
次のとおり参考見積を募集します。

令和５年２月１０日

独立行政法人　水資源機構

筑後川局長 平山　周作

　　この参考見積の募集は、筑後川水系ダム群連携及び寺内ダム再生事業で使用を予定

している３台の車両賃貸借に必要な積算の参考とするための単価を募集するものです。

 参考見積書は次に従い提出してください。

(1)参考見積書は、別添参考見積仕様書の条件を満たす自動車（含まれる経費を含む。）

　 についての賃貸借料（60ヶ月）および契約後から納車までの期間を記載願います。

(2)提出期間 令和５年２月１３日（月）から令和５年２月２４日（金）まで

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前

９時から午後４時まで

(3)提 出 先 独立行政法人水資源機構　筑後川局長 平山　周作 宛

担当　佐藤

〒830-00032　福岡県久留米市東町４２－２１　

TEL 0942-64-7001　　FAX0942-37-8386

(4)提出方法 書面はＦＡＸ（社印があること）、郵送又は持参により提出して下さい。

※社印を省略する事も出来ますが、その場合は、見積書様式に担当者様の

　氏名及び連絡先を記載願います。　

３．参考見積内容

(1)基本条件

福岡県朝倉市菱野地内

独立行政法人水資源機構

別添「参考見積依頼仕様書」のとおり

(2)概　　要 車両３台の賃貸借（６０ヶ月、メンテナンス含む）を行うものである。

(3)仕　　様 　別添「参考見積仕様書」のとおり

※　参考見積は、消費税を含まない金額としてください。

※　見積有効期限は、令和５年３月３１日としてください。

参考見積募集要領

１．目的

納車場所

２．参考見積書の提出等

対象車両



　この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）によ

り提出して下さい。

(1)提出期間 令和５年２月１３日（月）から令和５年２月１６日（木）まで

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前

９時から午後４時まで

(2)提出場所：２．(3)に同じ

(3)提出方法：２．(4)に同じ

　質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。

(1)閲覧期間 令和５年２月２０日（月）から令和５年２月２４日（金）まで

(2)閲覧方法 ホームページに掲載します。

　参考見積書提出者の負担とします。

　提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。

７．ヒアリング

以上

６．参考見積書作成及び提出に要する費用

４．募集要領に対する質問

５．質問に対する回答
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第１章 適用 

本仕様書は、独立行政法人水資源機構（以下「発注者」という。）が行う「公用車賃貸借業

務（仮称）」に適用する。 

 

第２節 概要 

筑後川水系ダム群連携外業務に使用する連絡車３台を賃貸借するものである。 

 

 ２－１ 件 名 公用車賃貸借業務（仮称） 

     

 ２－２ 賃貸借物件 普通自動車（ミニバン）１台、小型自動車（コンパクト SUV）１台、 

     及 び 数 量  軽自動車（軽 SUV）１台 

 

 ２－３ 賃貸借期間 自 契約締結後、最初に納入する車の登録日 

至 最後に納入する車の納入後から６０カ月後 

   

  ２－４ 納 入 及 び 福岡県朝倉市菱野地内 

     返 還 場 所  

 

 ２－５ 保 管 場 所 同上 

 

 ２－６ 納 入 日 時 契約締結の翌日から普通自動車（ミニバン）は１２ヶ月以内、小型自 

動車（コンパクト SUV）及び軽自動車（軽 SUV）は７ヶ月以内（契約締 

結日は４月１日予定）ただし、納入日については諸事情を勘案し、協 

議のうえ決定するものとする。 

 

 ２－７ 契 約 範 囲 

契約の履行範囲は、次のとおりとする。 

１）自動車の賃貸借（メンテナンスを含む） ３台 

 

第３章 一般事項 

 

 ３－１ 諸法令等の遵守 

     受注者は、納入に際し関連する諸法令基準等を遵守しなければならない。 

 

 ３－２ 賃貸借の種類 

賃貸借の種類は、メンテナンスリースとする。 

なお、１ヶ月の走行距離は普通自動車（ミニバン）は約１，０００ｋｍ、小型自 

動車（コンパクト SUV）及び軽自動車（軽 SUV）は各８００ｋｍ（未舗装区間を含む。） 

を見込んでいるが、実際の走行距離にかかわらず賃貸借料金は変動しないものとす 

る。 

 

 ３－３ メンテナンス 

メンテナンスの内容は次に掲げるとおりとする。 

なお、６）及び７）に示すタイヤ交換とは、消耗度等に応じて旧タイヤを新品のタ

イヤに交換することをいうものとする。 

１) ６ヶ月定期点検 

２) 法定１２ヶ月点検 
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３) 車検 

４) 故障修理(通常使用の状態で起こりうる故障に対する修理を対象とし、事 

故が原因で故障した場合は除く。) 

５) エアコン整備・修理 

６) 夏タイヤ交換（無制限） 

７) 冬タイヤ交換（無制限） 

８) タイヤ季節履替（年２回） 

９) ワイパーゴム、ヘッドライト球等の一般消耗品交換・補充（無制限） 

10) オイル類及びエレメント交換・補充（無制限） 

11) バッテリー交換（無制限） 

12) 代車提供（２日以上の車検、故障修理時、納車後５年間の賃貸借期間中に本件

車両を提供出来ない時（賃貸借開始時の登録手続き中含む、契約日から賃貸借

期間開始迄の間は含まない。）） 

13) 車検等整備時の引取納車費用 

 

 ３－４ 賃貸借に含まれる費用 

賃貸借に含まれる費用については、次に掲げるとおりとし、その費用を受注者が負 

担する。 

１）登録諸費用 

２）自動車税（履行期間中全額） 

３）自動車重量税（履行期間中全額） 

４）環境性能割 

５）自賠責保険料（履行期間中全額） 

６）リサイクル料 

７）自動車の納入及び返還に要する費用 

８）３－３に掲げるメンテナンス 

 

 ３－５ 賃貸借に含まれない費用 

賃貸借に含まれない費用については、次に掲げるとおりとし、その費用を発注者が 

負担する。 

１）自動車保険料（任意保険） 

 

第４章 仕様 

  納入車は標準仕様を満足する新車の国産軽自動車（右ハンドル）とし、運転操作、点検、整

備が容易であり、かつ、その使用に十分耐えうるものとする。 

 また、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）第６条第

１項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和４年２月２５日変更

閣議決定）の「自動車」の判断基準を満たし、かつ、運輸省令第６７号（以降の改正分も含む。）

道路運送車両の保安基準に適合するものとする。 

 

４－１ 普通自動車（ミニバン） 

１）車両形式 電動車等（ハイブリッド自動車含む） 

２）駆動方式 ２ＷＤ 

３）トランスミッション ＡＴ又はＣＶＴ 

４）使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 

５）総排気量 １４００ｃｃ以上２０００ｃｃ未満 

６）全長４８００ｍｍ以下 
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７）全幅１７５０ｍｍ以下 

８）全高１８９５ｍｍ以下 

９）乗車定員８名 

10）燃料消費率２０．０ｋｍ／Ｌ以上（WLTCモード） 

11）低排出ガス認定平成３０年基準排出ガス基準７５％低減以上 

12）ボディーカラー シルバー系、グレー系又はホワイト系を基本とし、契約締結後、発注

者と受注者が協議して定める。ただし、オプションカラー（有料色）

は選択しない。 

13）装備品 ・パワーステアリング 

・ＳＲＳエアバッグ（運転席／助手席） 

・ＡＢＳ 

・衝突被害軽減ブレーキ機能 

・ワイヤレスドアロック 

・セキュリティアラームシステム 

・エアコン 

・パワーウィンドー 

・集中ドアロック 

・電動格納式ドアミラー 

・リヤワイパー 

・ドアバイザー 

・カーナビゲーションシステム内蔵（メーカー又はディーラーオプション画面 

 ７インチ以上、ＡＭ／ＦＭラジオ、ＶＩＣＳ対応、タッチパネル式、リアカ 

        メラ付き） 

・ドライブレコーダー（前後２カメラ・ＬＥＤ信号対応・ＳＤ（もしくは micro 

ＳＤ）カード３２ＧＢ以上付き） 

・ＥＴＣ車載器（ＥＴＣ２．０対応） 

14）付属品 ・室内フロアーマット（フロント／リア） 

・工具（ジャッキ・ジャッキハンドル・ナットレンチ） 

・三角停止表示板 

・スペアタイヤ又はタイヤパンク応急修理セット 

・スペアキー 

・ホイール付き冬用タイヤ４本、タイヤ規格はＪＡＴＭＡ（（一社）日本自動 

車タイヤ）加盟社製品のものとする。（上記２－５保管場所にて保管可能、 

初回季節履替時に用意すること。） 

 

４－２ 小型自動車（コンパクトＳＵＶ） 

１）車両形式 電動車等（ハイブリッド自動車含む） 

２）駆動方式 ２ＷＤ 

３）トランスミッション ＡＴ又はＣＶＴ 

４）使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 

５）総排気量 １２００ｃｃ以下 

６）全長３９９５ｍｍ以下 

７）全幅１６９５ｍｍ以下 

８）全高１６２０ｍｍ以下 

９）地上高１８５ｍｍ以上 

10）乗車定員５名 

11）燃料消費率２８．０ｋｍ／Ｌ以上（WLTCモード） 
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12）低排出ガス認定平成３０年基準排出ガス基準５０％低減以上 

13）ボディーカラー シルバー系、グレー系、ベージュ系又はホワイト系を基本とし、契約

締結後、発注者と受注者が協議して定める。ただし、オプションカラ

ー（有料色）は選択しない。 

14）装備品 ・パワーステアリング 

・ＳＲＳエアバッグ（運転席／助手席） 

・ＡＢＳ 

・衝突被害軽減ブレーキ機能 

・ワイヤレスドアロック 

・セキュリティアラームシステム 

・エアコン 

・パワーウィンドー 

・集中ドアロック 

・電動格納式ドアミラー 

・リヤワイパー 

・ドアバイザー 

・カーナビゲーションシステム内蔵（メーカー又はディーラーオプション画面 

 ７インチ以上、ＡＭ／ＦＭラジオ、ＶＩＣＳ対応、タッチパネル式、リアカ 

        メラ付き） 

・ドライブレコーダー（前後２カメラ・ＬＥＤ信号対応・ＳＤ（もしくは micro 

ＳＤ）カード３２ＧＢ以上付き） 

・ＥＴＣ車載器（ＥＴＣ２．０対応） 

15）付属品 ・室内フロアーマット（フロント／リア） 

・工具（ジャッキ・ジャッキハンドル・ナットレンチ） 

・三角停止表示板 

・スペアタイヤ又はタイヤパンク応急修理セット 

・スペアキー 

・ホイール付き冬用タイヤ４本、タイヤ規格はＪＡＴＭＡ（（一社）日本自動 

車タイヤ）加盟社製品のものとする。（上記２－５保管場所にて保管可能、 

初回季節履替時に用意すること。） 

  

 ４－３ 軽自動車（軽ＳＵＶ） 

１）車両形式 電動車等（ハイブリッド自動車含む） 

２）駆動方式 ４ＷＤ 

３）トランスミッション ＡＴ又はＣＶＴ 

４）使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 

５）総排気量 ６６０ｃｃ未満 

６）全長３３９５ｍｍ以下 

７）全幅１４７５ｍｍ以下 

８）全高１６８０ｍｍ以下 

９）地上高１８０ｍｍ以上 

10）乗車定員 ４名 

11）燃料消費率２７．８ｋｍ／Ｌ以上（JC08モード） 

12）低排出ガス認定平成３０年基準排出ガス基準５０％低減以上 

13）ボディーカラー シルバー系、グレー系、カーキ系、ベージュ系又はホワイト系を基本

とし、契約締結後、発注者と受注者が協議して定める。ただし、オプ

ションカラー（有料色）は選択しない。 
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14）装備品 ・パワーステアリング 

・ＳＲＳエアバッグ（運転席／助手席） 

・ＡＢＳ 

・衝突被害軽減ブレーキ機能 

・ワイヤレスドアロック 

・セキュリティアラームシステム 

・エアコン 

・パワーウィンドー 

・集中ドアロック 

・電動格納式ドアミラー 

・リヤワイパー 

・ドアバイザー 

・カーナビゲーションシステム内蔵（メーカー又はディーラーオプション画面 

 ７インチ以上、ＡＭ／ＦＭラジオ、ＶＩＣＳ対応、タッチパネル式、リアカ 

        メラ付き） 

・ドライブレコーダー（前後２カメラ・ＬＥＤ信号対応・ＳＤ（もしくは micro 

ＳＤ）カード３２ＧＢ以上付き） 

・ＥＴＣ車載器（ＥＴＣ２．０対応） 

15）付属品 ・室内フロアーマット（フロント／リア） 

・工具（ジャッキ・ジャッキハンドル・ナットレンチ） 

・三角停止表示板 

・スペアタイヤ又はタイヤパンク応急修理セット 

・スペアキー 

・ホイール付き冬用タイヤ４本、タイヤ規格はＪＡＴＭＡ（（一社）日本自動 

車タイヤ）加盟社製品のものとする。（上記２－５保管場所にて保管可能、 

初回季節履替時に用意すること。） 

 

第５章 保証 

納入車の保証期間中は、製造メーカーが発行する保証書に基づき、運転技術上の欠陥による

故障を除き、無償で調整・修理を行うものとする。 

 

第６章 暴力団関係業者の排除に関する協力 

受注者は、業務の施行に際して、暴力団等からのあらゆる不当介入（不当要求又は業務妨害）

に対し断固としてこれを拒否し、また、不当介入を受けた場合は、速やかに発注者に報告する

とともに警察に通報し、捜査上必要な協力を行わなければならない。また、発注者等とも連絡

を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議するものとする。 

 

第７章 疑義 

受注者は、契約書及び仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は速やかに発注者と

協議しなければならない。 

 

  －以  上－  


