
豊島区庁用車運行管理業務請負  

企画提案実施要領  別紙１  

 

1 

 

 庁用車運行管理業務説明書 
 

 

委託者：豊 島 区（以下「甲」という。） 

受託者：請負契約者（以下「乙」という。） 

 

１．件 名 

  豊島区庁用車運行管理業務請負（単価契約）（長期継続契約） 

 

２．目 的 

公務で赴く関係機関への送迎及び甲が所有する車両の維持管理を行う。 

 

３．履行期間 

  令和４年４月１日 から 令和７年３月３１日 まで（３年間） 

 

４．履行場所 

  豊島区全域及びその他指定場所 

  

５．業務内容 

乙は、本業務目的の達成のため以下の業務を行う。 

 （１）管理車両の運行 

① 甲の指示に基づく運行計画の作成 

② 運行計画に基づく車両の運行 

（２）管理車両の整備 

   ① 車両の日常点検整備 

② 車両の洗車及び日常清掃 

③ 車検及び定期点検整備に伴う車両の納車及び引き取り 

   ④ 燃料の補給 

（３）管理車両の自動車保険（任意保険）への加入 

（４）管理車両の事故処理 

（５）事故・故障等で必要な場合の修理及び代車手配 

 （６）管理業務に必要な報告書類等の作成及び提出 

 （７）緊急時の対応 

交通事故、水防・災害等の対応で緊急に甲が車両の運行を依頼した場合、乙は

管理車両を含む豊島区庁有車について、その要請に可能な限り応えること 

 

６．費用負担 

受託者負担 豊島区負担 

・日常点検整備費用 

・車両の洗車（洗車場所も含む）及

び日常清掃費用（消耗品代、シー

トカバークリーニング代含む） 

・自動車保険（任意保険）の保険料 

・事故の際の補償、修理代 

・豊島区負担分を除く管理車両の修

理、代車費用 

・運転手の携帯電話代 

 

・車両代（車検、法定点検、税金等の

諸費用及びタイヤ、エンジンオイル

等消耗品代を含む） 

・管理車両の通常使用に伴う故障修理

費用 

・燃料費 

・有料道路使用料 

・運行にかかる駐車料金 

・運転手控室にかかる諸費用 
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７．管理車両 

  ６台（下表のとおり） 

常時４台運行可能な状態とすること。また、配車指示に従い５台以上の運行につ

いても適切に対応すること。 

 

№ 車種 用途 登録年月 登録番号 

１ 
トヨタアルファード 

ハイブリッド 
区長専用車 令和３年８月 練馬 330 に 1409 

２ 
トヨタクラウンロイヤル

ハイブリッド 
副区長専用車 平成 30 年 3 月 練馬 302 さ 3814 

３ 
トヨタクラウンロイヤル 

ハイブリッド 

区議会議長 

専用車 
平成 28 年 8 月 練馬 301 ゆ 4370 

４ 
トヨタエスティマ 

ハイブリッド 
共用車 令和 1 年 7 月 練馬 302 せ 7553 

５ 
日産セレナ 
※区職員が運転する場合含む 

共用車 令和 2 年 3 月 練馬 502 す 3127 

６ 
トヨタコースター 

 
共用車 令和 2 年 3 月 練馬 200 さ 0985 

※管理車両に変更がある場合、甲は事前に乙に通知するものとする。 

 

８．運行管理責任者及び運行従事者等 

 （１）乙は、運行管理責任者及び副運行管理責任者、並びに運行従事者及び運行代務者

を選任すること。 

 （２）運行管理責任者は本業務を統括し運行従事者に対する日常業務の指示、指揮監

督を行う。副運行管理責任者（運行従事者と兼務可）は運行管理責任者を代理、

補助する。 

（３）運行従事者は、運行管理責任者の指示に基づき運行を実施する。なお、区長車、

議長車、副区長車、ワゴン車・マイクロバスについて専任の運行従事者とするこ

と。 

（４）運行従事者等の選任にあたっては、以下の要件を満たす者を配置すること。 

①  過去に官公庁または企業において幹部車両の運行業務に従事したことがある者

（ワゴン・マイクロ運転手は除く） 

②  豊島区及び東京都内の地理に精通している者 

③  早朝、深夜及び休日に勤務可能で心身ともに健康な者 

④  ワゴン・マイクロバスの運行従事者は、中型自動車第１種免許（8t 限定解

除）を取得し、かつ大型車両の運転業務経験を有していること 

⑤  運行代務者は、運行従事者と同等程度の経験を有する者とすること。 
（５）運行従事者等は、本業務に適した服装を着用するなど常に容姿を正しく、親切、

丁寧な対応を心がけること。 

（６）甲は、運行従事者等について、運転・接遇等に対し技術や知識不足と判断した場 

合は、乙と協議の上、交代させることができる。 

 （７）乙は、運行従事者等に対し、安全運転、交通法規、運転技術、接遇マナー、

秘密保持等について、年４回以上教育訓練を実施し、その結果を甲へ報告す

ること。 

（８）乙は、常時連絡が取れるよう運行従事者に携帯電話を装備させること。 

    ただし、携帯電話機、通話料は乙の負担とする。  

 

９.守秘義務 

本業務に従事する者又はした者は、業務に関して知り得たすべての情報を漏らして

はならない。なお、本業務を退いた後も同様とする。 
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10．業務時間 

  基本管理時間及び基本管理外時間とし、業務を行う。 

 （１）基本管理時間 

     平日（月曜から金曜日）の午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

 （２）基本管理外時間 

     ① 上記の平日基本管理時間外 

② 土曜日及び日曜日 

     ③ 法律に定める国民の祝日 

     ④ 年末年始期間（１２月２９日から１月３日まで） 

（３）割増管理料の算定 

割増管理料は、その他割増を除いて１時間を単位とする単価契約とする。割

増管理料ごとに１ヶ月の合計時間の端数が３０分未満は切捨て、３０分以上は

切上げて１時間単位で算出する。 

参考に予定時間・日数を以下に示す。 

① 時間外運行割増   １７００時間 

② 深夜運行割増      ５０時間 

③ 運行除外日割増    ８５０時間 

④ 運行除外日深夜割増   １０時間 

⑤ 超過台数割増      ２０日 

 

11．業務請負費用 

  運行管理業務請負費用は、以下のとおりとする。 

 （１）基本管理料 

    基本管理時間内に行う「５．業務内容」に記載されている業務に係る経費と

する。 

  算定にあたっては、車両ごとに一か月を単位とする単価契約とする。 

（２）割増管理料 

    「（１）基本管理料」以外の経費とし、その内訳は、時間外運行割増、深夜

運行割増、運行除外日割増、超過台数割増及びその他の割増とする。 

なお、労働基準法第３４条に定める休憩時間は除外すること。 

   ① 時間外運行割増、深夜運行割増 

     時間外運行とは、平日の午前５時から午前８時３０分まで、及び平日の午

後５時１５分から午後１０時までに業務を行った場合を対象とする。 

深夜運行は、平日の午後１０時から翌日の午前５時の間に業務があった場

合を対象とする。 

     算定にあたっては、原則、運行従事者ごとに各日の運行時間を各月で合計

する。ただし、区長車又は議長車の代務を行った従事者の実績は区長車又は

議長車担当の専任従事者の実績として合計すること。 

 ② 運行除外日割増、運行除外日深夜割増 

運行除外日とは、土曜日・日曜日、法律に定める国民の祝日、及び年末年

始期間の午前５時から午後１０時までの間に業務を行った場合を対象とする。 

運行除外日深夜とは、土曜日・日曜日、法律に定める国民の祝日、及び年

末年始期間の午後１０時から翌日の午前５時の間に業務行った場合を対象と

する。 

算定にあたっては、運行除外日割増は、運行従事者ごとに各日の運行時間

（待機時間を含む）が４時間までは４時間、４時間を超えた場合は実績の時

間を各月で合計する。運行除外日深夜割増は、各日の運行時間を運行従事者

ごとに各月で合計する。 

  ③ 超過台数割増 
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     超過台数とは、甲の要請に基づき同時に４台を超えて運行した場合の５台

目以降を対象として１台につき一日（基本管理時間）を単位として割増量を

算定する。基本管理時間以外に運行した場合には、前記「①時間外運行割

増・深夜運行割増」及び「②運行除外日割増・運行除外日深夜割増」に準じ

て割増料を加算する。 

   ④ その他割増 

甲は、乙が業務において要した経費のうち業務履行上必要と認めたものに

ついては、下記をその他割増として実費を弁償する。乙は、請求にあたって

はその支出を証する書類を添付するものとする。 

     （ａ）運行従事者の宿泊料 

        上限は１６，５００円とする。（１泊あたり１台につき） 

     （ｂ）運行従事者の早朝・深夜運行に伴うタクシー代（公共交通機関が利

用できない場合に限る） 

        上限は１台につき７，３５０円とする。 

 

12．管理車両の引渡し・返還 

  管理車両の引渡しは、甲の指定する場所において、甲乙立会の上、契約開始日 

に管理車両ごとの現状を確認することにより行う。 

本契約終了日には、甲乙立会の上、引渡し時と同様に管理車両の返還を行う。 

運行従事者等は、管理車両を常に清潔に保ち、車内外の部品・装備についても 

汚損、破損することのないよう最善の注意を払うこと。 

 

13．運行の指示及び実施 

（１）甲は、原則として前週金曜日までに運行管理者に対して翌週の運行予定を指

示する。ただし、前週の金曜日が運行除外日にあたる場合には、その前営業

日とする。 

（２）甲は、運行予定指示後に追加予定が入った場合または変更が生じた場合には、

運行管理者に対し、電話等により追加・変更内容を連絡する。 

（３）乙は運行予定の内容について、上記のほか、豊島区の車両運行予約システム

を閲覧して確認する。 

（４）運行管理者は、運行予定に基づき運行計画を作成すること。作成にあたって

は、経路のほか目的地の乗降位置、待機場所等を調査確認すること。内容に

疑義等がある場合は、運行管理者が依頼課の担当者と事前に協議すること。 

（５）運行管理者は、配車予定が安全管理の確保、人員体制等から不適切なものと

なっている場合には、その旨を甲に申し入れ、協議することができる。 

 （６）運行従事者は、目的地に対して複数の経路を想定し、計画どおりに余裕をも

って到着できるように努めること。 

（７）乙は、管理車両の運行状況について、運行日誌等により照合・確認を受けること。 

 

14．事故等 

乙は、管理車両（区職員が運転するワゴン車（日産セレナ）含む）について、人的

損害、対物損害及び車両自損等の事故が生じた場合には、関係法令に基づいた措置を

講ずるとともに、直ちにその状況を甲に報告すること。 

管理車両にかかる事故対応等については以下のとおりとする。 

（１）補償の分担 

甲は、自動車損害賠償責任保険の範囲内で賠償責任を負う。 

乙は、自動車損害賠償責任保険以外のすべての賠償責任を負う。 

 （２）修理 

管理車両に修理が必要となった場合は、乙は甲に報告の上、修理を行うこと。 

 （３）代替車の提供 
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 事故等により管理車両が使用できない場合には、乙が代替車を用意し（管理車両

と同等程度以上の車両）を遅滞なく甲へ提供すること。 

 

15.自動車保険（任意保険） 

   乙は、補償について以下の程度以上とし、第三者（搭乗者を含む）に及ぼした損害 

も対象とするとともに、自動車保険（任意）の加入状況を確認できる図書の写しを、 

本契約期間開始日までに甲に提出すること。 

（１）車両保険  時価 

（２）対人賠償  無制限 

（３）対物賠償  無制限 

※（日産セレナ）については、区職員が運行する場合があるため、区職員が運転し 

た場合も適用される内容の保険に加入すること。 

 

16. 貸与品 

 甲は乙に対し以下のものを無償貸与する。乙は、貸与品について十分な注意を持

って管理及び使用することとし、紛失・盗難等により甲に損害を与えた場合には、

その損害を賠償しなければならない。 

 

貸与品 数量 

ノートパソコン（車両予約システム閲覧可） 1 台 

内線電話 1 台 

区役所入退室用カード 6 枚 

区役所駐車場出入用リモコン 3 機 

ＥＴＣカード 6 枚 

燃料補給用カード 6 枚 

駐車カード 都庁駐車場 2 枚、区政会館 4 枚 

 

17．運転手控室 

   甲は、乙に対し運転手控室（本庁舎地下 2 階 約 17.4 ㎡）の使用を許可する。

運転手控室の取扱いについては、以下のとおりとする。 

  （１）運転手控室及び備品を業務以外の目的に使用してはならないこと。 

  （２）運転手控室を改造または加工してはならないこと。 

  （３）契約終了時は、原状回復するものとすること。 

 

18．報告書類の提出及び支払 

  （１）運行日報 

     運行管理者は、運行日報を翌営業日までに甲に提出すること。 

  （２）支払方法 

     乙は、運行月報及び完了届を作成し、甲に対し請求書とともに提出する。 

     支払は実績に基づく毎月払いとし、乙からの請求を受け処理をする。 

     ただし、その他割増における実費分については、その支出を証する書類を

添付して請求した時を持って支払うものとする。 

  （３）その他報告 

    ①ＥＴＣカード 

「ＥＴＣカード使用簿」に必要事項を記入の上、月ごとにまとめて甲に報

告すること。 

②燃料用クレジットカード 

     レシートを月ごとにまとめて甲に報告すること。 
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19．本業務履行にあたっての留意事項 

（１）乙は、常に従事者の健康管理に留意の上、健康状態を把握し、業務に支障がない

ようにすること。 

（２）乙及び本業務に従事する者は、関係法令を順守し、誠実・公正かつ能率的

に業務の遂行をしなければならない。 

（３）乙は、契約締結後、業務計画書を作成し業務着手前に甲に提出すること。 

  （４）乙は、本契約の履行に当たって管理車輌以外の自動車を使用する場合、自

動車の種類はディーゼル自動車以外の自動車（天然ガス車、ＬＰＧ車、ガソ

リン車等）又は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成

１２年東京都条例第２１５号）に適合するディーゼル自動車を使用すること。

なお、ディーゼル自動車を使用する場合は、適合の確認のために、当該自動

車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は

写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。 

    また、業務履行、書類提出、打合せ等で本庁舎に来庁する場合の駐車場に掛

かる費用については受託者の負担とする。 

   （５）乙は、本契約の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律（平成 25 年法律第 65 号）及び東京都障害者への理解促進及び差

別解消の推進に関する条例（平成 30 年条例第 86 号）を遵守し、また、甲に

おける障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領（平成 28 年 5 月

31 日施行）の目的等を顧慮し、障害者に対し、障害を理由とした不当な差別

的取扱いをしないこと。また、障害者から社会的障壁の除去を求められた際

に、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的な配慮をすること。 

   （６）乙は、本契約の履行に当たっては、「東京都オリンピック憲章にうたわれ

る人権尊重の理念の実現を目指す条例」、「豊島区男女共同参画推進条例」

及び「多様な性自認・性的指向に関する対応指針」を踏まえ、性自認及び性

的指向に起因する差別的な取扱いを行わないこと。 

    

20．疑義の決定等 

  この仕様について疑義の生じたとき、または、本仕様書に定めのない事項につい

ては、甲乙双方が協議の上決定する。 

  なお、本仕様書は、業務の大要を示したものであるので、本仕様書に定めのない

場合でも本業務を履行する上で当然行うべき事項については実施すること。 


