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新たな交通システム検討調査業務(R4)  

【業務仕様書（案）】 

 
第１章 総 則 

 
第１条 適用範囲 

本仕様書は、「新たな交通システム検討調査業務(R4)」（以下「本業務」とする）に適用する。 

 
第２条 関係条例などの遵守 

本業務は本仕様書の定めるもののほか、下記の関連条例等を遵守のうえ実施するものとする。 
（１）うるま市土木設計業務等委託契約約款 
（２）本市の諸条例、規則等 
（３）その他関係する法律、政令、省令、通達等 

 
第３条 関係書類の提出 

受注者は、契約締結後、発注者が指定する期限内において、下記の書類を発注者に提出し、

承認を得るものとする。また、変更する場合も同様とする。 
①着手届 ②工程表 ③管理技術者等通知書 ④経歴書 ⑤業務計画書 ⑥業務完了届 
⑦業務成果物引渡書 ⑧その他、協議により指示のあった事項 

 
第４条 技術者要件 

１．本業務は市が独自で運行している公共施設間連絡バスを総合的に見直し、新たな交通シス

テムを構築することにより、市民や観光客など誰もが快適で使いやすい交通環境の実現を図

るものであり、公共施設間連絡バス現行ルートの検証及び見直し、既存バスや離島航路との

結節、市民ニーズを整理し、地域特性に応じた運行形態による実証実験調査であるため、都

市交通の豊富な知識を要し、また発注者との綿密な協議・調整が必要となることから、主た

る担当技術者は【沖縄県内での公共交通に係る実証実験】又は【沖縄県内での公共交通に係

る計画の策定】のいずれかの経験を有する者を配置しなければならない。 

２．主たる担当技術者は原則沖縄県内に常駐している者を配置しなければならない。ただし、

打合せ協議や発注者の申し出による急を要する協議、関係機関との調整や資料の提出等、本

業務に支障をきたすことがないよう、速やかに応じることができればその限りではない。な

お、県外から技術者等を配置する場合の旅費交通費はすべて受注者の負担とする。 
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第５条 打合せ及び作業状況の報告 

受注者は、本業務の実施にあたって、発注者と十分な打ち合わせを行い、作業工程に従って

適切な業務の遂行に努めなければならない。また、発注者が作業状況の報告を求めたときは直

ちに報告を行うものとする。 
本仕様書に記載していない事項であっても、作業上必要と認められるものについては、発注

者と協議し履行するものとする。 
 

第６条 損害賠償 

受注者は、業務遂行中に生じた事故及び第三者に与えた損害等に対して、一切の責任を負い、

これに係る費用のすべてを負担する。この場合、内容・状況等を発注者へ報告し、指示に従う

ものとする。 
 

第７条 体制の確保 

受注者は、本業務の実施にあたって、発注者が指定する打合せ及び緊急を要する事項等に対

して、迅速に対応できる体制を確保しなければならない。 
 
第８条 疑義 

本仕様書に疑義が生じた場合、または、定めのない事項が生じた場合は、発注者と受注者と

の協議の上、発注者の指示に従うものとする。また、協議結果を記録整備しておくものとする。 
 

第９条 秘密の保持 

受注者は、本業務の遂行上知り得たー切の事項について、第三者に漏らしてはならない。ま

た、業務期間中及び業務完了後において地域住民に対し、誤解や疑義を招くような言動をして

はならない。 
 
第 10条 資料の貸与 

発注者は､本業務を実施するために必要な図書等を受注者に貸与するものとする。受注者は、

貸与された図書等を業務完了後、速やかに返却しなければならない。なお、貸与された図書等

に破損、紛失等があった場合は、受注者がその責務を負うものとする。 
 
第 11条 検査 

受注者は、本業務完了後、成果品及び関係資料を提出し、管理技術者立会いの上、完了検査

を受け、発注者から修正の指示を受けた場合は、速やかに修正をしなければならない。 
 

第 12条 成果品の帰属 

成果品等はすべて発注者の所有とし、発注者の承諾を得ずに他の公表、貸与又は使用しては

ならない。 
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第 13条 著作権等の取り扱い 

本業務に使用する第三者が権利を有する著作物については特に留意し、当該著作物の使用に

必要な費用負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きは受注者の責において行うものとす

る。 
 
第 14条 瑕疵 

受注者は本業務完了後といえども、受注者の瑕疵等に起因する不良な箇所が発見された場合

は、速やかに発注者の必要と認める修正等を受注者の負担において行うものとする。 
 
第 15条 補則 

本仕様書に定めのない事項や本業務を進めるにあたっては、受注者は発注者と十分調整を図

りながら行うものとする。 
業務内容変更により、契約金額に変更が生じる場合は、発注者と受注者との協議の上、契約

変更を行うものとする。 
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第２章 業務内容 

 
第 16条 業務名 

新たな交通システム検討調査業務(R4) 

 
第 17条 目的 

誰もが快適に移動できる環境を実現するため、既存の公共交通資源である路線バスやタクシ

ーの利活用と併せて、それらを補完するうるま市独自の交通システムを検討するための総合的

な調査である。 
今年度は昨年度から開始している「うるま市公共施設間連絡バス」の実証運行の点検及び見

直しを行い、将来の有償化移行に向けて段階的に取り組むべきロードマップを作成するととも

に、デマンド型乗合交通の今後の在り方や本市唯一の有人離島である津堅島における交通イン

フラ構築に向けた検討を行うことを目的とする。 
 
第 18条 履行期間 

  契約日の翌日から令和 5年 3月 22 日まで 

 
第 19条 提案価格書要領 

  本業務の提案価格書は、別紙「業務内訳書」に沿って下記のとおり作成するものとする。 

  ① 工種毎に「職種名」「人工数」「数量」「単価」を明記した直接人件費の内訳書 

    ② 直接経費の内訳書 

 ③ 令和 4 年度設計業務委託等技術者単価にて作成 

 ④ 設計に使用する価格は原則として消費税抜きとし、業務価格は税抜き表示とする。 

 ⑤ 消費税率は 10％として、業務委託料を算出することとする。 

（業務委託料)＝（業務価格）＋（消費税相当額） 

    ⑥ 業務委託料は 21,120,000 円（消費税込）以内とする。 

 
第 20条 業務内容 

（１）計画・準備 
業務を計画的・効率的に実施するため、業務計画書を作成するとともに、本業務に必要

な資料の収集及び整理を行う。 
 

（２）公共施設間連絡バス実証運行（無償）の見直し方針検討 

 ①実証運行（無償）見直し方針の検討 

現在、実証運行中の公共施設間連絡バスのモニタリング実績（乗降状況・運行経路・運

行時間等）を踏まえ、R４年度の実証計画（運行ルート・運行形態・停留所の追加、削除）

の作成を行う。なお、実証計画の変更を要しない場合は、その理由について整理を行う。 
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   ②有償運行に向けたロードマップの作成 
次年度以降、有償での実証実験を経て将来的な公共施設間連絡バスの本格運行を想定し、

運行ルート、運行体制、追加車両の手配を含む運行計画を作成するとともに、運行委託費

の積算、収受する運賃の想定や実証後の事業収支の取り纏めを行う。また、車両計画の検

討も併せて行い、本格運行に向けた問題点を整理した上で有償化移行ロードマップを作成

する。 
③有償運行に関する許認可申請計画 
 有償運行に際し、道路運送法に基づく許可申請の作成や、使用する車両の法適合に向け

た準備計画を作成する。（運送法の申請・緑ナンバー取得に向けた取り組み等） 
④関係者協議の実施 
次年度の有償での実証実験の実施にあたり、地元関係者や警察、関係省庁等への調整や

届け出を行う。 
   ※公共施設間連絡バスの運行管理に係る経費については、本業務に含まない。 
 
 （３）デマンド型乗合交通の可能性検討・実証実験計画の作成 

    本市の地域特性に合ったデマンド型乗合交通について、令和 4年 4～6 月に実施した実証

実験結果から（２）公共施設間連絡バスの実証運行（無償）見直し方針検討を踏まえた導

入の可能性検討を整理し、次年度以降における実証実験計画を作成する。 

    なお、本市にはデマンド型乗合交通が不適と判断される場合においては、その理由につ

いて適正に整理を行う。 

 

  【提案事項】（２）（３）で想定される見直し方針（導入エリア・路線・運行形態等）につい

て、運行コストを考慮し、うるま市の公共交通特性を捉えたうえで総合的に提案事項とする。 

    ※現時点で想定される見直し方針とし、地域公共交通会議等における協議において提案

と異なる結果となることについて妨げるものではない。 

 

 （４）津堅島新たな交通システム検討調査 

離島の活性化を図るため、津堅島振興計画に基づく定住促進や交流人口、関係人口増加

を目指す観点から、津堅島において、うるま市産 EV 自動車を活用した交通インフラ構築に

向けた検討を行うための実証実験を実施する。 

［条件］Ⅰ．EV自動車の活用を基本とする。なお、必要に応じて市所有の EV 自動車（ヤ

マハ AR-07-７人乗り１台・イメイド YG-M-４人乗り１台）計２台の貸与が

可能である。（令和 4 年 12 月中旬～令和 5 年 2 月末） 

    Ⅱ．津堅島へ車両を運搬する際の運搬費（運航費含む）・車両充電費・保管場所

の確保等運行管理に係る費用は「運行管理費」として直接経費に計上する。 

    Ⅲ．今年度の実証実験は無償での実施を想定しているが、持続可能な交通イン

フラとして、翌年度以降における運行体制や運行方式を考慮した実証実験
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であること。 

   ①実証実験計画の作成 

    島民のニーズや観光客ニーズ、運営主体の意向等を把握し、本格導入に繋げることを目

的とした実証実験計画を作成する。 

   ②新たな交通システムの導入に向けた実証実験 

    実証実験計画を基に EV 自動車を活用し、将来的に想定される運行形態を考慮した実証実

験を行う。 

〇実証期間 3ヶ月間（令和 4年 12 月中旬～令和 5年 2 月末）を想定。 

（詳細な運行日数については提案を受け決定する。平日のみ・土日祝含む等。） 

   ③実証実験の効果検証・とりまとめ 

    実証実験調査結果や利用状況等を基に分析・整理を行い、地域課題解決への貢献や本格

導入・他地域への展開に向けた課題を整理し、新たな公共交通システムを構築する場合の

事業計画案（事業コスト）、運行計画案（路線数・運行形態・運行ルート等）をとりまとめ

る。また、本格運行に向け、収支率やクロスセクター効果を考慮した適正な評価基準を設

定する。 

④本格運行に向けたロードマップの作成 

次年度以降の本格運行を想定し、車両不具合時のメンテナンスや安全管理体制、保管車

庫の設置・管理に係る概算費用、車両充電計画等も考慮した総合的な運営体制の構築を検

討する。また、本格運行までに必要な項目やスケジュール等についてまとめたロードマッ

プを作成する。 

 

【提案事項】津堅島における新たな交通システム（運行形態・運行体制・利用者ターゲット

等）について提案事項とする。 

   ※現時点で想定される新たな交通システムの導入案とし、地域公共交通会議等における

協議において提案と異なる結果となることについて妨げるものではない。 

 

（５）協議会等の運営支援 

   本業務による実証実験に伴い、「うるま市地域公共交通会議」を 3回程度開催することを

想定しているため、その会議に必要な資料作成及び準備、会議録作成等の運営支援を行う。

会議の開催に必要な取りまとめ（通知や場所の確保等）や事前説明等に係る準備は事務局

（都市政策課）と共に行う。なお、委員等の謝金は含まないものとする。 

   また、既存公共交通事業者との協議又はヒアリング等の実施により、本業務による既存

事業への影響について検討を行う。 

   （都合により、「うるま市地域公共交通会議」の回数に変動が生じても、変更の対象とし

ない。） 
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（６）成果品の作成 

   「第 22 条 成果品」に記す成果品の作成。 

※成果品の作成に係る印刷費を含む。 

 
第 21条 業務打合せ・協議 

本業務が円滑に実施されるよう業務着手時、中間３回、成果品納入時の５回を基本とする。

（業務遂行上、５回以上となっても変更の対象としない。） 
 

第 22 条 成果品 

１）報告書（A4 リングファイル綴り）           ・・・・ ２部 
２）電子データ                      ・・・・ 一式 
３）その他発注者の指示するもの              ・・・・ 一式 
 

第 23条 その他留意事項 

 ・成果品及び各種説明資料について 
適宜カラー印刷を用い、「分かりやすさ」「きめ細やかさ」「進行管理への配慮」を重視し

て編集を行い、概念図、各種説明用図面、必要に応じてパース等の作成も行い、見やすい

資料の作成に努めるものとする。また、説明用のパワーポイントも適宜併せて作成する。 
 ・参考資料について 

    本業務を遂行するにあたり、以下の参考資料を活用すること。 
   ①うるま市交通基本計画〈URL：https://www.city.uruma.lg.jp/town/125/16087/16084〉 
   ②うるま市総合交通戦略〈URL：https://www.city.uruma.lg.jp/town/125/16087/19240〉 
   ③公共施設間連絡バス 〈URL：https://www.city.uruma.lg.jp/town/132/22004/6781〉 
   ④津堅島総合振興計画 〈 ※必要に応じ、希望者へ当市より提供。 〉 

・本事業は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続きであり、交付決定後に

効力が生じる事業である。 
  ・履行期間の１週間前までに、成果の提出を行うこと。 
  ・補助金活用の都合上、履行期間内に完了検査を行う。 
 

https://www.city.uruma.lg.jp/town/125/16087/16084
https://www.city.uruma.lg.jp/town/125/16087/19240
https://www.city.uruma.lg.jp/town/132/22004/6781

