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「案内所・定期券発売所運営等業務」の受託事業者募集要項 

 

京都市交通局（以下「交通局」という。）では、案内所・定期券発売所運営等業務を委託す

るに当たって、企画提案方式（公募型プロポーザル方式）により、以下のとおり受託事業者

を選定します。 

 

１ 委託業務の概要 

（１） 業務名 

案内所・定期券発売所運営等業務委託 

（２）業務内容（概要） 

ア 市バス・地下鉄全般の旅客案内等 

イ 拾得物の取扱い 

ウ 定期券の発売・書換え・再発行・払戻し、ＩＣカード(ＩＣＯＣＡ)の発売・払戻し等 

エ 回数券及びカード乗車券等の発売・再発行・交換・払戻し、クーポン引換え等 

オ 交通局オリジナルグッズの発売 

カ 催事等における乗車券、交通局オリジナルグッズ等の発売 

キ 観光シーズンにおける案内所及び定期券発売所以外の場所での乗車券の発売及び旅

客案内 

ク 京都駅前バス乗り場における市バス・地下鉄全般の旅客案内 

※ 業務内容詳細は「案内所・定期券発売所運営等業務委託仕様書」のとおり 

２ 委託期間 

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

※１ 受託事業者の業務実績が良好と判断できた場合、１年ごとに最長５年間（令和

１０年３月末まで）契約を更新することができます。 

※２ 受託事業者の業務実績にかかわらず、交通局の事業計画の変更等により、業務

内容や仕様を見直す必要が生じた場合、交通局は、変更後の業務内容を受託事業

者に説明し、協議することとします。 

この場合において、交通局は毎年度９月末までに受託事業者に説明し、説明か

ら１か月が経過するまでに協議が調わないときは、契約を更新しないものとしま

す。 

３ 委託料 

（１） 各業務の委託料等の支払 

「１（２）」の各業務について、年度ごとに締結する契約書又は覚書に基づき委託料

等を支払います。 

※１ 年間の委託料を月割りで支払います。 

※２ 回数券・カード乗車券の発売、クーポン引換え、交通局オリジナルグッズ発

売については、発売額（引換額）に対して、別途定める割合を手数料として支

払います。 

※３ キ及びクの旅客案内については、１時間当たりの単価に都度指示する業務時

間を乗じた委託料を支払います。 

（２） 委託料限度額 

    応募に当たっての委託料の上限額は以下のとおりです。 

    ・年間の委託料上限額 

       ４２４，４５７千円（税抜）／年 
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    ・「１（２）キ」の１時間当たりの単価上限額 

      ２，１４７円（税抜）／時間 

・「１（２）ク」の１時間当たりの単価上限額 

１，６３２円（税抜）／時間  

    ※ 契約を更新する場合、翌年度の委託料は、令和５年度の委託料を基準として、

公的機関が公表する数値（京都府の最低賃金）等を踏まえ、甲乙協議のうえで決定

します（本業務に係る甲の翌年度予算の範囲内に限る）。 

      

４ 委託に係る主な基本事項 

（１）法令等の遵守 

委託業務の実施に当たっては、業務に関係する諸法令、京都市交通局関係規程等及び

交通局からの指示等を遵守し、適正に業務を実施しなければなりません。 

なお、京都市交通局関係規程は以下のホームページから閲覧することができます。 

（京都市例規集 https://en3-jg.d1-law.com/kyoto/d1w_reiki/mokuji_bunya.html） 

（２）業務の再委託 

受託事業者は、本業務を一括して第三者に委託することはできません。ただし、業務

の一部について、あらかじめ交通局の承諾を得たときは、第三者に委託することができ

ます。再委託を予定している場合は、再委託予定調書を提出してください。 

（３）守秘義務・信用失墜行為 

ア 受託事業者は、業務上知り得た個人情報について、京都市個人情報保護条例等の趣

旨に則り、厳格に取り扱うものとします。 

イ 受託事業者は、京都市の信用を失墜させる行為をしてはなりません。 

ウ 受託事業者は、業務の遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはなりません。この

ことは、委託契約の解除後又は委託期間満了後においても同様とします。 

（４）業務従事者の従事前研修 

業務従事者の従事前研修については、受託事業者の費用負担において実施することと

し、業務従事者の補充のための研修も同様とします。 

 

５ 応募資格 

応募資格は、本業務への応募時点で次の各号に掲げる条件全てに該当する法人である事

業者とします（京都市の入札参加資格を有しない法人も応募できます）。 

（１）接客サービスの業務経験を有する者 

（２）契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと 

（３）法人の代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反するも

のとして、被疑者または被告人となり、又は刑に処せられ、その執行猶予中の者若しく

は執行を終えてから２年を経過しない者でないこと 

（４）法人又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第

８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から

２年を経過しない者でないこと 

（５）次に掲げるものを滞納していないこと 

・所得税又は法人税 

・消費税及び地方消費税 

・京都市の市民税及び固定資産税 

https://en3-jg.d1-law.com/kyoto/d1w_reiki/mokuji_bunya.html
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・京都市の水道料金及び下水道使用料 

（６）京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する

暴力団密接関係者でないこと 

 

６ 受託事業者決定の手順 

（１）募集要項の公表（交通局HP） 令和５年１月２５日（水） 

      ↓ 

（２）質問の受付       令和５年１月２５日（水）～令和５年２月１日（水） 

↓ 

（３）説明会の開催      令和５年１月３０日（月） 

↓ 

（４）質問の回答       令和５年２月６日（月）まで随時（交通局ホームページに掲出） 

↓           

（５）応募書類提出      令和５年２月９日（木）、１０日（金）、１３日（月） 

↓ 

（６）プレゼンテーション審査  令和５年２月１７日（金） 

↓ 

（７）選定結果の通知     令和５年２月末頃 

       

７ 応募手続き及び選定方法等 

（１）問合せ先及び申請書類の提出先 

京都市交通局 企画総務部営業推進課 担当：松浦、金子 

〒６１６－８１０４ 京都市右京区太秦下刑部町１２ 

電 話：０７５－８６３－５０６８ 

ＦＡＸ：０７５－８６３－５０６９ 

メール：ekinaka@city.kyoto.lg.jp 

（２）募集要項の公表 

公表開始 令和５年１月２５日（水） 

（３）説明会 

日時 令和５年１月３０日（月）午後１時３０分～午後２時３０分頃 

場所 交通局５階ＦＧ会議室（サンサ右京５階） 

※事前申込制とします。開催日の前日午後５時までに、（１）の問合せ先まで電話又

は電子メールでお申し込みください。 

※参加者は１事業者につき２名以内とします。 

（４）募集に関する質問 

募集に関する質問及び回答は次のとおり行います。 

受付期限 令和５年２月１日（水） 午後５時まで 

質問方法 電子メールで（１）のメールアドレスにメールを送付してください（送

付後、上記担当者にその旨を電話で連絡してください。）。 

質問様式 質問は質問内容をメール本文に直接記入するか、文書を添付するなどし

てください。 

様式は自由としますが、以下の項目を明記してください。 

・件名は「案内所・定期券発売所運営等業務委託に関する質問」として

ください。 

・質問者の会社・団体名、部署名、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号及び 

mailto:ekinaka@city.kyoto.lg.jp
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メールアドレスを記載してください。 

・質問の表題を本文の冒頭に記載してください。 

・応募書類の審査に係る質問には回答できません。 

回答方法 令和５年２月６日（月）まで質問内容と回答を交通局ホームページに随

時掲出します。 

そ の 他 受付期限終了後の質問は一切受け付けませんので注意してください。 

（５）応募書類の提出 

    提出方法 持参又は郵送 

受付期間 令和５年２月９日（木）、１０日（金）、１３日（月） 

     午前９時～午後５時 

※ 郵送による提出は、令和５年２月１３日（月）必着 

受付場所 （１）と同じ 

※ 持参の場合は事前に御連絡いただき、マスク着用等、新型コロナウイ

ルス感染症予防対策をしたうえで、お越しください。 

（６）提出書類 

別紙「提出書類一覧」のとおり 

留意事項 

・１事業者につき、申請は１件とします。 

・提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とします。 

・提出された書類の内容は、交通局が認めた場合を除き変更することができません。 

・応募事業者の提出する書類の著作権は応募事業者に帰属します。 

・交通局が必要と認めるときは、交通局は提出書類の全部又は一部を使用し、公表

できるものとします（京都市情報公開条例及び京都市個人情報保護条例に基づき

非公開とすべき箇所を除く）。 

・応募書類は理由の如何にかかわらず返却しません。 

（７）受託候補者の選定 

ア 選定方法 

案内所・定期券発売所運営等業務受託事業者選定会議（以下「選定会議」という。）

による選考を行い、最も優れた提案があった者を受託候補者に決定します。 

なお、令和５年２月１７日（金）には、選定会議によるプレゼンテーション審査を行

います。時間・場所等の詳細については、応募書類受付後に通知します。 

また、必要に応じて、追加書類を提出いただくことがあります。 

  イ 評価項目 

次頁のとおり。 
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  （評価項目） 

審査項目 審査基準 配点 

申請者の 

状況 

(25 点) 

組織の安定性 健全かつ安定した組織規模及び財務状況であるか 10 

同種・類似業務

の実績 
同種・類似業務の実績が十分であるか 15 

業務実施 

計画 

（105点） 

業務実施の基本

方針 

お客様サービスの最前線を担うのにふさわしい考

え方であるか 
10 

運営体制 

適正な運営体制が確保されているか 

・案内所・定期券発売所と本業務に係る運営体制 

・繁忙期（観光シーズン、３月～４月及び９月～ 

１０月）や窓口混雑時の体制 等 

・個人情報保護に係る体制 

・緊急時の連絡体制 等 

20 

人材確保の方法

等 

質の高い業務従事者を配置できるか 

・業務従事者の接遇や語学に係る能力（資格保持者

の有無等） 

・同業種経験者数及び経験年数 

・採用の方法 等 

10 

お客様サービス 

質の高いお客様サービスができるか、長期に渡って

質を維持できるか 

・接遇や語学、制度習熟に係る研修体制 

・業務従事者に対する評価方法 

・苦情への対処方法 等 

・繁忙期（観光シーズン、３月～４月及び９月～ 

１０月）の混雑対策 等 

20 

増収・増客等 

の提案 

増収・増客等の効果が見込めるか 

・地下鉄・バス１日券、交通局オリジナルグッズの

販売促進策 等 

20 

その他 

案内所・定期券発売所の運営に係る新しい提案等 20 

京都市内に本社を有している 5 

経済性 

(20 点) 
委託料 見積金額の低さ 20 

合  計 150 

 ※１ 合計得点が７５点未満の場合、受託事業者の候補の対象外とします。 

 ※２ 最高得点の者が複数の場合、「業務実施計画」に係る得点が、最も高い者を受託候

補者とします。 
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（８）選定結果の通知 

選定会議での審議結果を基に受託候補者を決定した後、速やかに応募者全員に「選定

通知書」又は「非選定通知書」を郵送することで、結果をお知らせします。 

事業者の決定及び結果通知は令和５年２月末頃を予定しています。 

なお、評価結果についての異議や質問は一切認めません。 

６ その他留意事項 

（１） 本業務に係る予算 

本業務に係る予算が成立しないときは、契約をしないこととします。この場合におい 

て、本件のために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、その費用   

を交通局に請求することはできません。 

（２） 選定会議委員への接触の禁止 

選定会議委員に対しての、本件についての接触を禁じます。接触の事実が認められ

た場合には、失格となることがあります。 

（３） 選定後の辞退の禁止 

受託候補者として選定されて以後の辞退は原則として認められません。 

（４） 公募内容の承諾 

応募した事業者は応募申請書の提出をもって募集要項等の記載内容を承諾したもの

とみなします。応募事業者がこの要項に反した場合は失格とすることがあります。 

また、本募集要項に定めのない事項や細部の業務内容については、交通局と協議

して決定するものとします。 

（５） 応募及び準備に係る費用 

応募に要する費用及び契約前の準備行為に係る費用は、すべて応募者の負担としま

す。 

（６） 信用調査 

信用調査及びその他の調査をすることがあります。 

（７）  選定の解除 

受託候補者として選定された後に、提出書類に虚偽内容の記載や不正と認められる

行為が判明する等、受託候補者として不適当と交通局が判断した場合は、選定を解除

することがあります。 

    この場合において、当該事業者に生じた費用や損害について、交通局は一切補償し

ません。 

（８） 選定された受託候補者と交通局が何らかの事情により、契約に至らなかった場合、

次点の事業者を受託候補者とします。 
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別紙 

提出書類一覧 

 

Ⅰ 事業者の概要・財務状況等 

書類 No. 提出書類 主な記載内容 部数 

様式１ 企画提案参加申請書 応募事業者の連絡先等 ２ 

様式２ 誓約書 応募資格を満たす旨の誓約書 ２ 

様式３ 京都市暴力団排除条

例に係る誓約書 

京都市暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団

密接関係者に該当しない旨の誓約書 
２ 

様式４ 法人概要書 資本金、財務状況等 ２ 

Ⅰ‐１ 法人の概要 法人の概要を説明したパンフレット等［様式任意］ ２ 

Ⅰ‐２ 業務実績表 類似施設の受託実績、その他の接客サービスの実施状況に

ついて、直営・受託の別、施設の内容、規模、年間利用者

数等の実績が分かる資料（過去３年分）［様式任意］ 

２ 

Ⅰ‐３ 法人登記簿謄本 履歴事項全部証明書 

応募申込日前３か月以内に発行された原本 
１ 

Ⅰ‐４ 印鑑証明書 応募申込日前３か月以内に発行された原本 １ 

Ⅰ‐５ 決算書等 最近３年間の決算書類（税務申告提出時の申告書・資料一式） 

＊ 法令等に基づき作成された決算書類、財産目録等事業

報告書一式及び決算付属明細表 

２ 

Ⅰ‐６ 納税証明書等 応募申込日前３か月以内に発行された原本（写しでも可） 

（未納のないことの証明書） 

ア  国税等 

・所得税又は法人税 

・消費税及び地方消費税 

  （納税証明書「その３の３」） 

イ  京都市税（市民税及び固定資産税） 

   完納が必要な直近２事業年度 

  （京都市内に事業所等が所在する場合） 

ウ  京都市の水道料金・下水道使用料納付証明書   

  （京都市内に事業所等が所在する場合） 

１ 
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Ⅱ 受託業務に係る具体的提案 

書類 No. 提出書類 主な記載内容 部数 

様式５ 業務実施の基本

方針 

本委託業務をどのような点に留意して実施するのかにつ

いて具体的に記載 
２ 

様式６ 業務従事員の配

置内容 

案内所、定期券発売所、その他本業務の運営体制を具体的

に記載 

・各案内所・定期券発売所、管理部門等の組織体制、要員

数（案内所・定期券発売所については１日の出面配置人

数も記載） 

・繁忙期（観光シーズン、３月～４月及び９月～１０月）

や窓口混雑時の体制 

・業務従事員の能力（市バス・地下鉄に関する知識・経験、

同業種や京都観光の知識・経験、語学能力） 

 等 

・個人情報保護に係る体制 

・緊急時の連絡体制及び対応 

２ 

様式７ 業務従事員の人

材確保・採用計画 

業務従事員をどのように確保・採用するのかを具体的に記

載 
２ 

様式８ サービスの質の

確保・向上に関す

る考え方 

接遇・お客様サービスの質の確保・向上策について具体的

に記載 

・人材の育成・研修体制の考え方 

・苦情等のトラブル時の対処方法、特別研修の実施内容 

・適切なサービスの検討・評価・反映の方法及び標準化の

方策 

・市バス・地下鉄や市内観光等の情報収集の方法、事業者

内の周知方法 

・繁忙期（観光シーズン、３月～４月及び９月～１０月）

の混雑対策 等 

２ 

様式９ その他、増収・増

客等の提案 

その他、増収・増客等に資する提案を具体的に記載 

・地下鉄・バス１日券、交通局オリジナルグッズの販売促

進策 等 

・案内所・定期券発売所の運営に係る新しい提案 等 

２ 
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書類 No. 提出書類 主な記載内容 部数 

様式10 委託料等の 

見積額 

本委託業務の受託に伴う委託料額を記載 

【記載項目】 

１ 年間委託料額 

２ 観光シーズンにおける案内所及び定期券発売所以外

の場所での乗車券等販売業務の時間単価 

３ 京都駅前バス乗り場旅客案内業務の時間単価 

・年間委託料額は、算定根拠となる内訳を記載し、うち人

件費については単価、人員数も明記すること 

・実際の委託に際しての委託料の基礎となるので、責任の

持てる金額を記載すること 

２ 

様式11 再委託予定調書 再委託予定の業務内容等 ２ 

 


