
奈良県総合医療センター患者送迎バス運行管理業務委託仕様書 
 
１ 業務概要 
奈良県総合医療センター（以下「当センター」という。）周辺における、患者確保及び 
患者の利便性向上の観点から、交通手段を確保するため。 
 
 
２ 委託期間 
2020 年１月 14 日(火)から 2025 年１月 13 日(月)まで（６０ヶ月間） 
※委託期間は予定であり、受託者との調整により期間が前後する可能性がある。 
 
 
３ 業務内容 
受託者及び運転員は、下記に関する業務を行う。 
 
(1)送迎バスの運行 
受託者が調達する送迎バスを受託者が雇用する運転員により患者等の送迎を実施する。原
則、当センターと運行コースに基づく停留所の送迎である。ただし、特別の場合は、臨時停
留所への送迎もあり得る。適正な運行計画（コース・停留所・運行時刻）に基づく運行を行
うこと。 
 
(2)運行報告及び報告書の作成 
日報及び月報を作成し定期的に当センターへ提出する事。書式については受託者と当セン
ターと協議し決定すること。日常報告の他、車両の異常、道路事情の変化等の報告も行うこ
と。また、緊急を要する案件については、書面だけでなく口頭でも報告を行うこと。 
 
(3)運行コースの作成企画 
効率的な運用を検討し提案を行うこと。また当センターの要望に合わせて、柔軟に運行計画
の変更提案を行うこと。 
 
(4)当該業務に関する書類の作成、手続き等の補助 
 
(5)事故処理全般及び当センターへの報告 
 
(6)送迎バスの調達 
車両調達方法は一任する。購入、レンタル、リース可。ただし、当センターが受託者に支払



うのは、委託料のみとする。 
 
(7)送迎バスのメンテナンス及び管理 
① 日常点検（始業・終業点検） 
② 日常清掃 
③ 車両に対する整備 
④ 給油及びエンジンオイル等の交換 
⑤ 備品、消耗品管理 
⑥ 自動車損害賠償責任保険、自動車保険（任意保険）の加入に関する手続 
⑦ その他管理上必要な点検及び法定点検 
※法定点検や修理、洗車、バッテリー交換等で車両が不在となる場合は代車を手配し、当セ
ンターのバス運行に支障がでないように配慮すること。また、代車運用となるスケジュール
も事前に余裕をもって当センターへ報告すること。 
 
(8)上記のほか、当該業務の目的を達成するために必要な業務 
 
 
 4 受託者の要件 
(1) 安全運転を管理する責任者を配置していること。 
(2) 運転担当者の選定審査を行っていること。 
(3) 運転担当者の教育研修を実施していること。 
(4) 他病院のあるいは介護施設、学校等の送迎実績があること。 
(5) 業者選定後から運行開始日までのスケジュールを当センターへ提出すること。 
(6) 当該バスの停留所確保に交渉等が必要となった際は当センターに調整協力を行うこと。 
(7) 受託者は受託時に上記(1)〜(4)について証明する書類を当センターへ提出すること。 
 
 
5 運行体制 
(1) 運行体制 
①受託者は、組織、連絡体制等の業務実施体制を記載した書面を提出し、あらかじめ当セン
ターの承認を得ること。業務担当者の住所、氏名、性別、生年月日を記載した職員名簿を当
センターに提出すること。また、写真、健康診断書及び運転免許の写しを添付すること。業
務担当者に異動がある場合も同様とする。 
②受託者は受託業務を円滑に遂行するために、現場における責任を有する者（以下「現場責
任者」という。）を選任の上、業務現場に配置し、当センターに届け出るものとする。なお、
現場責任者が不在の場合に備え、その職務を代理する者を選任し、当センターに届け出るこ



ととする。なお、現場責任者は以下の業務を担うこととする。 
  ア 当センターとの連絡調整 
  イ 業務従事者へ指揮、監督、教育 
  エ 職場秩序及び風紀の維持 
  オ 勤務計画表及び業務計画表及び業務日誌等の作成及び確定・提出 
  カ 当センターの求めに応じて委員会等への出席（定期報告会含む。） 
  キ 当センターの求めに応じた会議資料の作成準備 
  ク 現場責任者の変更については、２週間前までに後任予定者を当センターに通知す

ること。 
  ケ 運用マニュアルの作成及びその指揮監督 
③業務責任者がやむを得ない理由により委員会や報告会を欠席する場合、事前に当センタ
ーの承諾を得たうえで、同等以上に権限及び知識を有するものを代理者として出席させる
こと。 
④現場責任者がその能力を有しないと当センターが判断した場合は受託者へ交代を求める
ことができる。受託者は当センターの求めに応じて速やかに現場責任者を変更すること。 
⑤受託者は、業務を執行するにあたり交通安全に万全を期し、従事者に交通安全教育 
を徹底させること。 
⑥運転中に事故が発生した場合は、受託者は直ちに事故調査をし、委託者へ事故の詳細を報
告するとともに、速やかに事故処理の対応をすること。また、空白期間を作らないよう代車
の手配を行うこと。なお、苦情についての対応も同様とする。 
⑦受託者は運行ダイヤや運行ルートの他、受託事業に係る問合せに対し、誠意をもって対応
すること。 
⑧天災、その他やむを得ない事由により、運行の変更又は中止をする場合は、速やかに委託
者に報告すること。 
⑨車いす利用者や障害者及び高齢者等が搭乗する際は配慮を行い介助等を行うこと。 
⑩車いす利用者や障害者及び高齢者等の介助については受託者の責任で行うこと。 
 
(2) 運行日時 
勤務時間帯 （平日７：0０〜２０：００）  
※ただし年末年始及び大型連休期間中、当センターの臨時外来診療日等は協議の上運行日
を決めること。 
 
(3) 臨時対応 
当センターが必要とする場合は運休日であっても臨時でバスを運行すること。（病院まつり、
公開講座実施日等） 
 



(4) 運行コース 
運行コースは次のコースを順番に巡ることとする。具体的なルート、時間については当セン
ターへ受託者が提案し協議して決めること。 
 
①大和⻄大寺駅前⇒②奈良市平松 1 丁目 30-1（旧奈良県総合医療センター前）⇒③奈良県
総合医療センター⇒④JR 大和小泉駅前⇒③奈良県総合医療センター⇒①大和⻄大寺駅前 
 
上記のコースで１便とし最低 7 便は運行を行うこと。また大和⻄大寺駅前を出発する第一
便は７：３０発とすること。 
 
(5) 損害賠償について 
① 当該業務に起因する損害又は傷害に対する賠償は、受託者がその責を負うこと。ただし、
受託者の責によらないものはこの限りではない。 
 
②任意保険、その他必要な保険については受託者が加入するものとする。任意保険内容につ
いては、少なくとも下記の条件を満たすものとする。 
 

Ⅰ 対人賠償  無制限  
Ⅱ 対物賠償  無制限  
Ⅲ 搭乗者傷害  500 万円/名  
Ⅳ 人身傷害（無保険車障害 2 億円） 5，000 万円  
Ⅴ 車両  時価額  

 
 
6 運転員に求める資格、条件等 
(1) 運転免許 
中型免許（2007 年（平成 19 年）6 月 2 日改正の道路交通法施行以前に普通免許を取得し、
中型自動車が運転可能であるなら普通免許でも可） 
ただし、大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊
免許のいずれかの免許を受けていた期間が通算して３年以上あること。 
 
(2) 条件 
① 奈良県北和地区の地理に精通していること。 
② 自動車メンテナンスに関する技能を有し、軽易な車両故障に対応できること。 
③ 患者送迎バスの運行及び管理業務、交代勤務に耐え得る体力・健康状態を有しているこ
と。 



④麻疹（はしか）・風疹（三日はしか）・水痘（水ぼうそう）・ムンプス（おたふくかぜ）・B
型肝炎に抗体をもつこと。あるいは予防接種を受ける予定の者。（なにか証明する書類（写
可）を提出すること。） 
 
 
7 業務実施上の留意事項 
(1) 運転員は、業務実施に適した清潔な服装及び名札を着用すること。 
(2) 受託者は、常に運転員の健康管理に留意し、運転員の心身の状態を把握することにより、
安全な運行を確保すること。受託者は、運転員が健康状態に不安や問題がある場合は、業務
に従事させてはならない。 
(3) 運転員は、運転中、道路交通法令を遵守するとともに、交通事故防止を最優先に運行を
行なわなければならない。交通事故や事件等に巻き込まれた場合は、当センター担当者に速
やかに口頭報告するとともに、事後に報告書(顛末書)を提出すること。 
(4) 運転員は、適切な業務を実施するため、自動車運転に関する専門知識・技術のほか、気
象、地理、応急救護、災害に関する基礎知識を習得するともに、日々の迅速な運行を確実に
行うため、交通事情(道路渋滞・道路工事・鉄道遅延など)や天候（風雪・雨霧・雷・気温・
台風など）に関する最新の情報を常に収集すること。 
(5) 運転員は、当センター内外において患者やその家族等と接する場合は、親切・丁寧に対
応し、患者、その家族等に不審や不快の念を与えるような言動のないよう注意すること。 
(6) 運転員は、日頃から当センター医療スタッフ、施設警備員、その他の関係者と連携・協
力及び情報共有を図り、緊急時等における円滑な対応に備えておくこと。 
(7) 受託者及び運転員は、職務上知り得た当センターの業務及び患者に関する情報の取扱い
については、関係法令の規定に従うとともに、関係者以外に漏らしてはならない。 
 
 
8 患者送迎バスの仕様 
別紙『患者送迎バスの仕様』に基づき、受託者は送迎バスを用意すること。 
※受託者は患者送迎バスの清掃、安全点検を常に怠らず、利用者が快適に利用できる環境を

維持すること。 
 
 
9 費用区分 
(1) 受託者負担（当該業務において発生する経費については、全て受託者の負担とする。） 
① 車両の法定点検・車検整備費用（納車・引き取り含む） 
② 自動車保険料(任意保険) 
③ 法定費用(重量税・自賠責保険料・印紙代) 



④ 自動車税 
⑤ 自動車取得税 
⑥ 自動車リサイクル法に係る費用 
⑦ オイル等の車両消耗品費及び必要な車両備品費（冬用タイヤ及びバッテリー交換費含む） 
⑧ 有料高速道路、有料駐車場、フェリーボート、その他有料施設に要する費用 
⑨ 運転員が携帯する通信機器（携帯電話・ＰＨＳ等）の通信料 
⑩ 運転員の労務費（健康診断・被服費を含む） 
⑪ 代務者の手配 
⑫ 事故時の処理 
⑬ タイヤ交換（必要に応じて、夏タイヤ及び冬タイヤを交換） 
⑭ 日常点検（始業・終業点検） 
⑮ 清掃、洗車費（最低年 2 回は洗車とワックスがけを行うこと） 
⑯ 研修費用 
⑰ PC 等の事務用品及び日常消耗品費等 
⑱ 報告書等の作成費 
⑲ 点検整備等に伴う代車の提供（即日提供） 
⑳ その他業務上必要とされる費用 
 
(2)受託者の費用に含まないもの 
① 給油費（軽油代） 
 
 
10 業務管理上の留意事項 
(1) 受託者は、関係法令ほか、本業務に関する契約書、仕様書及び指示事項等について十分
運転員に周知させ、業務を円滑に遂行できるよう指示すること。 
(2) 業務中に限らず、運転員が刑法又は関係法令違反により、なんらかの刑罰、行政罰（行
政処分）を受けた場合は、当センター担当者に報告をすること。 
(3)受託者は、運転員が業務開始当初から上記 6 の資格、条件を満たすべく、あらかじめ、
十分な運転者教育・訓練をし、かつ、受注期間において、これを継続すること。 
(4) 業務実施上支障が発生した場合や適正・円滑な運行のために必要な改善策がある場合は、
速やかに当センター担当者に問題提起すること。 
(5) 受託者は、常に運転員の健康に留意し、定期的に健康診断を受診させるとともに、各運
転員が感染の恐れのある疾患等に罹患したときは、当該者を業務に従事させてはならない。 
(6) 業務の適正な実施及び当センター内の秩序維持の観点から、当センターが運転員を不適
当と判断した場合は、その変更を命ずることができる。 
(7) 業務遂行にあたり、運転免許の更新など法定されている事項、一定水準の業務を行うた



めに必要不可欠な事項に対応する費用については、受託者が負担する。 
(8) 受託者及び運転員は、当センターが業務遂行にあたり受講が必要であると考える研修、
会議、研究会等に可能な限り参加しなければならない。また、院内の委員会等に出席を求め
られた場合は、これに参加すること。 
(9) 受託者は、業務の適正な実施及び運転員の能力向上のため、必要な教育訓練を運転員に
対し実施するとともに、その実績をセンターに報告すること。 
(10) 受託者及び運転員は、交通事故、盗難紛失、物損その他の事故の防止に十分留意し、
当センター施設内又は第三者に損害を与えた場合は、受託者においてその賠償責任を負う。 
(11) 運転員が業務中に被った自身の故意又は過失による事故、事件の補償又は賠償は、受
託者の責任とする。ただし、当センターの所属職員又は患者等の施設利用の故意又は過失に
よる事故・事件（ヒヤリハット案件を含む。）等により損害が発生した場合は、当センター
が補償又は賠償の責任を負う。 
(12)受託者は当センターと協議し運用マニュアルを作成し、必要に応じて順次更新するこ
と。また更新の度に当センターへ提出し承認を得ることとする。 
(13)上記(12)の運用マニュアルについて、当センターより指摘や改善要望があった場合は速
やかに改善し、当センターへ提出し承認を得ること。 
 
 
11 業務完了届等の提出及び確認 
受託者は、当月の業務終了後、速やかに業務完了届並びに業務報告書を当センターに提出し、
当該業務の履行状況について検査、確認を受けなければならない。 
 
 
12 委託料の支払方法 
受託者は、毎月月末に、請求書により請求を行う。当センターは、請求内容が適正であるか
確認の後、翌月末に、口座振替により指定銀行口座に請求のあった額を支払う。 
 
13 その他 
(1) 期間満了後、最⻑ 3 年間は当該車両での再委託契約を行うことができることとする。 
(2) 車両の点検・整備は可能な限り奈良市内の整備工場で行うものとする。 
(3) 車両の点検・整備の日程は事前に当センターと調整を行うこと。 
(4) 法定費用・諸費用が変動しても、清算等は行わない。 
(5) 翌年度において、受託者が変更となる場合は、翌年度受託者に対して、誠意をもって業
務内容やその留意点について必要な情報を与え、適切な期間、引継ぎを実施すること。 
(6) この仕様書に定めのない事項については、必要時に当センターと受託者双方誠意をもっ
て協議し定める。 



(7)この仕様に定められている内容であっても、当センターと協議の上、現場の運用に合わ
せて柔軟に運用変更を行うものとする。 

以上 


