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参考見積募集要領 

 

 次のとおり参考見積を募集します。 

 

   令和５年２月１７日 

                       独立行政法人水資源機構 

                        思川開発建設所長 福田 達郎 

 

１．目 的 

  この参考見積募集要領は、思川開発事業で予定している物品調達の積算の参考とする

ために資材価格等の見積書提出を募集するものです。 

なお、この参考見積募集に対してご応募いただくことをもって、業務発注の指名（若

しくは競争参加資格）をお約束するものではありませんので、あらかじめご承知くださ

い。 

 

２．参考見積書提出の資格  

 (1) 水資源機構における令和３・４年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受

けていることとします。 

 (2) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。 

 (3) 当機構から「工事請負契約に係る指名競争等の措置要領」（平成６年５月３１日付

け６経契第４４３号）に基づき、利根川水系及び荒川水系関連区域において指名停止

を受けていないこととします。 

 

３．参考見積書の提出等 

  参考見積書は、次のとおり提出してください。 

 (1) 参考見積書は、「別紙－１ 見積項目一覧」を参考に記載をお願いします。 

   なお、参考見積書の様式は問いません。 

 (2) 提出期間：令和５年２月２０日（月）から令和５年３月３日（金）までにご提出く

ださい。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５時までにお願いします。 

 (3) 提出先 

   独立行政法人水資源機構 思川開発建設所 所長 福田 達郎 宛て 

   【担当】経理課 古瀬 

   〒３２２-０３０５ 栃木県鹿沼市口粟野８３９－２ 

   ＴＥＬ. ０２８９－８５－１１１０ ＦＡＸ. ０２８９－８５－１２１１ 

E-Mail  tatsuro_furuse@water.go.jp 

 (4) 見積有効期限 

令和５年７月３１日までとします。 
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 (5) 提出方法 

   参考見積書は、上記(3)の担当者へ郵送又は FAX（いずれも社印があること）による

提出を原則としますが、在宅勤務等の実施により上述の提出方法が困難な場合は、メ

ール（PDF 等）による提出も可能です。 

   なお、参考見積書を FAX 又はメールにより提出される場合は発信後、必ず、上記(3)

の担当者に電話にてご連絡ください。また、メールにより提出される場合で社印がな

いものについては、後日郵送又は FAX で社印を押印した書面を提出していただく場合

があります。 

 

４．参考見積内容 

 (1) 見積項目 

「別紙－２ 見積仕様書」によるものとします。 

 

５．募集要領に対する質問 

  この募集要領に対する質問がある場合は、次に従い、書面により提出してください。 

なお、質問書の様式は問いません。 

 (1) 提出期間：令和５年２月２０日（月）から令和５年２月２７日（月）までに提出し

てください。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５時までにお願いします。 

 (2) 提出場所：３．(3)と同じ。 

 (3) 提出方法：３．(5)と同じ。 

 

６．質問に対する回答 

  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３月１日（水）から令和５年３月３日（金）まで 

(2) 閲覧方法：ホームページに掲示します。  

 

７．参考見積書作成及び提出に要する費用 

  恐れ入りますが、参考見積提出者のご負担とさせて頂きます。 

 

８．問い合わせ 

  ご提出していただいた参考見積書の内容について、こちらより問い合わせをさせて頂

くことがあります。 

 

－ 以 上 － 



別紙-１

●金額は、消費税抜き価格としてください。
●装備品で車両価格に含まれているものは、備考に「車両に含む」としてください。
●「選定した型式」の欄に選定した型式を記載してください。
　※選定した型式に記載している型式は例として記載しています。また、ＰＨＶ，ＨＶの選定でも問題はありません。
●課税/非課税の欄に「課税」又は「非課税」を記載してください。
●見積項目に不足がある場合は、追加してください。
●装備品のうち取付工費がかかるものは、装備品の単価に含めて金額を記載してください。

（１）警報車１号
品目 規格等 参考型式 数量 金額 課税/非課税 備考

【車両本体】
　車両本体 仕様書記載 例:タフト X、ハスラーHYBRID X 1台

小計
【車両装備品】
　ＳＲＳエアバック 仕様書記載 1式
　アンチロック･ブレーキシステム 〃 1式
　パワーステアリング 〃 1式
　パワーウインド 〃 1式
　パワードアロック 〃 1式
　電動格納式リモコンドアミラー 〃 1式
　サイドドアバイザー 〃 4個
　エアコン 〃 1式
　フォグランプ 〃 2個
　発煙筒 〃 1本
　カーナビゲーションシステム 〃 1式
　ドライブレコーダー(前･後) 〃 1式
　ＥＴＣ 〃 1式
　タイヤパンク応急修理セット 〃 1本
　スタッドレスタイヤ 〃 4本
　シートカバー 〃 1式
　フロアマット 〃 1式
　ラゲッジマット 〃 1式

小計
【公共応急作業車用車両装備品】

　赤色回転灯 仕様書記載 例:AJS-12HMF-SW-RR相当 1式
　内蔵スピーカー 〃 例:SPS-50N×2相当 1式
　電子サイレンアンプ 〃 例:SAP-520PBV-Z相当 1式
　マイク 〃 例:SDM-10A相当 1個
　赤色回転灯用帆布カバー 〃 1式

小計
【登録手続き】
　検査登録手続き代行 1式
　納車費用 1式
　資金管理料金 1式
　車検持込回送費用 1式
【法定費用】
　自賠責保険料 1式
　検査登録手数料 1式
　自動車重量税 1式
　自動車取得税 1式
　自動車税 1式

小計
合計

【付属品】
　車両緊急脱出ハンマー メルテック製　FT-16相当 1本
　三角停止板 国家公安委員会認定品 1個
　ブースターケーブル メルテック製　ML-911相当 1個

合計

【環境性能情報】
以下に選定した車両の性能について、記載してください。

車名
型式
車両重量(kg)
乗車定員(人)
総排気量(cc)
燃費値(km/L)

低排出ガス車認定実施要
領の基準のうち、平成17
年基準排出ガス75％低減
レベル以上に適合してい
ること。

適・否

提案車の燃費値（WLTC
モード)

提案車の燃費基準値
燃費目標値
※燃費基準値及び燃費目標値については、国土交通省ホームページの自動車燃費一覧を参照ください。

【納期】
納入までにかかる必要日数を記載してください。
必要日数 　　　　　　　　日間
　

見積項目一覧
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第１章 総則 

第１節 契約範囲 

   本件の契約範囲は、警報車の法定手続き及び納入までの一切とする。 

  （１）警報車の納入（新車）・・・・・・・・・１台 

 

第２節 一般事項 

 ２－１ 諸法令等の遵守 

   受注者は、納入に際し関係する諸法令等を遵守しなければならない。 

 

 ２－２ 提出図書 

   （１）納期までに提出する資料・・・・・・・・・・・・・・各１部 

     ・カタログ等（車両に関する資料） 

     ・装備品一覧 

     ・取扱説明書 

     ・完成写真（正面、側面、後面） 

     ・法定関係資料 

     （自動車検査証、自賠責保険証、点検記録表、緊急車両申請書等） 

   （２）その他担当職員が指示するもの・・・・・・・・・・・指示する部数 

 

第３節 登録手続き 

  １．受注者は、発注者に代わり登録に係る登録手続きを代行するものとする。登録手続

きは、次のとおりとする。 

   ・緊急自動車登録に係る手続き 

   ・自賠責保険の加入に係る手続き 

 

第４節 所有者及び使用者 

   所有者及び使用者については、別途指示する。 

 

第５節 保証 

   警報車の保証は標準保証によるものとするが、特に重大な故障（構造・性能上の故障）

については、標準保証期間終了後であっても発注者と受注者による協議のうえ、無償修

理を行わせることがある。 

 

 

第６節 契約内容の変更 

   本件の契約内容の変更を行う場合は、次によるものとする。 



  １．契約内容について変更が生じた場合において、発注者又は受注者の発議による協議

のうえ、契約内容の変更並びに請負代金の変更を行うことができるものとする。 

  ２．請負代金の変更については、発注者の変更積算額に請負比率（請負代金額を発注者

の積算額で乗じた比率）を乗じて算出する金額を基に予定価格を設定するものとす

る。 

 

第７節 数量確認及び試運転 

    受注者は、担当職員による数量確認及び試運転に立会うものとする。 

    なお、車両に燃料 10L 以上を給油して納入するものとする。 

 

第８節 完納検査 

    受注者は、担当職員による試運転等の確認後、納入場所で機構検査員による完納検

査を行うため、これに立ち会わなければならない。 

 

第９節 疑義等 

   本仕様書に明記されていない事項または本仕様書に疑義等が生じた場合は、発注者

と協議するものとする。 

 

  



第２章 警報車 

第１節 仕様 

 １－１ 車両の用途及び台数 

   （１）用途：公共応急作業車両（水防活動用緊急車両） 

   （２）台数：１台 

 

 １－２ 一般事項 

   納入する車両は、初年度登録車とし、１－３の主要諸元と同等の車両とする。 

   また、納入する車両は汎用品等による部品調達の容易性及び車両販売事業計画等を

考慮した車両を選定するものとする。 

 

 １－３ 主要諸元 

  （１）警報車１号 

項   目 仕    様 備考 

車 種 軽自動車  

車 体 形 状 SUV タイプ  

駆 動 方 式 四輪駆動  

変 速 機 形 式 オートマチック 無段変速機含む 

車 体 幅 1,600mm 以下  

最 低 地 上 高 180mm 以上  

乗 車 定 員 4 人以上  

燃 料 種 別 レギュラーガソリン  

ド ア 数 客室用４＋荷室用１  

塗 装 色 標準塗装  

  ※表中の数値については、各社のカタログ値とする。 

 

１－４ 車両装備品 

    車両装備品は、次に示すものと同等品以上とする。 

（１台当たり） 

項   目 数 量 内   容 

SRS エアバック １式 運転席・助手席 

アンチロック・ブレーキシステム １式  

パワーステアリング １式  

パワーウインド １式 全窓 

パワードアロック １式 全ドア 



電動格納式リモコンドアミラー １式  

サイドドアバイザー １式  

エアコン １式  

フォグランプ １式  

シートカバー １式  

ラゲッジマット １式  

フロアマット １式 乗車室内：標準品全席分 

発煙筒 １本  

カーナビゲーションシステム １式  

バックカメラ 1 式 カーナビゲーションに連動する

こと。 

ドライブレコーダー（前後） １式  

ETC １式  

タイヤパンク応急修理セット 1 式  

スタッドレスタイヤ １式 ４本（ホイールを含む） 

車両緊急脱出ハンマー １本  

三角停止板 １個  

ブースターケーブル 1 個  

 

 １－５ 車両安全装置 

    車両安全装置として、以下の機能を搭載していること。 

衝突抑制機能  前走者へ衝突の危険がある場合に、自動でブレーキ操作を行

うことにより衝突の抑制または被害の軽減を図る機能 

誤発進抑制機能  アクセルペダルの踏み間違いによる急発進を抑制する機能 

 

第２節 公共応急作業用車両装備品 

 ２－１ 装備品 

    各装備品は、次に示すものと同等の機能を有するものとする。 

（１台当たり） 

項     目 内         容 数量 

赤色回転灯 型式：散光式警光灯 

（株）パトライト社 AJS-12HMF-SW-RR 相当 

１式 

内蔵スピーカー 型式：散光式警光灯に内蔵可能なもの 

（株）パトライト社 SPS-50N×2 相当 

１式 

電子サイレンアンプ 機能：回転/点滅切替、音声再生・録音再生 １式 



（株）パトライト社 SAP-520PBV-Z 相当 

マイク 機能：トークスイッチロック付 

（株）パトライト社 SDM-10A 相当 

１式 

赤色回転灯用帆布 

カバー 

赤色回転灯の梱包が可能なもの １式 

 

２－２ 特筆事項 

    １．公共応急作業用車両装備品は、道路運送車両法の規定に基づき、機種の選定及

び取付けを行うものとする。 

    ２．赤色回転灯の取付けは、車両の屋根に直接取付けるものとする。取付箇所は、

雨水が浸入しないよう十分な養生を施すものとする。 

    ３．内蔵スピーカーは、連続及び断続吹鳴が可能なものとする。 

    ４．赤色回転灯は、連続及び単独点灯が可能なものとする。 

    ５．電子サイレンアンプは、バッテリーと直接接続せずエンジンキーに連動して起

動するよう接続すること。 

 

－ 以 上 － 


