
 

企画競争実施の公示 
 

平成 30 年 8 月 30 日  

中国運輸局交通政策部長 赤木  康秀  

 

次のとおり、企画提案書の提出をお願いします。 

 

１．業務概要 

（１）業務名及び概要 

  中国地方における「自動車運送事業（バス・タクシー）の運転手不足対策」  

に関する調査  

 

（２）業務内容等 

【業務の目的】 

現在、中国地方においては、運輸業全体での人手不足が深刻化している。バ

ス事業においては恒常的な運転手不足により、路線の廃止、減便をせざるを

得ない事業者もおり、こういった状況は中山間地に限らず都市部においても

発生している。また、タクシー事業においても、運転手不足や事業の後継者

不在により廃業する事業者も出て来ており、中山間地域を中心にタクシー空

白地も発生している。 

このような状況にあることから、各事業者、各業界団体では、バス・タクシ

ー運転手の仕事の魅力等を発信し、求人活動に取り組んでいるところである

が、思い通りの人材確保にはつながっていない。  

特に、バス・タクシー運転手は、他産業と比較して高齢化率が高く、また女

性の割合が低いことから、若年層や女性運転手の人材確保・育成に向けた取

組を一層進めていくことが重要であると考えられるが、効果的な人材確保の

対策をおこなうためには、実態把握及び分析が必要となる。  

本業務は、自動車運送事業（バス・タクシー）の運転手不足が地域公共交通

の維持・活性化に取り組むうえで、深刻な影響を及ぼすことから、効果的に

人材確保を行うための対策について、調査・検討するものである。  

 

【業務の内容】 

別紙、説明書による。 

 

【成果物の提出方法】 

別紙、説明書による。 

 

（３）履行期限 

平成 31 年 3 月 29 日（金） 

 

２．企画競争参加資格要件 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）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 年度一般競争入札及び指名競争参加資格（全省庁統一資格）

 



 

「役務の提供等」のうち「A」～「D」の等級に格付けされ、中国地域の参

加資格を有している者であること。 

（３）国土交通省中国運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるも

のとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続

している者でないこと。 

 

３．手続等 

（１）担当部局 

中国運輸局交通政策部交通企画課 

〒 730-8544 広島市中区上八丁堀 6 番 30 号  

TEL： 082-228-3495 / FAX： 082-228-3629 

（２）企画提案書の作成様式及び記載上の留意点 

  業務の実施方針、手法等を記載した企画提案書（Ａ4 判 20 枚程度）に併せ

て、次の事項を記載した書面を提出すること。 

  ・業務の実施体制、実施工程 

  ・緊急時の連絡体制 

  ・苦情等相談に係る処理体制 

  ・配置予定技術者の資格、経歴、手持ち業務の状況 

  ・業務項目別の経費概算 

  ・再委託等の有無及び予定（ただし、発注者側の承諾を要するものに限る。） 

  ・平成 28・ 29・ 30 年度一般競争入札及び指名競争入札参加資格（全省庁統

一資格）に係る資格審査結果通知書の写 

（３）企画提案書の提出期限、場所及び方法 

   提出期限：平成 30 年 9 月 10 日（月）17 時 00 分（必着） 

   場   所：（１）に同じ 

   方   法：持参、郵送（書留郵便に限る。）または電磁的方式（事前に電

話により申し出ること。）なお、電子データによる提出の場合は１つの

ファイルにして、その容量は原則５ＭＢ以下とすること。また、持参若

しくは郵送による提出の場合は原則８部用意することとし、電子データ

も併せて提出してください。 

（４）ヒアリング実施の有無 

必要に応じ実施する場合がある。その場合、日時は提案者と調整の上、決定

し、場所は中国運輸局とする。 

（５）企画提案書の特定をするための評価基準 

①業務内容の理解度：調査目的、業務内容について十分に理解していること。 

②提案内容の優良性：提案内容に具体性、妥当性、実現可能性を伴い、優れ 

ていること。 

③提案内容の独創性：独自の発想に基づく提案内容が含まれていること。 

④業務遂行の安定性：実施体制、実施スケジュール等の業務環境が、委託業 

務を安定的に遂行できるものであること。 

⑤業務成果の中立性：適正公平な業務成果を示すことができること。 

⑥  必要経費：業務内容に見合った適切な経費であること。 

⑦  専門的知識：業務を遂行するために必要十分な専門的知識を有すること。 

⑧ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）等推進の状況： 



 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第９条の認定【えるぼし】 

但し、認定段階１及び２においては、「労働時間の働き方に係る基準」を満

たすことが必要 

・次世代育成支援対策推進法第 13 条の認定【くるみん・プラチナくるみん】 

・青少年の雇用の促進等に関する法律第 12 条の認定【ユースエール】 

を受けた企業であれば所定の評価点を加点する。よって、該当する者は企画

提案書の提出に併せて、以下の書類を提出すること。 

ⅰ）「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合確認

表」 

URL： http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/soumu/jyoseikatsuyaku.html 

ⅱ）該当する「認定通知書」の写し 

ⅲ）該当する「一般事業主行動計画策定・変更届（都道府県労働局の受領印

付き）」の写し 

 

 

４．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約書作成の要否：要 

（３）本業務の支払条件及び概算予算額 

・支払条件：完了検査終了後の支払い  

・概算予算額：700 万円を上限とする（消費税及び地方消費税を含む。）。      

（４）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 

（５）提出期限までに到達しなかった企画提案書は、いかなる理由をもっても特

定しないものとする。 

（６）提出された企画提案書の差替え及び再提出は、原則認めない。 

（７）提出された企画提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。 

（８）特定されなかった企画提案書は、原則返却する。ただし、返却を希望しな

い提案者は、企画提案書を提出する際にその旨を申し出ること。 

（９）原則として、本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。なお、「主たる部分」とは、本業務における

総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。 

（ 10）提出された企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無

効にするとともに、記載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。 

（ 11）特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開

示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 

（ 12）提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定した

ものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を

生じるものではない。 

（ 13）提出期限までに成果物を提出する見込みがないことが明らかな場合は、契

約の全部又は一部を解除する。 

(14) 企画競争の結果は、原則として提案書の提出期限の翌日から 14 日以内に、

企画提案者に対して書面で通知するとともに、当局ホームページで次の事項

を公表する。 

・特定した企画提案書を提出した者の名称、住所、代表者氏名及び決定日 

・企画提案者毎、評価項目毎の評価得点及び合計点 



 

（ 15）契約履行過程で生じた成果物の著作権は国土交通省中国運輸局に帰属す

る。 

（ 16）不明な点等のお問い合せ先等 

お問い合せ先：3． (1)に同じ。（担当：丹呉、石田、山中） 

お問い合せ方法：電話又は来訪 

お問い合せ期間：公示の日から、3． (3)に記載の提出期限まで 

なお、評価基準の配点につきましては、質問をお受け出来ません。 

あらかじめご了承下さい。 



説明書 

 

１．業務名 

  中国地方における「自動車運送事業（バス・タクシー）の運転手不足対策」に 

関する調査 

 

２．業務目的 

現在、中国地方においては、運輸業全体での人手不足が深刻化している。バス

事業においては恒常的な運転手不足により、路線の廃止、減便をせざるを得ない

事業者もおり、こういった状況は中山間地に限らず都市部においても発生してい

る。また、タクシー事業においても、運転手不足や事業の後継者不在により廃業

する事業者も出て来ており、中山間地域を中心にタクシー空白地も発生している。   

このような状況にあることから、各事業者、各業界団体では、バス・タクシー

運転手の仕事の魅力等を発信し、求人活動に取り組んでいるところであるが、思

い通りの人材確保にはつながっていない。 

 特に、バス・タクシー運転手は、他産業と比較して高齢化率が高く、また女性

の割合が低いことから、若年層や女性運転手の人材確保・育成に向けた取組を一

層進めていくことが重要であると考えられるが、効果的な人材確保の対策をおこ

なうためには、実態把握及び分析が必要となる。 

 本業務は、自動車運送事業（バス・タクシー）の運転手不足が地域公共交通の

維持・活性化に取り組むうえで、深刻な影響を及ぼすことから、効果的に人材確

保を行うための対策について、調査・検討するものである。 

 

３．業務内容 

中国地方各県別及びバス、タクシーの業種別に、運転手不足の実態や人材確保

の取り組み状況等を把握・整理のうえ、効果的な人材確保の対策を検討する。業

務内容は以下のとおり。 

 

（１）実態把握及び分析 

①中国地方５県において、雇用全体におけるバス・タクシー運転手の賃金、労

働時間、離職率、年齢構成、女性割合、採用者の新卒・中途の割合等の水準を

調査すること。また、求人に対する充足率が高い業種との比較を行い、運輸事

業（バス・タクシー）の弱みを把握すること。 

 

②運輸事業者（バス・タクシー）にヒアリングを実施し、運転手人材確保の取

り組みに係る実態把握、運転手人材確保の障害となっている要因を分析するこ

と。対象事業者は下記条件により選定のうえ実施し、ヒアリングにあたっては

下記項目を必須のうえ、必要に応じ項目を追加し実施すること。 

「ヒアリング対象事業者」 

・中国管内の 5 県（鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県）で実施する。 

・各県において、バス・タクシー各 2 社以上とする。また、当該２社について



は、都市部とそれ以外（中山間地等）で事業を行っているもの各 1 社以上から

選定する。 

「ヒアリング必須項目」 

 ・採用実績の把握（直近 5 ヵ年の人数、年齢、男女比、新卒中途の別等）。 

・運転手人材確保に向けた取組内容（採用説明会、助成制度、労働条件・環境 

の改善等）及びその効果。（特に、若者や女性の人材確保に向けた取組を実施 

している場合にはその内容） 

  ・求人情報の内容とそれに対して採用に至った者、採用に至らなかった者の 

要因分析。 

・他の事業者や自治体等と連携した取組内容 

・運転手人材確保についての国、県等への要望。 

・離職実績の把握（直近 5 ヵ年の人数、年齢、離職理由等） 

 

③業界団体（各県のバス協会・タクシー協会）に、運転手不足の実態把握や運

転手確保に向けた取り組みに関するヒアリングを行うこと。ヒアリングにあた

っては下記項目を必須のうえ、必要に応じ項目追加し実施すること。 

「ヒアリング必須項目」 

・運転手不足の実態確認。 

・運転手人材確保に向けた取組内容（採用説明会、助成制度等）及びその効

果。（特に、若者や女性の人材確保に向けた取組を実施している場合にはその 

内容） 

・運転手人材確保に向けた取組に対する事業者からの要望内容。 

・自治体等他の組織と連携した取組内容 

・運転手人材確保についての国、県等への要望。 

 

④参考情報の収集、とりまとめ 

・運転手人材確保に向けた取組に活用可能な各省庁及び中国管内自治体が行っ

ている支援策の把握及びとりまとめを行うこと。 

・上記支援策の現在の周知方法を把握すること。 

 

（２）運転手人材確保に向けたイベントの実施 

（１）の調査を踏まえ、運転手人材確保に向けたイベントを実施し、効果・課

題を把握すること。実施内容は下記のとおりとすること。 

① 実施時期：契約日～平成 31 年 2 月 28 日までの間の土日祝日に実施する。 

②  実施場所：島根県・山口県の 2 箇所で開催する。 

③  参加対象者：バス・タクシー運転手の求職者等一般、学校関係者（就職担

当）ほか 

④  参加規模：各県とも 30～50 人程度を想定 

⑤  実施内容 

・バス・タクシー事業の全体説明及び事業者ごとのブースを設けての就職相談

会で構成する。 



⑥  参加者の募集 

・参加事業者の募集も含め、関係機関への直接的な働きかけ、チラシの作成等

により広く参加者を募集すること。なお、より効果の高い募集方法があれば提

案すること。 

⑦  アンケート調査 

 ・参加者及び参加事業者に対しアンケート調査を実施する。調査内容は本イ 

ベントの効果・問題点をつかむ内容とし、実施にあたっては中国運輸局と調 

整を行うこと。 

・アンケート調査の集計・分析を行い、内容を後記の報告書に盛り込むこ 

と。 

・イベントの開催にあたり関係者との調整を行うこと。 

⑧  留意事項 

・会場は上記内容が実施可能で、公共交通機関での来訪が可能なものを選定 

することとし、会場費用を経費に含めること。 

・参加者の募集に係る費用を経費に含めること。 

    ・実施にあたり、提案者の強みや創意工夫（アピール）ポイント等があれば 

    提案すること。 

 

（３）業務の打合せ 

   中国運輸局交通政策部交通企画課と受託業者において、業務の打ち合わせを適 

  宜開催する（概ね 1 ヶ月に１回程度）。 

 

（４）報告書の作成 

   上記調査の実施内容及び実施内容を踏まえた運転手不足対策（案）をとりまと  

め、下記項目を記載した報告書を作成すること。 

 ①（１）の調査結果 

 ②（２）のイベントの実施内容及びその結果 

 ③（１）（２）を踏まえた運転手人材確保に向けた効果的な取組の提案 

なお、報告書の作成にあたっては公表することを前提に、記載内容についてあ 

らかじめ調査対象者等関係者の承諾を得ておくこと。 

また、使用ソフトについては事前に中国運輸局交通政策部交通企画課と調整す 

ること。 

 

４．成果物の提出等 

（１）成果物 

  ①報告書（Ａ４版、白黒／カラー、１００ページ以上、３０部） 

  ②①の電子データ（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ）２部 

  なお、報告書に使用する用紙等はグリーン購入法に適合したものとする。 

 

（２）提出先 

  中国運輸局交通政策部交通企画課 



 

５．特記事項 

  ①本調査を履行するうえで知り得た情報等については、第三者に開示、または漏 

洩しないこと。 

  ②本調査により作成された成果物等の著作権は国土交通省に帰属することとす 

る。 


