めない。ただし、組織変更等や

むを得ない場合の業務実施体制の変更については可とする。 

ウ 企画提案書の内容は、後述の評価基準に照らし、極力簡潔なものとすること。ただし、

略語や専門用語には注釈をつける等、わかりやすい提案書作成に努めること。 

エ 提案書の内容は、提案者が責任を持って必ず履行できる内容にすること。 

オ 提出された企画提案書等は返却しない。なお、提出された書類は、この提案以外の目

的で使用しない。 

カ 次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。 

（ア） 提出期限を過ぎて提出された場合 

（イ） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（ウ） 審査の公平性を害する行為があった場合 

審査・評価及び契約候補者の選定 

（１）審査方法 

企画プロポーザルによる各社からの提案を受け、町が設置する審査委員会において、

提出書類及びプレゼンテーションの総合評価により審査する。総合得点が同点の提案者

が複数いる場合は、審査委員会において協議の上で委託候補者を選定する。 

なお、企画提案が１者の場合でも、審査委員会において履行能力の有無を審査した上

で委託候補者として選定する。 

また、下記（２）に示す失格事項等に該当するものがある提案者は審査の対象外とし、

評価は行わないものとする。 

 

（２）失格事項等 

① 提出された書類の提出方法、提出先及び提出期限に適合しなかった場合 

② 参加資格要件を欠く場合 

③ 提案書等に虚偽の内容が記載されている場合 

④ 本実施要領等に記載のある必要事項を満たしていない場合 

⑤ 同一の応募者が２つ以上の企画提案書を提出した場合 
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⑥ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

（３）審査委員会 

ア 開催日 

令和５年３月１７日（金）  

イ 事業者によるプレゼンテーション 

（ア） １事業者あたりの持ち時間は、プレゼンテーション及び審査委員との質疑応答

を合わせて３０分以内（プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分）とし、

後日指定する時間割により事業者ごとに実施する。 

（イ） 事前に提出した企画提案書に基づきプレゼンテーションを行うこととし、追加

資料の配付は認めない。 

 ウ 評価基準 

別紙のとおり 

エ 評価方法 

   各審査委員が審査項目ごとに評価を行い、総合得点を算出する。 

オ その他 

   審査委員会は非公開で行う。 

 

（４）結果の公表 

審査結果（選定結果）については、全ての提案者に対し、令和５年３月２１日（火）ま

でに書面で通知する。なお、審査・選定結果に関する質問については応じない。 

第９ 契約に関する基本事項 

（１）契約の締結 

本プロポーザルにより選定した委託候補者を相手方とし、地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第２号の規定により随意契約を行う。 

 ①契約書及び仕様書の確定 

契約にあたっては、選定した委託候補者と協議を行い、提案内容を基本に全ての内

容を再確認し、追加で実施する事項などを明確化するとともに、必要により仕様の修

正・追加を行ったうえで契約書及び仕様書を確定する。したがって、委託候補者の選定

をもって、提案内容を承認するものではない。 

  ②契約金額の決定 

契約金額は、協議結果に基づき確定した仕様書に基づき改めて予算の範囲内である
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ことを確認のうえ決定する。 

（２）支払い条件 

年度終了時の一括払いを基本とする。ただし、詳細は契約締結時に協議のうえ決定す

るものとする。 

申請書等の配布 

公募申請受付期間、双葉町公式ホームページに掲載する。（ダウンロードして使用のこと。） 

第１１ その他 

（１）本プロポーザルに係る書類作成及び提出に要する経費は、参加者の負担とする。 

（２）提出書類は返却しない。 

（３）提出書類は審査に必要な場合、複製を作成する場合がある。 

（４）本プロポーザル及び本業務において知り得た情報について、第三者に漏らし、若しく

は本プロポーザル及び本業務手続き以外の目的に供し、又は無断で使用することを禁止

する。 

（５）審査結果に対する異議は一切認めない。 

（６）電子メール等の通信事故、及び書類等の郵送・配送の途中の事故（郵送・配送の遅延

を含む。）については、本町はいかなる責任も負わない。 

（７）本件業務委託において受託者が談合その他不正行為にかかわった事実が発覚した場合、

または受託者の役員等が贈賄等で逮捕され社会的影響が大きいと本町が判断した場合

は、契約締結後であっても契約を解除する場合がある。 

第１２ 事務局 

本プロポーザルの実施に係る事務局は、以下のとおりとする。 

双葉町復興推進課 

〒９７９-１４９５ 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西 73番地 4 

ＴEL：０２４０-３３-０１２７  FAX：０２４０-３３-００８０ 

E-mail：fukko@town.futaba.fukushima.jp 

 


