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津久見～保戸島航路の運航に係る新規事業者の公募要領 

 

１ 趣旨 

津久見～保戸島航路（以下「保戸島航路」という。）は、大分県の東海岸に位置する津久

見市と津久見市の離島である保戸島をつなぐ、片道約 14 ㎞の航路である。 

本航路は、現在、有限会社やま丸（以下「やま丸」という。）が運航しているが、令和 4

年 9 月末をもって、航路運航を撤退する意思表明があったため、今回、新たに航路を運航す

る事業者を公募する。 

 

２ 目的 

 この要領は、保戸島航路の運航について、保戸島島民の移動手段並びに離島振興の基盤の

維持確保のため、令和４年１０月１日から事業を継承する法人（以下「事業主体」という。）

の公募について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

３ 公募する事業の概要 

（１）事業の名称 

  津久見～保戸島航路運航事業 

（２）事業の内容 

  津久見港から保戸島漁港間の一般旅客定期航路事業 

  （現在運航している航路の航路番号は、九州第１１５３号） 

（３）航路区間 

  津久見港～保戸島漁港 

（４）主催者及び事務局 

  ① 主催者 津久見市 

  ② 事務局 経営政策課 

  （住所）〒879-2435 大分県津久見市宮本町２０番１５号 

（電話）0972-82-9510  （FAX）0972-82-9520 

（メールアドレス）shibata-k@city.tsukumi.lg.jp 

（担当）経営政策課 秘書政策・統計班 柴田勝雄 

 

４ 応募資格要件 

 応募しようとする事業者（以下「応募事業者」という。）は、次に掲げる要件を全て満た

していなければならない。応募事業者が応募資格要件を満たしていない場合は、応募するこ

ができない。 

（１）法人格を有し、保戸島航路事業を円滑に遂行できる健全な経営状況であること。 

（２）応募表明書（様式１）の提出日において、海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）
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第３条第１項の規定に基づき許可された一般旅客定期航路事業又は内航海運業法（昭

和２７年法律第１５１号）第３条第１項の規定に基づき登録された内航海運業の実績

を継続して３年以上有すること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定に基づく更生手続開

始の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定に基づく

再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項の規定に

基づく破産手続開始の申立てがなされてないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に

規定する暴力団及びその構成員若しくはその利益となる活動を行う者又は津久見市暴

力団排除条例（平成２３年条例第 1 号）に基づく排除措置を受けている者でないこと。 

（５）公募の公告の日以前から３年以内に、海上運送法第１６条の規定に基づく行政処分

（事業の停止又は許可の取消）又は内航運送業法第２３条第１項の規定に基づく行政

処分（事業の停止又は登録の取消）を受けていないこと。 

 

５ 基本条件 

 事業主体は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１）基本条件 

  ① 監督官庁の認可について 

    事業主体が保戸島航路を運航するためには、九州運輸局長から定期航路事業者の

許可を得ること。 

  ② 国庫補助の活用に関する事項 

航路運営に関しては、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金（離島航路運営

費等補助金）が活用できるよう、必要な措置を講ずること。また、大分県及び津久

見市の航路運営に関する補助金等についても活用を図り、持続的な運航経営に努

めること。 

  ③ 航路運航に関する事項 

    海上運送法第４条第６号に基づき設定されている審査基準（以下「サービス基準」

という。）を基本として運航すること（※別紙１「津久見～保戸島航路 サービス

基準」参照）。ただし、１月１日、２日及び使用船の定期的整備・検査に要する期

間はこの限りではない。 

  ④ 航路改善計画に関する事項 

令和３年３月に策定している「津久見～保戸島航路改善計画」の考え方に則り、持

続的な経営体制の構築に努めること。 

  ⑤ 安定運営・安全管理に関する事項 

  （ア） 一般旅客定期航路事業者又は内航海運業者としての経験や実績があること。 

  （イ） 将来にわたって安定した経営基盤による航路運営がなされること。 
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  （ウ） 令和４年１０月１日から、安全で安定した航路運営が可能であること。 

（エ） 事故発生時や災害発生時などの緊急事態においても迅速な対応と危機管理体 

    制が整備されていること。 

  ⑥ 利用者サービスに関する事項 

  （ア） 運賃等の設定、割引等については、現在のやま丸が定める基準と同等の設定に 

すること。 

（イ） 保戸島航路の利用促進に取り組むとともに、利用者の満足向上に努めること。 

  ⑦ 保険の加入に関すること 

    旅客傷害賠償責任保険（保険金額が 1 人当たり 1 億円以上）に加入すること。ま

た、船体保険、内航Ｐ＆Ｉ保険等についても適切に加入すること。保険の加入につ

いては、令和４年１０月 1 日午前零時から効力が発生するよう手続きを行うこと。 

  ⑧ 船舶の所有及び維持・修繕に関する事項 

（ア） 事業主体の負担により、本航路の海域の特性や利用特性を踏まえ、安全かつ

利用者の利便性を損なわない船舶を用意すること。 

（イ） 本航路事業については譲渡譲受を行わないため、やま丸が現在所有する２隻

の船舶については令和４年１０月 1 日以降も引き続き所有権はやま丸に帰属

する予定である。なお、やま丸が所有する船舶について、定期用船等の希望

がある場合は、提案書にその旨を記載すること。 

（ウ） 事業主体は使用する船舶の適切な維持及び修繕を行うこと。 

  ⑨ 経営に関する事項 

（ア） 事業主体の負担により、津久見市に事務所を設置すること。 

（イ） 事業活動を通じて地域産業の活性化や地域における雇用の創出が図られるこ

と。 

⑩ 運航体制の確保に関する事項 

  事業主体は、速やかに保戸島航路の運航が実施できるように体制を確保すること。 

（２）資金調達・負担に関する事項 

  事業の開始及び実施、航路運航に関する全ての経費について、必要な資金は、事業主体

が調達し、負担すること。 

（３）津久見市の関与に関する事項 

  ① 航路運営の責任  

津久見市は、航路運営に係る一切の責任を負わない。 

  ② 津久見港事務所の貸与 

津久見市は、事業主体が希望する場合は、離島交流館の一部（現在のやま丸津久見

事務所）を有償で貸与する。 

  ③ やま丸の所有する船舶の活用 

津久見市は、やま丸の所有する船舶について、事業主体からの依頼があれば、仲介



4 

 

を行う。ただし、貸与に関する合意の締結は、事業主体とやま丸で行うものとし、

合意の有無について津久見市は一切の責任を負わない。 

（４）要請事項 

  ① 航路事業従事職員の雇用について 

    現在、やま丸が雇用し、保戸島航路事業に従事する職員が、事業主体への転籍を希

望する場合は、雇用について誠意をもって対応すること。 

  ② 利用者に対する利便性の確保・向上について 

    利用者からの問い合わせ、苦情等に適切に対応できるようサービス体制を維持し、

利便性を向上させること。 

  ③ 航路運航における市との連携、協力について 

    事業主体は、平常時から行政と密接に連携し、相互に協力を図ることとし、市が行

う事業等の実施について、可能な限り協力すること。 

 

６ 応募スケジュール 

内  容 日  程 

公募の公告 令和３年７月１５日（木） 

質問票の受付期限 令和３年７月２６日（月）正午まで 

質問票の回答 令和３年７月２８日（水） 

応募表明書の提出期限 

令和３年８月３日（火）午後５時まで 

※受付は、土日祝日を除く平日の午前９時から午後５

時まで（郵送の場合は８月３日（火）午後５時必着） 

提案書等の提出期限 

令和３年８月１３日（金）午後５時まで 

※受付は、土日祝日を除く平日の午前９時から午後５

時まで（郵送の場合は８月１3 日（金）午後５時必着） 

 

７ 応募申込 

（１）「４ 応募資格要件」を満たし、応募を希望する場合は、次の必要書類を提出するこ

と。なお、応募表明書の提出がない場合は、提案書を受付けないものとする。 

① 応募表明書（様式１） 

② 会社概要書（様式２） 

③ 業務実績表（様式３） 

 ※会社の概要がわかる資料（ＰＲパンフレット等）がある場合は添付すること。 

（２）提出部数 

各書類１部提出 

（３）提出方法 

持参又は郵送等（受取が確認できる方法）により提出すること。持参の場合は、土日祝
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日を除く平日の午前９時から午後５時までとする。封筒等の表面に「応募表明書在中」

と朱書きすること。郵送等の場合は、提出期限までの必着とする（到着の有無について

提出先へ確認すること。提出期限を過ぎた場合は受付しないものとする）。 

（４）提出期限 

令和３年８月３日（火）午後５時必着 

（５）提出先 

  津久見市役所 経営政策課 

      〒879-2435 大分県津久見市宮本町２０番１５号 

TEL 0972-82-9510（直通） FAX 0972-82-9520 

E－mail：shibata-k@city.tsukumi.lg.jp   担当 柴田 

 

８ 提案書等の提出 

（１）提出書類 

① 送付書（様式４） 

② 提案書（様式５） 

   提案書等に記述する主な項目 

航路の運営体制 

       責任者を含めた航路運営体制（人員配置、資格保有者数、経験年数ほか） 

     運営体制・労務管理に関する考え方 

使用する船舶 ほか 

   安全管理等に関する考え方 

       安全管理に関する考え方及びその体制 

       事故発生時や大規模災害発生時等危機管理に関する考え方及びその体制 

 ほか 

     航路の持続性確保に向けた基本的な方針 

       安定的な運営を維持するための航路改善等に関する考え方 

       船員やその他職員の確保に関する考え方 

       航路の利用促進や保戸島の地域振興に向けた提案  ほか 

（２）提出部数 

送付書：１部 

提案書：５部 

（３）添付書類 

  ①納税証明書 

   （ア）消費税及び地方消費税の納税証明書、又はそれらの写し（申告書、納付書等で

課税事業者の確認できる書類の写し） 

   （イ）市税について滞納のない証明書（完納証明書）、又はその写し（本市に納税義
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務がある法人のみ） 

  ②法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

  ③直近２期分の決算書、又は貸借対照表及び損益計算書等財務書類の写し 

  ④その他、市が指定する書類 

    ※添付書類の提出部数は１部 

（４）提出方法 

持参又は郵送等（受取が確認できる方法）で提出するものとし、封筒等の表面に「提案

書在中」と朱書きすること。 

（５）提出期限 

令和３年８月１３日（金）午後５時までとする。 

なお、提出期限までに提出がない場合は、辞退したものとみなす。 

（６）提出先 

「７ 応募申込」の「（５）提出先」のとおり 

 

９ 関連資料の開示 

応募予定事業者に対し、必要に応じて、保戸島航路の関連資料を開示する。 

（１）関連資料開示申込期間 

令和３年７月１５日（木）～令和３年８月３日（火）正午まで（必着） 

（２）申込方法 

電子メールにて開示申込期間内に申し込みをすること。電子メールの標題は「保戸島航

路応募に関する資料申込（事業者名）」とし、メール送信後、「経営政策課」に受信確認

の電話をすること。電子メールの内容は自由様式とする。 

（３）メール提出先 

E－mail：shibata-k@city.tsukumi.lg.jp   

津久見市経営政策課 担当 柴田  TEL 0972-82-9510（直通） 

 

１０ 資格審査及び提案書の審査方法について 

（１）第一次審査 

津久見～保戸島航路事業審査会において、資格審査及び提案書の審査を実施する。 

  提案書等の提出期限後、速やかに審査を実施する。審査については、提出書類等の内容

が、公募要領等に定められた内容と合致しているか確認し、審査基準に基づき実施する

（※別紙２「第一次審査 審査基準」参照）。応募事業者のうち、３者を選定すること

とするが、審査結果が求める基準に達していない場合は、この限りでない。審査は非公

開とする。 

  応募した事業者が１者の場合においても、審査を実施する。 

  審査結果については、応募者全員に書面で通知する。なお、審査結果に関する問い合わ
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せ、異議申し立ては受け付けない。 

（２）第二次審査 

  第一次審査において選定された事業者を対象に第二次審査を実施し、最優秀提案者を

選定する。第二次審査の日程など詳細については、第一次審査の結果通知と合わせて通

知することとし、必要に応じてヒアリング審査を実施する。審査は非公開とする。 

  審査結果については、応募者全員に書面で通知する。なお、審査結果に関する問い合わ

せ、異議申し立ては受け付けない。 

 

１１ 応募に関する留意事項 

（１）失格事項 

   次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

     ① 提出書類に虚偽の記載をした場合 

     ② 「参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

     ③  不正と認められる行為があった場合 

    ④  選考の公平性を害する行為があった場合 

      ⑤ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

１２ 質問及び回答 

 応募に関して、質問がある場合は、「質問票（様式６）」を提出すること。 

（１）受付期限 

① 応募に関する質問 令和３年７月２６日（月）正午まで（必着） 

（２）提出方法 

  「質問票（様式６）」に必要事項を記入の上、電子メールにて受付期限内に提出するこ

と。電子メールの標題は「保戸島航路応募に関する質問（事業者名）」とし、メール送

信後、「経営政策課」に受信確認の電話をすること。 

（３）回答 

① 令和３年７月２８日（水）午後１時に市のホームページで公開する。 

（４）メール提出先 

E－mail：shibata-k@city.tsukumi.lg.jp   

津久見市経営政策課 担当 柴田  TEL 0972-82-9510（直通） 

（５）その他 

① 質問者の名称については公表しない。 

② 審査に関する質問には応じない。 

 

１３ 注意事項 

（１） 応募に関する費用は全て提案者の負担とする。 
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（２） 応募に関する提出物は返却しない。 

（３） 「応募申込み」の後に辞退する場合は、辞退届（様式７）を提出するものとする。 

（４） 提出書類の著作権は参加する事業者に帰属するものとし、津久見市が無断で使用す

ることはない。ただし、本公募手続及び事務処理に必要な範囲において、提案書の

複製、記録及び保存を行う。 

（５） 応募に係る情報公開請求があった場合は、津久見市情報公開条例（平成 11 年条例第

22 号）に基づき、提出書類の公開について判断するものとする。 

 


