
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、平成31年度予算が成立し、本業務に係る

予算示達がなされることを条件とするものです。

平成31年2月19日

支出負担行為担当官
沖縄防衛局長 田中 利則

１ 業務容等
(1) 件 名 平成31年度沖縄防衛局車両運行管理業務
(2) 規 格 仕様書のとおり
(3) 履行期間 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

２ 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下｢予決令｣という。) 第70条及
び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 平成28･29･30年度防衛省所管の競争参加資格（全省庁統一資格）において、資格
の種類が「役務の提供等」で、Ａ、Ｂ又はＣの等級に格付けされ、九州・沖縄地域
に競争参加資格を有する者であること。

(3) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

３ 入札手続等
(1) 担当部局

〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
沖縄防衛局総務部会計課会計係 電話 098-921-8141（133）

(2) 入札説明書等の交付期間等
平成31年2月19日(火)から平成31年2月28日(木)まで（行政機関の休日を除く。）

の毎日、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)、
担当部局にて上記２(2)に掲げる競争参加資格の格付けを受けている者又は取得
見込者に対し交付する。なお、交付については貸与とし、開札日から１４日以内
に返却するものとする(郵送等による場合は期限内必着。)。

(3) 一般競争参加資格確認申請書の提出期限等
期限：平成31年3月1日(金)
場所：沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 沖縄防衛局総務部会計課会計係
方法：一般競争参加資格確認申請書は、持参又は郵送によるものとし、伝送によ

るものは受け付けない。なお、郵送による場合は、提出期限までに必着の
こととし、電話等による確認を行うこと。

(4) 開札の日時等
日時：平成31年3月7日(木) 午後1時30分 沖縄防衛局 6階会議室

入札書等は、入札当日に持参又は3月6日（水）の午前中迄に（１）宛て書
留郵便にて郵送すること。（その際、（１）まで電話連絡を行うこと。



（5） 入札者の義務
この入札に参加を希望する者は、沖縄防衛局が交付する入札説明書に基づい

て、一般競争参加資格確認申請書を作成し、期限までに提出しなければならな
い。開札日の前日までの期間において支出負担行為担当官から当該申請書に関
して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された当該申請書は、沖縄防衛局長において仕様書に定める要求

要件に基づき審査するものとし、当該申請書の合否については、開札日の前日
までに連絡するものとする。

４ その他
(1) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効とする。

(3) 落札者の決定方法
① 入札価格が、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲
内で最低の価格をもって有効な入札を行った者。

② 入札者が提出した申請書が、沖縄防衛局の審査の結果、合格したものであるこ
と。

(4) 契約書作成の要否 要。
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記３(1)に同じ。
(6) 詳細は入札説明書による。
(7) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよ
う要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めな
い。



仕 様 書

１ 業務の名称

平成３１年度沖縄防衛局車両運行管理業務

２ 用語の定義

本仕様書における用語は本条に定めるところによる。

(１)発 注 者：沖縄防衛局

(２)受 注 者：競争入札の結果決定する受注者

(３)業 務 車 両：本業務に使用する発注者が指定する官用車

(４)車 両 運 行 管 理 者：業務車両の管理及び運行をする者

(５)車両運行管理責任者：車両運行管理者の指揮等を行う者

(６)車両運行管理者等：車両運行管理者及び車両運行管理責任者

３ 目的

本業務は、発注者が指定する業務車両を、受注者が善良な管理者の注意をもって管

理し、かつ道路交通法等を遵守し運行すること（以下「業務」という。）を目的とす

る。

４ 摘要範囲

本仕様書は、本件業務の契約について適用する。

５ 履行期間

平成３１年４月１日 から 平成３２年３月３１日

６ 履行場所

(１)業 務 本 拠 地 沖縄防衛局（沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０－９）

(２)車両運行場所 沖縄防衛局管内（沖縄本島及び沖縄県内離島）

７ 業務の内容

(１)本業務の履行に係る業務車両の運行計画策定及び立案及び指示

(２)車両運行管理者の業務本拠地への配置

(３)業務車両の管理（日常点検、給油、洗車及び車内清掃）

(４)業務車両の運行

(５)業務車両の事故処理に関する事務

(６)発注者が提出を求める報告書等書類の作成等事務

(７)その他発注者が指示する事項

８ 業務に関する指示

別紙１のとおり



９ 受注者の要件

(１) 車両運行管理者に対する車内服務教育及び安全運転教育制度を設け、その教育

を研修等により実施するとともに、車両運行管理者に対して行った教育内容を発

注者に書面で提出できること。ただし、（一社）日本自動車運行管理協会等に入

会していること等により、教育を実施していることが確認できる場合においては、

入会している証書等の写しをもってこれに替えることができる。

(２) 受注者は、本仕様書に基づく全ての業務、発注者が提供する業務上の情報並び

に業務上知り得た情報及び貸し出しを受けた資料等について守秘義務を負うとと

もに、車両運行責任者等における一切の責めを負うこととし、その旨を発注者に

対し、別紙２の誓約書を提出できること。

(３) 車両運行管理者等に対して、雇用保険及び健康保険等の公的保険に加入させ、

事業主として負担すべき費用を国に納付していること。

(４) 車両運行管理者等に対して、定期健康診断を受診させる義務を果たしているこ

と。

(５) 車両運行管理者等の労働時間を適正に把握する責務を果たせること。

(６) 車両運行管理者が事故等で休務した場合においても、業務車両を用いて業務を

行うことが可能な運行管理体制を確立していること。

(７) 業務中に交通事故等が発生した場合、迅速かつ責任ある対応により万全な事故

処理が可能な体制を確立していること。

１０ 車両運行管理者等の要件等

(１)車両運行管理者

①原則４名を配置することとする。ただし、受注者の都合により臨時的な増員を要

する場合は、発注者と受注者間で協議したうえで可能な限り追加配置すること。

②受注者に直接雇用される正社員であり、同種業務従事経験が継続して半年以上あ

る者であること。

③４名のうち３名は大型自動車を運転できる免許（大型１種以上）を有する者であ

ること。

④沖縄県内における運転従事歴１年以上を有する者であること。

⑤４名のうち１名は道路交通法第７４条の３に定める安全運転管理者として選任す

るものとし、当該安全運転管理者は沖縄県内における運転管理歴３年以上を有す

る者であること。

⑥当入札公告の日から遡って３年以内に運転免許証の停止処分等の原因となる重大

な交通違反歴がない者であること。

⑦車両運行管理者は、沖縄県内の道路事情及び沖縄防衛局管内における自衛隊及び

在日米軍施設の所在地を把握し、状況に応じて臨機応変な対応ができる者である

こと。

⑧車両運行管理者は、国家公務員に準じた清潔な身なり及び服装とし、言動、行動

において、品位を保てる者であること。

⑨平成３１年４月１日現在、満６５歳以下の者で、かつ、協調性があり、責任感が



強く、健康状態に問題がない者とする。

⑩本業務の実施にあたり、発注者が車両運行管理者を著しく不適当であると認める

場合、受注者は速やかにその代替者を選任し、交代させるものとする。

(２)車両運行管理責任者

①業務本拠地に１名以上を配置すること。

②受注者に直接雇用される正社員であること。

③受注者の車内規則等において、業務の指揮や命令、これらに類する行為が行える

者であること。

④本業務の遂行に支障がない場合に限り、前項に定める車両運行管理者に代行させ

ることができる。この場合、あらかじめ指定して発注者に届け出ることとする。

１１ 一般競争参加資格の確認申請

本仕様書における第９条及び第１０条に定める要件は、一般競争参加資格確認申請

書（別紙３）に証明書類等を添付して事前に発注者の承認を得るものとする。

１２ 運行日誌の作成

受注者は、受注後に協議のうえ定める日報を各車両運行管理者に日々作成させ、日

曜日から土曜日までの７日分を翌週の水曜まで（当日が行政機関の休日に関する法律

（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項に規定する行政機関の休日（以下「行政機

関の休日」という。）の場合は順次繰越す。）に発注者へ提出するものとする。

１３ 勤務日等

(１) 勤務日は、原則として業務履行期間のうち、行政機関の休日を除き、発注者が

指定した日又は期間とする。

(２) 勤務時間は、原則として平日８：３０から１７：１５とし、休憩１時間を含む

ものとする。

(３) 発注者は、上記（１）、（２）の規定に関わらず、業務の都合上必要とする場合

は、行政機関の休日又は勤務時間外において、受注者へ業務を時間単位で請け負

わせることができるものとする。ただし、車両運行管理者の１カ月１名あたりの

時間外勤務延べ時間は、労働基準法等関係法令を遵守するものとし、これを超え

る場合は車両運行管理責任者においてあらかじめ指定した代行者を充てるなどし

て調整することとする。

(４) 発注者は、業務の都合上宿泊を伴う出張がある場合、調整のうえこれを請け負

わせることができるものとする。

(５) 発注者は、行政機関の休日又は勤務時間外に、受注者へ業務を請け負わせた時

間に応じた額（以下「超過勤務分」という。）及び宿泊を伴う出張において、交

通費及び宿泊費が発生した場合受注者へ支払うものとし、金額の算定は別紙４の

とおりとする。



１４ 業務車両等

(１) 業務車両は下表のとおりとし、無償貸与する

No 車両 車種 排気量 車番 登録年月日

１ 乗用車 トヨタ クラウン 2,500cc 沖縄300ひ1841 H25.8.28

２ 乗用車 トヨタ プリウス 1,797cc 沖縄300み7110 H30.2.26

３ 乗用車 トヨタ ヴォクシー 1,797cc 沖縄501ま6982 H30.2.26

４ 乗用車 トヨタ アルファード 2,500cc ３月下旬頃確定 ３月下旬頃確定

５ ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ トヨタ ハイエース 2,690cc 沖縄200さ1671 H27.11.30

※１ ただし、業務の都合上必要がある場合は、上記車両外の車両を発注者か

ら受注者への通知をもって使用させることができることとする。

※２ NO４、トヨタ アルファードの車番等については、３月下旬頃確定。

(２) 業務対象車両に係る下表の内容の自動車任意保険は、受注者締結するものとし、

運転者年齢条件、限定運転手の条件等は付けないものとする。

担保種目 保険金額

車両保険 時価

対人賠償保険 無制限

対物賠償保険 ５００万円

搭乗者傷害保険 １，０００万円

(３) 車両保管場所及び車両運行管理者等の待機場所は、沖縄防衛局内の発注者が指

定する場所とする。

１５ 事故報告等

車両運行管理者は、業務の履行中に事故が発生したときは、速やかにその状況を車

両運行管理責任者に報告し、また車両運行管理責任者は速やかに事故報告を発注者に

対して行わなければならない。

なお、受注者は、業務の実施に伴い発生した事故の処理を行うとともに、発注

者及び第三者への損害賠償の一切の責めを負う。

１６ 修理等の費用

業務の実施に伴って必要となる次の各号に要する費用は、発注者の負担とする。

(１)燃料費

(２)タイヤ、バッテリー、ラジエータ液、ベルト類、シートカバー等の交換、カー

クーラー等の修理調整

(３)洗車費用

(４)その他業務の履行上必要とする消耗品類及び光熱水料

(５)有料道路利用料

(６)駐車場利用料

(７)車検及び法定定期点検整備費

(８)前各号以外で受注者の責によらない修理等に要する費用



（第８条関係）

別紙１

業務に関する指示

発注者（会計課）

指示 回答

受注者（車両運行管理責任者）

`指揮、命令

受注者（車両運行管理者）



（第９条第２項関係）

別紙２

誓 約 書

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

沖縄防衛局長 田中 利則 殿

会 社 名

代表者名

「平成３１年度沖縄防衛局車両運行管理業務」への入札参加にあたり、守秘義務等に

関する下記事項を遵守することを誓約します。

第１条（守秘義務の誓約）

当社は貴局の許可なくして、社外はもちろん貴局職員で本件に直接関与していな

い者に対しても、当社が知り得た全ての事項又は情報を開示、漏洩し、もしくは自

ら使用しないことを約束致します。

第２条（資料の返還等）

当社は、守秘義務を厳守するため、貴局により保管を許された資料一切の保管を

厳重に行うことを約束し、貴局により返還を要求された場合、これらの資料及びそ

のコピー並びにそれらに関する資料の一切を直ちに返還することを約束致します。

第３条（契約解除後の守秘義務）

貴局との契約解除後においても、第１条記載の秘密情報を開示、漏洩もしくは使

用しないことを約束致します。

第４条（運転業務に従事するものへの責任）

当社は、本業務に従事するものが守秘義務に反した場合、一切の責めを負うこと

を約束致します。

第５条（虚偽の申請）

当社は、本業務に係る提出書類等に一切の虚偽がないことを約束致します。

第６条（守秘義務等違反後の処置）

当社は、貴局と約束した守秘義務等に反した場合、貴局が行う合法的処置を受け

ることを約束致します。



（第１１条関係）

別紙３

一般競争参加資格確認申請書

支出負担行為担当官

沖縄防衛局長 田中 利則 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

担当者氏名

連絡先 電 話

ＦＡＸ

平成 年 月 日付けで入札公告のありました「平成３１年度沖縄防衛局車両運行管

理業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当する

者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

記

１ 全省庁統一資格審査結果通知書の写し

２ 教育実施に関する内容が確認できる書面の写し（社内で規定している社内含む及

び安全運転教育に関する規則又は（一社）日本自動車運行管理協会会員証明書の写

し）

３ 仕様書別紙２「誓約書」

４ 社会保険料及び労働保険料の支払い及び加入が確認できる書面の写し

５ 定期健康診断結果報告書等の写し

６ 配置予定車両運行管理者等体制一覧表

７ 事故等発生時における体制一覧表

８ 安全運転管理者講習会受講証の写し

９ 運転記録証明書の写し

10 経歴書（任意様式）及び同種業務従事経験が確認できる契約書の写し等

11 運転免許証の写し



（第１３条第５項関係）

別紙４

行政機関の休日又は勤務時間外の請け負い額

１ 超過勤務分は、１時間当たりの単価によることとし、単価の算定は次の方法による

ものとする。

（算定方法）

単価（自動車任意保険料を除く一人あたりの月額）×１２÷１，８６０ｈ（７．

７５×２４０日（平成３１年度勤務日（行政機関の休日を除く日））×１．２５

（ただし、１円未満は切り捨てとする。）

２ 仕様書第１３条第３項における臨時的な増員を行った場合の費用は、仕様書第１３

条第２項に定める通常の勤務時間内については次の方法によるものとし、それ以外の

場合にあっては前項の超過勤務を行った場合と同様の扱いとする。

（算定方法）

単価（自動車任意保険料を除く一人あたりの月額）×１２÷１，８６０ｈ（前項

の計算方法と同じ。）×勤務時間（ただし、１円未満は切り捨てとする。）

３ 沖縄県内（離島を含む。）の宿泊を伴う出張に係る交通費は、各自で立て替えた後、

領収証等の証明書を添付し、発注者に請求するものとする。

なお、宿泊を伴う出張先においては、勤務時間外業務の有無に係わらず超過勤務分

は支給しないものとする。


