
 

 

15 仕様書【別冊】 

仕 様 書（運行管理業務） 

 

（業務内容） 

第１条 本業務の内容は次のとおりとする。 

 (1) 車両管理に関する業務 

 (2) 車両の整備に関する業務 

 (3) 車両の運行に関する業務 

 (4) 事故処理に関する業務 

２ 原則として第4条に定める業務の実施時間内（待機中）に車両の整備、清掃及びワック

スがけ等を適宜行い、車両を清潔な状態に保つものとする。 

 

（車両の配置等） 

第２条 受注者は、次の車両について業務を行う。 

車 種 マイクロバス 普通乗用自動車 

車    名 トヨタ コースター トヨタ ヴォクシー 

型    式 ＬＤ－ＢＺＢ40 ＤＢＡ-ＺＲＲ80Ｇ-ＢＲＸＥＰ 

登 録 番 号 なにわ 200 さ 250 なにわ 502 さ 6621 

登録年月日 平成 16 年 3 月 17 日 平成 27 年 12 月 1 日 

総走行距離 137,032 ㎞（※1） 34,625 ㎞（※1） 

配 置 場 所 西日本支社 1 階車庫 西日本支社 1 階車庫 

基本走行距離 700 ㎞／月 （※2） 1,700 ㎞／月 （※2） 

燃      費   4.02 ㎞／Ｌ  （※2） 9.7 ㎞／Ｌ  （※2） 

燃    料 ＬＰＧ ガソリン 

（※1）平成29年8月1日時点 

（※2）平成28年8月から平成29年7月までの実績による。 

  但し、マイクロバスの不稼動時にのみ普通乗用自動車の運行を依頼するものとする。 

  マイクロバスの稼働日数は、年間70日程度（平成28年8月から平成29年7月までの実績）

である。 

２ 発注者は、前項の車両について配置場所及び車両台数を業務の都合により変更するこ

とができるものとする。 

 



 

 

（車両の運行） 

第３条 発注者は、受注者に車両の運行を依頼する際は、あらかじめ公用車運行計画〔Ｕ

Ｒ－ＮＥＴポータルサイト内のスケジューラ及び公用車使用申込書〕を受注者に通知する

こととし、運行ルート又は運行時間の変更がある場合は、変更内容を通知し、受注者はこ

れに対応するものとする。 

２ 受注者は、前項の運行計画が安全運転の確保、人員体制等から不適切なものとなって

いる場合は、発注者にその旨を申し入れ変更することができるものとする。 

 

（業務の時間等） 

第４条 業務を実施する時間は、午前9時15分から午後5時40分まで（※休憩１時間を含む）

とする。ただし、土曜日、日曜日及び祝日（以下「休日」という。）その他発注者が別途

指定した日を除くものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者は、休日又は前項に規定する時間外に業務を行う場

合は、あらかじめ、受注者の車両管理責任者に通知し、受注者は休日又は前項に規定する

時間外においても、業務を行うものとする。 

３ 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（報告の義務） 

第５条 受注者は、当日の業務内容を別に定める管理日誌に記録し、翌営業日に発注者の

指定する場所に提出するものとする。 

２ 受注者は、前項に規定する管理日誌に基づき、毎月の車両管理に関する報告書及び車

両走行実績報告書を翌月10日までに発注者に提出するものとする。 

 

（委託費の精算） 

第６条 委託費は、前条の規定に基づく車両管理に関する報告書及び車両走行実績報告書

に基づき次の各号に定めるところにより精算する。 

 (1)  1 ヶ月当たりの走行距離の基準を、第 2 条に定める基本走行距離の値とし、実際走

行距離と基本走行距離の過不足走行距離について、1 ㎞につき次の割合で計算した額を

増減する。 

  イ マイクロバス 

    契約書別紙料金表（運行管理業務）１.に定める基本月額（以下、「委託費基本月額」

という。））×0.000039（1 円未満四捨五入） 

  ロ 普通乗用自動車 

    委託費基本月額×0.000030（1 円未満四捨五入） 



 

 

 (2) 第 4 条に定める時間外又は除外する時間に業務を履行したときは、1 時間につき次

の割合で計算した額を支払う。 

  イ 平日時間外 

    委託費基本月額×0.0054（10 円未満四捨五入） 

  ロ 平日深夜（午後 10 時から午前 5 時まで） 

    委託費基本月額×0.0064（10 円未満四捨五入） 

  ハ 休日時間外 

    委託費基本月額×0.0058（10 円未満四捨五入） 

  ニ 休日深夜（午後 10 時から午前 5 時まで） 

    委託費基本月額×0.0069（10 円未満四捨五入） 

    なお、時間数は、1 ヶ月分を合計するものとし、その合計に 1 時間未満の端数が生

じた場合は、30 分以上は 1 時間に切り上げ、30 分未満は切り捨てる。 

 

（保険の加入） 

第７条 契約書第 12 条第 1 項に規定する保険金額は、次のとおりとする。 

担保種目 保険金額 

車両賠償 査定額による 

対人賠償 無制限 

対物賠償 無制限 

搭乗者賠償 1,000 万円以上 

 

（修理等の費用） 

第８条 業務で管理する車両にかかる次の各号の事項を履行するときは、あらかじめ発注

者に通知の上行うものとし、その費用は受注者の負担とする。 

 (1) 車検等定期点検整備（定期点検整備に必要な油脂類及び消耗品を含む。） 

 (2) タイヤ、チューブ、バッテリー、タイヤチェーン、シートカバー等の交換、カーエ

アコンの修理調整等 

 (3) 前各号以外で受注者の責めによる修理 

 

（燃料等の費用） 

第９条 業務で管理する車両に使用する燃料等は、次の各号に定めるものを使用し、その

費用は受注者の負担とする。 

 (1) 燃料は、普通乗用自動車については普通ガソリン、マイクロバスについてはＬＰＧ

を使用する。 



 

 

 (2) エンジンオイルは、四季を通じて使用可能なものとし、冷却水は不凍液を使用する。 

 (3) その他のものは、車種による純正品を使用する。 

（エンジンオイルの交換） 

第10条 エンジンオイルは、車両の走行距離おおむね5,000㎞毎に交換するものとする。 

 

（留意事項） 

第11条 業務の履行にあたっては、誠実、正確かつ安全を旨とし、その管理する車両を善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、本業務以外の目的に使用してはならないも

のとする。 

２ 車両管理員は、道路交通法その他関係法令等を遵守し、関連道路等の地理に精通して

いる者であること。 

また、別図「関西地域 UR都市機構事業地区・団地一覧」に記載の住宅・宅地等の所

在を把握し、適切なルートにより円滑に送迎を行うこと。 

３ 車両管理員は、服装を整え、常に清潔にしなければならない。 

４ 車両管理員は、勤務時間中は禁煙に努めること。 

５ 本業務においてカーナビゲーションシステムを必要とするときは、受注者において設

置し、使用すること。 

６ 受注者は、車両管理員には制服及び名札を着用させること。また、携帯電話を所持さ

せること。 

７ 受注者は、発注者から車両管理員控室等を無償で貸与されたときは、善良な管理者の

注意をもって使用しなければならない。 

以 上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

仕 様 書（継続借上げ） 

 

１ 借上げ台数 

  運転手付き乗用自動車  ２台 

 

２ 借上げ自動車の種別・仕様 

（１）種別 

① 道路運送車両法施行規則第 2 条に定める普通自動車であって、総排気量 2490cc

以上かつ乗車定員５名（運転手含む）以下のもの １台（運転手は非喫煙者と

する。） 

② 道路運送車両法施行規則第 2条に定める普通自動車であって、総排気量 1990cc

以上かつ乗車定員５名（運転手含む）以下のもの １台 

（２）仕様 

① セダン、黒塗り、無線機・防犯灯がないもの、エアコン、カーナビゲーション

システム及びＥＴＣ車載器を搭載したものとし、次に記載の車種と同等のものと

する。 

  参考車種：トヨタ クラウン ロイヤルサルーン（DBA-GRS210 AETQH） 

② セダン、黒塗り、防犯灯がないもの、エアコン、カーナビゲーションシステム

及びＥＴＣ車載器を搭載したものとし、次に記載の車種と同等のものとする。 

※無線機付でも可とするが、使用しないこと。 

参考車種：トヨタ クラウン セダン スーパーサルーン（DBA-TSS10H-CEPJC） 

（３）使用年数 

履行期間中は、①及び②とも初度登録年月から５年を超えない車両を使用する

ものとする。 

 

３ 拘束時間（借上げ時間） 

  拘束時間は、平日午前 9 時 15 分から午後 5 時 40 分までとし、独立行政法人都市再

生機構西日本支社の駐車場到着時から受注者の事業所に帰着するために同駐車場を出

発するまでとする。 

  なお、必要があるときは拘束時間を超えて借り上げることができるものとする。 

 

 



 

 

４ 基本料金 

  乗用自動車の借上げの基本となる料金（以下「基本料金」という。）は、1台 1日（拘

束時間又は走行 120kmまでをいう。）当たりの額とする。 

 

５ 加算料金 

  基本料金の拘束時間又は走行距離を超えて借上げた場合の加算料金については、次

の割合で計算した額とする。 

(1) 30 分当たりの超過借上料 

   基本料金×0.0594（10 円未満四捨五入） 

   超過借上料は、30 分単位とし、30 分未満の端数は切り捨てる。 

(2) １ｋｍ当たりの遠距離割増料 

   (1）÷7.5ｋｍ（10 円未満四捨五入） 

   遠距離割増料は、1ｋｍ単位とし、1ｋｍ未満の端数は切り上げる。 

(3) (1）の超過借上料と(2)の遠距離割増料とが重複するときは、いずれか多い方の額

とする。 

 

６ 超過借上時間 

  次の場合における時間とし、いずれにも該当する場合は、それぞれに算出した時間

の合計時間とする。 

(1) 拘束時間の開始時刻前に乗用自動車を発注者の事務所又は指定場所に配車を発注

者が指示した場合には、発注者の配車指定時刻（指定場所が大阪市外の場合につい

ては、受注者の車庫を出発した時刻から 30 分を経過した時刻）から拘束時間の開始

時刻までの間。 

(2) 拘束時間の終了時刻を超えて発注者が配車を指示した場合には、発注者の事務所

に到着した時刻、若しくは最終の旅客が下車した時刻（下車場所が大阪市外の場合

については、受注者の車庫に到着するのに要する時間が 30 分を超える場合は、その

30 分を超える時間について、超過借上げに算入するものとする。）のいずれか遅い時

刻までの時間から拘束時間の終了時刻を控除して得た時間。 

 

７ 超過走行距離 

  拘束時間及び前項の超過借上時間内に走行した距離から 120ｋｍを控除して得た距

離。 

 

 



 

 

８ 運転手の交代 

  円滑な業務遂行に支障があると発注者が判断する場合には、発注者は運転手の交代

を求めることができるものとする。 

 

９ 秘密の保持 

  受注者は、業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、契約

が終了し、又は解除されたときも同様とする。 

 

10 留意事項 

(1) 運転手は、道路交通法その他関係法令等を遵守し、関連道路等の地理に精通して

いる者であること。 

また、別図「関西地域 UR 都市機構事業地区・団地一覧」に記載の住宅・宅地

等の所在を把握し、適切なルートにより円滑に送迎を行うこと。 

(2) 受注者は、別に定める運転日誌を作成すること。 

(3) 借上げ時間の開始時及び終了時については、発注者の確認を得ること。 

(4) 受注者は、運転手又は借上げ自動車を変更するときは、発注者に７日以上前まで

に書面により届け出ること。 

(5) 高速料金等の実費は受注者が立て替えるものとし、運転日誌に領収書を添付のう

え、発注者に請求すること。 

  (6) 受注者は、運転手のサービス・マナー等の教育につとめること。 

(7) 運転手は、服装を整え、常に清潔にしなければならない。 

(8) 運転手は、勤務時間中は禁煙に努めること。 

(9) 運転手は、車両に搭載しているカーナビゲーションシステムを使いこなせるよう

にすること。 

(10) 受注者は、運転手には制服及び名札を着用させること。また、携帯電話を所持さ

せること。 

(11) 受注者は、発注者から車両管理員等控室を無償で貸与されたときは、善良な管理

者の注意をもって使用しなければならない。 

(12) この仕様書に定めのない事項、または不明な事項については、適宜、発注者の指

示を受けること。 

以 上  

 

 

 



 

 

仕 様 書（臨時借上げ） 

 

１ 借上げ台数 

  運転手付き乗用自動車  必要台数 

 

２ 借上げ自動車の種別・仕様 

（１）種別 

① 道路運送車両法施行規則第 2条に定める普通自動車であって、総排気量 1990cc

以上かつ乗車定員５名（運転手含む）以下のもの 

② 道路運送車両法施行規則第 2条に定める普通自動車であって、乗車定員10名（運

転手含む）以下のもの 

（２）仕様 

① セダン、黒塗り、防犯灯がないもの、エアコン、カーナビゲーションシステム

及びＥＴＣ車載器を搭載 

※無線機付でも可とするが、使用しないこと。 

② ジャンボタクシー、防犯灯がないもの、エアコン、カーナビゲーションシステ

ム及びＥＴＣ車載器を搭載 

※無線機付でも可とするが、使用しないこと。 

（３）使用年数 

履行期間中においては、①については初度登録年月から５年以内、②については

初度登録年月から 10年以内の車両を使用するものとする。 

 

３ 拘束時間（借上げ時間） 

拘束時間は、独立行政法人都市再生機構西日本支社の駐車場到着時から受注者の事

業所に帰着するために同駐車場を出発するまでとし、次のとおりとする。 

（１）午前 9時 15分から午後 5時 40分まで 

（２）（１）に満たない場合は、4時間以上 30分単位とする（30分未満は切捨てる。） 

  なお、必要があるときは（１）の拘束時間を超えて借り上げることができるものと

する。 

 

４ 基本料金 

  借上げの基本となる料金（以下「臨時基本料金（セダン）」又は「臨時基本料金（ジ

ャンボタクシー）」という。）は、1台 1日（拘束時間又は走行 120kmまでをいう。）当



 

 

たりの額とする。 

借上げ時間が３（１）の拘束時間に満たないときは、上記の額に 60/505を乗じた額

を時間単価として、料金を計算するものとする。 

 

５ 加算料金 

  1 日借上げの上記基本料金の借上げ時間又は走行距離を超えて借上げた場合の加算

料金については、次の割合で計算した額とする。 

(1) 30 分当たりの超過借上料 

① セダン 臨時基本料金（セダン）×0.0594（10 円未満四捨五入） 

② ジャンボタクシー 臨時基本料金（ジャンボタクシー）×0.0594（10 円未満

四捨五入） 

   超過借上料は、30 分単位とし、30 分未満の端数は切り捨てる。 

(2) １ｋｍ当たりの遠距離割増料 

   (1）÷7.5ｋｍ（10 円未満四捨五入） 

   遠距離割増料は、1ｋｍ単位とし、1ｋｍ未満の端数は切り上げる。 

(3) (1）の超過借上料と(2)の遠距離割増料とが重複するときは、いずれか多い方の額

とする。 

 

６ 超過借上時間 

  次の場合における時間とし、いずれにも該当する場合は、それぞれに算出した時間

の合計時間とする。 

(1) 拘束時間の開始時刻前に乗用自動車を発注者の事務所又は指定場所に配車を発注

者が指示した場合には、発注者の配車指定時刻（指定場所が大阪市外の場合について

は、受注者の車庫を出発した時刻から 30 分を経過した時刻）から拘束時間の開始時

刻までの間。 

(2) 拘束時間の終了時刻を超えて発注者が配車を指示した場合には、発注者の事務所

に到着した時刻、若しくは最終の旅客が下車した時刻（下車場所が大阪市外の場合

については、受注者の車庫に到着するのに要する時間が 30 分を超える場合は、その

30 分を超える時間について、超過借上げに算入するものとする。）のいずれか遅い時

刻までの時間から拘束時間の終了時刻を控除して得た時間。 

 

７ 超過走行距離 

  拘束時間及び前号の超過借上時間内に走行した距離から 120ｋｍを控除して得た距

離。 



 

 

８ 運転手の交代 

  円滑な業務遂行に支障があると発注者が判断する場合には、発注者は運転手の交代

を求めることができるものとする。 

 

９ 秘密の保持 

  受注者は、業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、契約

が終了し、又は解除されたときも同様とする。 

 

10 留意事項 

(1) 運転手は、道路交通法その他関係法令等を遵守し、関連道路等の地理に精通して

いる者であること。 

また、別図「関西地域 UR 都市機構事業地区・団地一覧」に記載の住宅・宅地

等の所在を把握し、適切なルートにより円滑に送迎を行うこと。 

 (2) 受注者は、別に定める運転日誌を作成すること。 

(3) 借上げ時間の開始時及び終了時については、発注者の確認を得ること。 

(4) 受注者は、運転手を変更するときは、発注者に７日以上前までに書面により届け

出ること。 

(5) 高速料金等の実費は受注者が立て替えるものとし、運転日誌に領収書を添付のう

え、発注者に請求すること。 

  (6) 受注者は、運転手のサービス・マナー等の教育につとめること。 

(7) 運転者は、服装を整え、常に清潔にしなければならない。 

(8) 運転者は、勤務時間中は禁煙に努めること。 

(9) 受注者は、運転手には制服及び名札を着用させること。また、携帯電話を所持さ

せること。 

(10) 受注者は、発注者から車両管理員等控室を無償で貸与されたときは、善良な管理

者の注意をもって使用しなければならない。 

(11) この仕様書に定めのない事項、または不明な事項については、適宜、発注者の指

示を受けること。 

以 上  

【契約期間における想定借上げ日数※】 

セダン 190 日／5 年間、 ジャンボタクシー 220 日／5 年間 

※想定借上げ日数は、過去の利用実績から算出した予定数量であり、利用を確約す

るものではない。 


