
白川町立小・中学校スクールバス運転業務委託仕様書 
 
１ 委託期間  令和４年１０月１日～令和５年９月３０日 
 
２ 業務内容 
 （１）運転業務（バス８台による登下校及び校外学習等の送迎） 
 （２）車両の保管（一時保管場所の確保と車両の保管） 
 （３）運転に伴う管理業務 
    ・燃料補給 
    ・エンジンオイル等交換（走行距離５,０００Kmごとのオイル交換、並びに走行距離 
     １０,０００Kmごとのオイルエレメントの交換） 
        ・油脂類の点検・補充 
    ・法定点検（３か月点検及び車検） 
    ・日常の保守点検、簡易な調整、修理 
        ・夏用タイヤのスリップサイン、冬用タイヤのプラットホームの露出を目途に必ず交換 
    ・スタッドレスタイヤの脱着及びタイヤの保管、管理 

・冬季前までの車両点検の際に、車体下部に防錆処理を施工 
・委託中に発生した車両本体の他ドア、シート、冷暖房及びリフト等のすべての付随設備に

関わる不具合部分の調整、修理及びそれらの書面による報告 
 （４）バスの清掃 
    ・業務終了の都度、車内・車外清掃を行う。 

・冬期の凍結積雪期間は道路に融雪剤・凍結防止剤が散布されるため、高圧洗浄機又は洗
車機により車体及び車体下廻りに付着した、融雪剤・凍結防止剤を午前又は午後の業務
終了の度に洗浄し除去する。（１２月１日から３月のスクールバス運行終了日まで） 

・上記の期間以外は、週末業務終了後に車体、車体下廻りを高圧洗浄機又は洗車機により
洗浄すること。また、前記以外に車体の汚れが目立つ場合は、随時洗車を行うこと。 

・車内清掃は、床の掃き掃除、乗車席の汚れゴミ等の除去、窓ふき、その他の拭き掃除等 
 （５）各種報告書の提出 
        ・業務報告書（様式任意）毎月 
    ・運転日報（様式任意：自動車運転台帳、仕業点検カード）随時 
        ・点検整備記録（様式任意）随時 
    ・事故報告書（様式任意）随時 
    ・清掃日誌（様式任意）随時 
 （６）事故対応 
    業務上発生した事故の対応（損害賠償責任の負担を含む。） 
  （７）スクールバス故障時等の代行バスの手配 
（８）その他委託業務に関し、ここに示されていない軽微な事項については委託者の注文に従う。 
 

３ 運行形態 
仕様書添付のとおり 

 
４ 車両 

（１）種別  スクールバス ８台  所有者：白川町（白ナンバー車） 
               

（２）仕様 
     
 
 
 
 
 
  

  
     
 
 
 

 
 
 

登録番号 岐阜 ２００ は ６５６  
車  名 日野 型式 ２ＤＧ－ＲＲ２ＡＪＤＡ 初年度登録 令和3年8月 
乗車定員 45人 車両重量 7,520Kg 車両総重量 9,995Kg  
車両寸法 長さ：899cm、幅：234cm、高さ：303cm 
定格出力 5.12L 燃 料 軽 油 ※詳細は別添車検証写しのとおり 

登録番号 岐阜 ２００ さ ３８９３  
車  名 日野 型式 ２ＫＧ－ＸＺＢ７０Ｍ 初年度登録 令和3年1月 
乗車定員 29人 車両重量 3,900Kg 車両総重量 5,495Kg  
車両寸法 長さ：699cm、幅：208cm、高さ：263cm 
定格出力 4.00L 燃 料 軽 油 ※詳細は別添車検証写しのとおり 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 甲が負担する経費 
・燃料費、オイル交換経費 
・消耗品（エンジンオイル、オイルエレメント、バッテリー、タイヤチェーン及び部品代等） 
・タイヤ脱着（スタッドレスタイヤと夏タイヤの脱着、バランス調整等を含む。） 
・夏用タイヤ及びスタッドレスタイヤの購入及び不要タイヤの廃棄に係る経費 
・法定点検料（車検及び定期点検） 
・自動車損害保険料（自動車賠償責任保険） 
・公課費等（自動車重量税及び印紙代） 
・日常の保守点検及び管理費 
・車両の修繕費及び代車費用。なお、想定できなかった事由により発生する経費については、

その都度協議するものとする。 
・車両保管料及び交換タイヤ保管料 
・バス車体下部の防錆塗装経費 
・スクールバス故障時等の代行バスの手配及び運行に係る経費 

 ※経費負担の基本的な考え方は、すべての経費について甲負担である。 
 
６ 委託業務に係る責任の所在 

（１）委託業務に関する責任の所在は、対外的には甲が負うものとする。 

（２）乙の責に帰すべき事由がある場合には、その限度において甲は乙に求償することができ

る。 
 

登録番号 岐阜 ２００ さ ２１３８  
車  名 日野 型式 ＢＤＧ－ＲＸ６ＪＦＢＡ 初年度登録 平成21年3月 
乗車定員 ２９人 車両重量 5,000Kg 車両総重量 6,595Kg  
車両寸法 長さ：699cm、幅：208cm、高さ：282cm 
総排気量 4.72L 燃 料 軽 油 ※詳細は別添車検証写しのとおり 

登録番号 岐阜 ２００ は ４０３  
車  名 日野 型式 ＢＤＧ－ＲＲ７ＪＪＢＡ 初年度登録 平成22年3月 
乗車定員 ５４人 車両重量 7,070Kg 車両総重量 10,040Kg  
車両寸法 長さ：899cm、幅：234cm、高さ：303cm 
総排気量 6.40L 燃 料 軽 油 ※詳細は別添車検証写しのとおり 

登録番号 岐阜 ２００ さ ２３４７  
車  名 日野 型式 ＢＤＧ－ＲＸ６ＪＦＢＡ 初年度登録 平成22年8月 
乗車定員 ２９人 車両重量 4,980Kg 車両総重量 6,575Kg  
車両寸法 長さ：699cm、幅：208cm、高さ：281cm 
総排気量 4.72L 燃 料 軽 油 ※詳細は別添車検証写しのとおり 

登録番号 岐阜 ２００ さ ３５１７  
車  名 日野 型式 ＳＫＧ－ＸＺＢ７０Ｍ 初年度登録 平成30年3月 
乗車定員 ２９人 車両重量 3,840Kg 車両総重量 5,435Kg  
車両寸法 長さ：699cm、幅：208cm、高さ：263cm 
総排気量 4.00L 燃 料 軽 油 ※詳細は別添車検証写しのとおり 

登録番号 岐阜 ２００ は ６２７  
車  名 日野 型式 ２ＤＧ－ＫＶ２９０Ｎ３ 初年度登録 令和2年3月 
乗車定員 ５１人 車両重量 9,810kg 車両総重量 13,770Kg  
車両寸法 長さ：1043cm、幅：248cm、高さ：304cm 
総排気量 5.19L 燃 料 軽 油 ※詳細は別添車検証写しのとおり 

登録番号 岐阜 ２００ は ６６８  
車  名 三菱 型式 ２ＲＧ－ＢＥ７４０Ｊ 初年度登録 令和4年3月 
乗車定員 ３３人 車両重量 4,170kg 車両総重量 5,985kg  
車両寸法 長さ：773cm、幅：201cm、高さ：273cm 
総排気量 2.99L 燃 料 軽 油 ※詳細は別添車検証写しのとおり 



７ 日常業務に関する注文 
   甲の注文に従うこと。 
 
８ 運転業務職員（運転者）の資格及び教育 
 （１）運転業務に従事する者は、大型自動車運転免許取得後半年以上の運転経験と２０時間以上

の実務研修を持つ者とする。ただし、当該業務において、事故及び違反をした者については
必要な研修を受けた場合のみとする。（運転業務従事者名簿登載者は全員、自動車安全運転
センター発行の過去３年間無事故無違反の運転記録証明書を提出のこと）。 

 （２）事故防止のため運転業務従事者の適正な勤務管理に心がけ、過重労働とならないよう十分に           

   配慮すること。  
  （３）運転業務従事者の名簿、健康診断書を提出すること。また、原則として名簿搭載者のみが運                

   転業務に従事することができることとする。 
  （４）学校教育現場（園児、児童及び生徒の乗降）の特殊性を十分考慮し、運転業務職員の教育を

徹底すること。 

 
９ 提出書類 
 （１）契約後、速やかに提出する書類 

①運行管理者、車輌整備管理者及び運転業務職員の名簿 ②運転業務職員の無事故無違反
を証明する資料及び健康診断書（胸部Ｘ線等） 

 （２）毎月業務終了後、提出する書類等 
①業務報告書 ②運転日報 ③点検整備記録 ④清掃日誌 

 （３）事由発生後、速やかに提出する書類等 
・事故発生時・・・・・交通事故等報告書 
・車検完了時・・・・・車検証の写し 

 
10 妨害又は不当要求に対する通報義務 
    乙は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合

理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を
受けたときは、警察へ通報をしなければならない。 

 
11 警報発令時等の運行について 
   「特別警報」及び「気象に関する警報」発令時の登下校に関する、スクールバスの運行につ 

いては、白川町教育委員会が定める基準により運行すること。 
 
12 その他 

（１）乙は交通法規を熟知のうえ、遵守しなければならない。 
（２）乙は職務遂行には全力を挙げ、かつ安全運転に努め、いかなる場合も甲の名誉を傷つけ

る行為をしてはならない。 
（３）乙は甲に対して、常に迅速かつ綿密な連絡調整を実施して、密接に連携しなければなら

ない。 
（４）乙は不測の事態等に対して、迅速かつ綿密な対応をしなければならない。 
（５）乙は安全運転管理者、運行管理者及び運転業務職員を甲に通知しなければならない。 
（６）安全運転管理者、運行管理者、整備管理者及び運転業務職員は、業務遂行に関して知り

得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後についても同
様とする。 

（７）法定点検に関わる書類については、原本を車両に保管するとともに、その写しを白川町
教育委員会に１部提出のこと。 

（８）消耗品（タイヤ、バッテリー及び部品代）の交換や修理を行った場合は、その記録を速
やかに提出すること。（提出を求める記録の内容：タイヤ、部品等の交換や修理の年月日、
支出内容、支出金額、年間支出件数、年間支出金額計） 

（９）添付の運行時刻表は、スクールバス運行の全体概要を示したものであり、細部について
は児童生徒の通学方法の変更、交通状況などにより運行開始前及び運行が開始した年度途中
にも変更があり得ること。 

    また、卒業式等の学校行事のため登下校時間が通常と異なる日、降雪等により通常運行で
は安全が確保できないと思われる日については、運行を変更することがある。 

（10）校外学習（県外を含む）及び学校交流については、当該バスを使用する。 
（11）岐阜県中学校体育連盟主催の大会については、当該バスを使用することがある。 

  


