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浦幌町生活交通ネットワーク計画策定業務委託に係るプロポーザル実施要項 

 

公表日 平成25年６月７日（金） 

 

１ 事業の背景・目的 

浦幌町の公共交通としては、ＪＲ、タクシー、町営によるバス交通（「本別・浦幌生活維

持路線バス」「患者輸送バス」「留真温泉無料バス」「スクールバス」）がありますが、現況の

バス交通には、以下のような課題があります。 

① 民間による路線バスが廃止となり、十勝の中心地である帯広市方面への公共交通は、

ＪＲ北海道の列車のみのため、町内にあるＪＲ駅へ接続する公共交通が求められている。 

② 市街地域は、南北に約3.5㎞、東西に約１㎞で、南北に細長く形成され、その中心に

役場・町立病院・金融機関・ＪＲ駅などが集中していることから、南北端に居住し、自

家用車を所有しない町民にとっては、日常生活（通院や買い物）に支障をきたす状態と

なっている。 

③ 市街地域以外の公共交通は、「患者輸送バス」「留真温泉無料バス」「本別・浦幌生活

維持路線バス」「スクールバス」が運行しているが、「患者輸送バス」「留真温泉無料バ

ス」は利用者が限定されること、「スクールバス」の一般混乗は利便性が低いことなど

から、利便性の高い公共交通の運行が望まれている。 

④ 浦幌町の地域構造は、南北53.5km、東西25.7km の狭長な形態で729.64k ㎡と広大な面

積を有し、市街地域を中心に、上浦幌、直別・厚内、吉野・幾千世、下浦幌の各方面に

居住地域が広域的に分散していることから、公共交通空白地域が点在的に存在している。 

⑤ 浦幌町の高齢化率は、14.9％（平成２年国勢調査）から33.5％（平成22年勢調査）と

なり、非常に高い数値を示している。今後も高齢化や核家族化の進行により、公共交通

しか移動手段のない町民の方の増加が見込まれる。また、近年の人口推移では、8,395

人（平成２年国勢調査）から5,460人（平成22年国勢調査）と減少傾向で推移している。 

⑥ 第３期まちづくり計画（平成22年）の策定に際し実施したアンケート調査（各環境に

対する満足度）では、「公共交通機関の状況」は、「雇用・就労対策の状況」「工業振

興・企業誘致の状況」に次いで低い評価となっている。 

これらの課題を解決するために、公共交通体系の現状分析や利用実態、町民の移動ニーズ

把握などの調査を行い、町全体としての公共交通のあり方を検討し、実態に即した長期的で

持続可能な新たな公共交通体系を構築することを目的とします。 

 

２ 業務概要 

 (１) 業務名 

浦幌町生活交通ネットワーク計画策定業務 

 (２) 業務内容 

別添１「浦幌町生活交通ネットワーク計画策定業務仕様書」のとおりとします。 

 (３) 履行期間 

    契約の日から平成26年３月14日まで 
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 (４) 委託料の提案上限額 

5,397,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ プロポーザル方式の採用の理由 

本業務は、公共交通（コミュニティバス等）の企画・運営に対するノウハウの蓄積や公共

交通を活かしたまちづくりの取組み、国等が実施する各種施策に関する直近の情報等を有し

ていること、また、他の地方公共団体等における同様の計画作成に従事した経験があるなど、

計画作成に対する創造力、技術力、経験等が必要な業務であり、価格のみの競争では、本業

務の目的を達成できないため。 

 

４ 事業の全体スケジュール及び受注者決定までの事務手順 

平成25年６月７日（金） 実施要項等の閲覧、配布及び浦幌町ホームページによる公表開

始、質問書の受付開始 

  平成25年６月24日（月） 参加表明書兼誓約書の提出期限 

平成25年６月26日（水） 質問書の提出期限 

平成25年６月28日（金） 質問書に対する回答 

平成25年７月４日（木） 企画提案書の提出期限 

平成25年７月12日（金） 企画提案書のプレゼンテーション予定日 

平成25年７月16日（火） 審査結果の通知 

平成25年７月19日（金） 契約締結予定日 

 

５ プロポーザルの方式 

公募型プロポーザル方式 

 

６ 参加資格 

プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。 

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定のいずれにも該当しな

いこと者であること。 

(２) 企画提案書の提出期限において、浦幌町の指名停止を受けていない者であること。 

(３) 本業務について十分な業務遂行能力を有し、適正な経理執行体制を有する者であるこ

と（国・都道府県・市町村等が発注した類似業務の受託実績があること）。 

(４) 浦幌町内に事務所・事業所等を有する者又は有しない者であっても、浦幌町生活交通

ネットワーク計画協議会（以下「協議会」という。）の求めに応じて、協議会事務局へ

来訪することが可能である者であること。 

 (５) 市町村税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

(６) 暴力団（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号の規定によるもの）に該当しない者であること。又は、暴力団の構成員、暴

力団の構成員でなくなった日から５年を経過していない者が経営、運営に関係しない者

であること。 
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７ 参加表明書兼誓約書等の提出 

プロポーザルに参加を希望する事業者は、次のとおり参加表明書等を提出してください。 

 (１) 提出書類 

    ア 参加表明書兼誓約書（様式１） 

イ 同種・類似業務受注実績報告書（様式２） 

ウ 定款 

エ 履歴事項全部証明書 

オ 計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）又は

有価証券報告書（過去３期分） 

カ 国税（法人税及び消費税）に係る納税証明書 

キ 本店所在地の都道府県税に係る納税証明書（法人都道府県民税、事業税及び不動

産取得税） 

ク 本店所在地の市町村税に係る納税証明書（法人市町民税、固定資産税及び都市計

画税） 

※ウからクは、複写可。 

 (２) 提出期限・方法 

平成25年６月24日（月）までに「15 お問い合わせ先及び参加表明書兼誓約書、企画

提案書の提出先」へ持参（土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時30分から午後５時15分

まで）又は郵送してください。 

 (３) 参加資格の審査 

提出された参加表明書兼誓約書が参加資格要件に該当するか確認を行い、審査結果を

通知します。 

 

８ 質問書の受付 

 (１) 提出書類 

    質問書（様式３） 

 (２) 提出期限・方法 

平成25年６月26日（水）までに「15 お問い合わせ先及び参加表明書兼誓約書、企画

提案書の提出先」へ持参（土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時30分から午後５時15分

まで）、郵送、電子メール又はファクスにより提出を受け付けます。なお、電子メール

又はファクスの場合は、電話連絡の上、送信してください。 

 (３) 回答方法 

質問者に直接又はファクス若しくは電子メールのいずれかの方法により回答します。

質問及びその回答は、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あると協議会が認めるものを除き、浦幌町のホームページでも公開します。 

 

９ 企画提案書の提出 

 (１) 提出書類 

ア 企画提案提出書（様式４） 

    イ 法人等概要書（様式５） 
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ウ 業務実施責任者の履歴（様式６） 

    エ 企画提案書（任意様式） 

      次の項目を盛り込んで提案してください（審査基準も参考としてください）。 

① 業務の実施体制 

本業務の実施にあたっての実施体制（配置人数・管理体制）を提案するこ

と。 

② 業務の理解度 

事業の目的を踏まえ、提案事項を実施するにあたっての取り組み方針・考

え方を記載すること。 

③ 業務実施計画 

本業務を実施するための作業項目及び実施スケジュールに提案すること。 

④ 業務の実現性 

各作業項目を確実に実施するための手法・手段について、具体的かつ詳細

に提案すること。 

⑤ 現状分析、課題 

現在の公共交通に関する国等の施策や浦幌町の地域特性・公共交通の課題

等を記載すること。 

⑥ その他の提案等 

        本業務の実施にあたり、効果的と思われる提案をすること。 

⑦ 見積書 

本業務の総額（消費税及び地方消費税を含む）を明記すること。また、人

件費等の積算明細・根拠を示すこと。 

 (２) 提出部数 

    ２部（正本１部、副本１部） 

 (３) 提出期限・方法 

平成25年７月４日（木）までに「15 お問い合わせ先及び参加表明書兼誓約書、企画

提案書の提出先」へ持参（土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時30分から午後５時15分

まで）又は郵送により提出してください。 

 

10 提案に当たっての留意事項 

 (１) 失格又は無効 

次のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とします。 

    ア 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合 

イ 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

エ 本実施要項に違反すると認められる場合 

オ その他、協議会が指示した事項に違反した場合 

 (２) 複数提案の禁止 

同一事業者が複数の提案を提出することができません。 

 (３) 企画提案書の再提出 
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提出された企画提案書は、誤字・脱字等軽微なものを除き、変更、差し替え若しくは

再提出は、認められません。 

 (４) 参加辞退 

参加表明書兼誓約書の提出後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式７）を提出して

ください。 

(５) 業務の中止等 

平成25年浦幌町議会第２回定例会において、本プロポーザルの実施に係る一般会計補

正予算の議決を得られなかった場合は、本プロポーザルの手続き及び業務の実施を取止

めることがあります。 

 (６) その他 

提案事業者は、参加表明書兼誓約書の提出をもって実施要項等の内容に同意したもの

とみなします。 

 

11 審査方法及び審査基準 

 (１) 審査方法 

浦幌町生活交通ネットワーク計画策定業務プロポーザル選定委員会（以下「選定委員

会」という。）において、企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリングについて、

審査基準に基づき評価し、選定委員会委員全員の評価点の合計が最も高い企画提案を行

った事業者を当該契約の相手方となるべき候補者（以下「受託候補者」という。）とし

て特定します。ただし、提出された全ての提案が基準（評価点の合計が満点の10分の６）

を満たさないと判断した場合は、受託候補者を特定しない場合があります。 

なお、評価点の合計が同じ場合は、抽選により受託候補者を決定します。 

 (２) 審査基準 

別添２「浦幌町生活交通ネットワーク計画策定業務審査基準」のとおりとします。 

 (３) プレゼンテーション及びヒアリングの開催日時・場所等 

ア 実施内容 企画提案説明に25分、質疑応答に25分とします。ただし、選定委員会

委員から時間延長の指示があれば、時間延長をすることがあります。 

イ 開催日時 平成25年７月12日（金）を予定しています。正式な日程は、確定次第

通知します。 

ウ 開催場所 浦幌町役場庁舎（詳細は、後日お知らせします） 

 (４) 審査結果の通知等 

審査結果は、(１)による受託候補者の選定後、速やかに提案事業者に文書で通知しま

す。 

 

12 契約等 

協議会は、受託候補者から見積書を徴し、その内容について受託候補者と協議を行い、確

定させた上で随意契約により委託契約を締結します。 

なお、協議が整わない場合又は受託候補者が契約を辞退した場合は、審査結果において評

価が次点の事業者と協議を行います。 
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13 提案書の公開等 

事業者から提出された提案書の著作権は、提案事業者に帰属します。ただし、協議会は、

選定結果の公表に必要な場合、その他協議会が必要と認める場合は、提案書の全部又は一部

を無償で使用できるものとします。また、提案書は、理由の如何を問わず返却致しません。 

なお、提案書は、浦幌町情報公開条例（平成13年浦幌町条例第19号）に基づき、公開する

ことがあります。ただし、提案事業者の正当な利益を害するおそれがある部分等については、

非公開とします。  

 

14 提案に係る費用の負担に関する事項 

提案書の作成、提出その他の提案に係る一切の費用は、すべて提案事業者の負担とします。 

 

15 お問い合わせ先及び参加表明書兼誓約書、企画提案書の提出先 

  浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会事務局（浦幌町役場まちづくり政策課内） 

  〒089-5692 十勝郡浦幌町字桜町15番地６ 

  TEL 015-576-2112 ／ FAX 015-576-2519 ／ E-mail mati@urahoro.jp 

 



（別添１） 
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浦幌町生活交通ネットワーク計画策定業務委託仕様書 

 

本仕様書は、浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会（以下「協議会」という。）が発注す

る「浦幌町生活交通ネットワーク計画策定業務」の委託業務内容等、必要な事項を定めるもの

とします。 

なお、本仕様書に明記されていない業務でも、事業の目的を達成するために、効果的な取り

組みであると認められるものは、委託料の提案上限額の範囲内で追加提案をすることが可能で

す。 

 

１ 委託業務名 

浦幌町生活交通ネットワーク計画策定業務 

 

２ 委託業務の内容 

 (１) 公共交通体系の現状分析業務 

ア 地域別年齢階層別人口・世帯数の状況 

イ 町内の主要施設の立地状況の整理 

ウ 町内におけるバス交通の運行・利用状況の把握 

 (２) 公共交通に関するニーズ把握業務 

ア アンケート調査の実施 

イ アンケート調査結果の分析 

 (３) 事例調査業務 

成果を上げている先進事例の調査 

 (４) 協議会が実施する実証調査業務 

ア 実証調査の運行方法提案 

イ 実証調査での乗降調査・分析 

 (５) 新たな公共交通体系の方向性や事業の検討業務 

   ア 上記調査を踏まえ、課題解決に向けた対応方針の検討 

イ 利便性や採算性を勘案した具体的な交通システムモデルの提案 

 (６) 協議会の運営支援業務 

ア 協議会の開催に際して必要な資料等を作成 

イ 協議会への出席（３～４回程度） 

(７) 浦幌町生活交通ネットワーク計画素案作成業務 

(１)から(６)の業務結果及び審議内容を踏まえた「浦幌町生活交通ネットワーク計画」

素案の作成 

 (８) シンポジウムの開催業務 

浦幌町が進める公共交通体系の見直しの取り組みや公共交通の利用促進について広く

啓発するためのシンポジウムを開催 

 (９) その他の業務 

その他本業務の遂行に必要な事務・作業 
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３ 成果品 

本業務の成果物は、次のとおりとする。 

 (１) 報告書（Ａ４判） ５０部 

 (２) 報告書（概要版・Ａ４判） ５０部 

(３) 各種調査データ等 １式 

(４) 上記（１）（２）のＰＤＦファイルデータ 

(５) その他、成果品として必要と認められるもの 

 

４ 委託業務実施の条件 

(１) 提出された企画提案書に基づき、受託者は実施内容を委託者と協議の上、実施計画書

を作成して業務を行うこととします。 

(２) 本業務の全部を再委託することを禁止します。ただし、業務の一部について再委託を

行う場合は、委託者と協議し承認を得ることとします。 

(３) 本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、委託者と受託者で協議

の上、決定します。 

(４) 受託者は委託者に対して、業務の執行状況等について報告し、打ち合わせを行うなど、

委託者と情報共有を図りながら、連絡を密にして遂行するものとします。 

(５) 受託者は、本業務（再委託した場合を含む）を履行する上で個人情報を取り扱う場合

は、浦幌町個人情報保護条例（平成13年浦幌町条例第20号）の規定を遵守することとし

ます。 

 (６) 本業務に関して収集された情報、版権及び著作権は、委託者に帰属します。 

 

 



（別添２） 
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浦幌町生活交通ネットワーク計画策定業務審査基準 
 

１ 評価項目、視点及び配点 

  評価項目、評価の視点及び配点を次のとおり設定します。 

 配点 評価項目 評価の視点 

業務実績 20 

10 企業の実績 本業務と同種・類似した実績を有しているか。 

10 
業務実施責 

任者の能力 
本業務と同種・類似した実績を有しているか。 

業務の実施体制 10 10 
配置人数・ 

体制 
本業務実施に必要な人員体制・配置となっているか。 

提案内容 60 

15 
業務の理解 

度 

業務の目的及び内容を的確に把握・理解し、協議会の方

針に沿う提案内容となっているか。 

15 
業務実施計 

画 

計画作成に向けて必要な作業内容が具体的に整理され、

妥当な工程計画となっているか。 

10 
業務の実現 

性 
効果的な手法により提案内容の実現性は高いか。 

10 分析力 
業務実施にあたって、浦幌町の特長・課題などの現状が

的確に整理されているか。 

10 提案力 
事業目的を達成するための独創的・効果的な提案がある

か。 

プレゼンテーシ

ョン能力等 
10 

5 
資料作成能 

力等 

説明内容が整理され、分かりやすい資料が作成されてい

るか。的確な受け答え、質疑応答がされているか。 

5 意欲 取組意欲を強く感じられるか。 

計 100   

 

２ 各評価項目の評価ランク及び係数 

(１) ＡからＦまでの６段階評価とします。６段階評価の目安とし、協議会で想定している一般的な提

案は、Ｃ評価とします。 

(２) 各評価項目の配点に、評価係数を乗じて得た額を評価点とします。 

評価ランク 評価視点 評価係数 

Ａ 非常に優れている／高度の能力を有している 1.0 

Ｂ 優れている／充分な能力を有している 0.8 

Ｃ 平均的である（協議会の想定する提案） 0.6 

Ｄ やや劣っている／能力が若干乏しい 0.4 

Ｅ 非常に劣っている／任せることが不安 0.2 

Ｆ 内容がない（記述がない） 0.0 

 


