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熊本市上下水道局公用車賃貸借(水道事業)(長期継続契約) 仕様書 

 

熊本市上下水道局公用車賃貸借契約(水道事業) (長期継続契約)の実施については、契約書及び本

仕様書によるほか、細部については、本局の指示に基づいて行わなければならない。 

なお、この賃貸借契約は、熊本市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第 2条第

1号及び熊本市契約事務取扱規則第 16条の 2第 1項第 5号に基づく長期継続契約である。 

 

1.件名 

熊本市上下水道局公用車賃貸借(水道事業)(長期継続契約) 

 

2.履行期間 

2019年（平成 31年）4月 1日から 2024年（平成 36年）3月 31日まで（60ヶ月） 

 

3.履行場所 

(1)熊本市上下水道局   熊本市中央区水前寺 6丁目 2番 45号 

(2)西部上下水道センター 熊本市西区池上町 901番 1 

(3)北部上下水道センター 熊本市北区下硯川 2丁目 8番 1号 

(4)南部上下水道センター 熊本市南区城南町宮地 1050番地 

 

4.リースの形態について 

(1)メンテナンスリース方式：64台 

(2)管理・整備：9台 

 

5.リース内容について 

(1)点検及び整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※車検及び法定点検は、実施予定の 40日～1ヶ月前に通知し、日程調整を行ったうえで実施す

ること。 

※点検及び整備は、実施後に状況を報告すること。（様式は各社の様式で可） 

  

(2)任意保険加入のこと 

保険契約の相手方は、各社の取引関係会社で可。ただし、事故発生時に責任を持って事故処理

に対応できる会社を選定すること。 

ア.契約内容 

（ア）契約方式  フリート契約 

（イ）車両保険  免責なし 

（ウ）対人補償  無制限（1名に付） 

（エ）対物補償  無制限（免責なし） 

内   容 時   期 

車検及び法定点検（代車を提供すること） 

巡回点検（走行距離調査を含む） 

安全点検 

タイヤ交換 

パンク修理 

バッテリー交換 

オイル交換 

エレメント交換 

消耗品の交換 

故障・修理（ロードサービス含む） 

法定時 

3ヶ月に 1回 

6ヶ月に 1回 

必要な時期 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 

 〃 
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（オ）無保険車傷害 2億円 

（カ）人身傷害補償保険 3千万円（1名に付） 

※熊本市上下水道事業管理者を被保険者として自動車保険契約を締結すること 

 

イ.事故処理 

（ア）事故発生の連絡を受けた場合は、遅延なく事実を調査し、その結果について報告する 

こと。 

（イ）示談交渉は、保険会社と連携して責任を持って行うこと。 

（ウ）必要に応じて事故の関係書類を提出すること。 

（エ）1回の対物事故につき、本局が負担する法律上の損害賠償責任の総額が契約金額を明 

らかに超える場合においても、本局の行う折衝・示談又は調停若しくは訴訟の手続き 

について協力又は援助を行うこと。 

（オ）本局が負担する損害賠償額の決定に関して熊本市議会の議決を必要とする場合は、当 

該議決を経た後で、書面による合意を行い損害賠償額を支払うこと。 

（カ）示談書作成の際は、本局と協議の上作成すること。 

（キ）全ての事故処理が終了次第、交渉の全過程を遺漏なく書面にて報告すること。 

 

6.対象車両及びその仕様について 

 別紙 公用車両の仕様 参照のこと 

 

7.賃貸借料について 

賃貸借料に含むものは下記のものとする。 

(1)車両登録、納車諸費用 

(2)自動車重量税、自動車税、自動車取得税の納付及びこれを証する書類提出 

(3)自動車損害賠償責任保険及び自動車任意保険の保険料 

(4)車検、法定点検等の整備費用及び修理に必要な費用並びにその車両の引取・納車に必要な費用 

(5)自動車リサイクル料 

(6)消耗部品の取替費用 

(7)ロードサービス 

(8)文字「熊本市上下水道局」入れ及び除去費用 

(9)その他車両管理に必要な費用 

 

8.本局所有車の管理・整備について 

管理・整備料には下記に関する費用を含む。 

(1)自動車損害賠償責任保険及び自動車任意保険の保険料 

(2)自動車税、自動車重量税の納付及びこれを証する書類提出 

(3)車検等一切の整備、点検、修理に必要な費用及びその車両の引取・納車に必要な費用 

(4)自動車リサイクル料 

(5)消耗部品の交換 

(6)ロードサービス 

(7)その他車両の維持管理に必要な費用 

 

9.交通安全指導について 

(1)交通安全講習会を一年度に 1回以上開催し、本局職員への交通安全指導を行うこと。 

(2)交通安全講習会の開催日は、本局と協議の上、決定すること。 

(3)本局職員で交通事故を起こした者に対し、本局が行う安全指導への協力、助言及び援助を行う 

こと。 

 

10.その他特記事項 

(1)車両は全て、日本国の型式認定を受けている四輪自動車の新車であること。 
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(2)グリーン購入適合車であり、最新の排ガス規制値適合車とすること。 

(3)事故・故障等緊急時のトラブルに対し 24時間年中無休対応可能な体制をとること。 

(4)車両の事故・故障にあたり、24時間以内に着手対応できる修理拠点を、熊本市又は熊本市に隣

接している市町に確保していること。 

(5)車両内に社名、保険会社名及び緊急時の連絡先等を記載したものを明示すること。 

(6)本局の検査を受けた後、指定の場所に納車すること。 

(7)納車時には、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証の写しを一部提出すること。 

(8)使用済車両は、速やかに車体表示を抹消すること。 

(9)仕様書の記入のない事項であっても、業務遂行上必要と認められるものについては当局担当職 

員と協議の上、その指示に従うこと。 
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（別紙）公用車両の仕様 

 

1.全車両の共通仕様について 

 (1)トランスミッション：オートマティック（以下 AT）車に限る。AGS等のセミ AT車両は不可。 

  (2)車体色：オプション料金が発生しない白色に限る。白であれば色調は不問。 

 (3)ハンドル位置： 右ハンドル車両であること。 

 (4)ドライブレコーダー：非純正品可。ただし、逆光時等でも判別可能な画像が撮れること。 

(5)その他：以下を搭載すること。 

エアコン、エアバッグ、AM/FMラジオ、パワーステアリング、サイドバイザー、フロアマット、 

その他当該車両標準装備一式 

 

2.車両ごとの個別仕様及び台数について 

 

(1)軽貨物自動車 2WD（箱型 ハイゼットカーゴ・エブリィ等と同タイプ）：5台 

規格 軽貨物車（1BOXタイプ） 

ルーフ形状 ハイルーフ 

駆動装置 2WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 箱型バン：3400×1480×1900 以下 

文字記入 無し 

装備特記事項 無し 

 

(2)軽貨物自動車 2WD（箱型 ハイゼットカーゴ・エブリィ等と同タイプ）：6台 

規格 軽貨物車（1BOXタイプ） 

ルーフ形状 ハイルーフ 

駆動装置 2WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 箱型バン：3400×1480×1900 以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 無し 

 

(3)軽貨物自動車 2WD（箱型 ハイゼットカーゴ・エブリィ等と同タイプ）：12台 

規格 軽貨物車（1BOXタイプ） 

ルーフ形状 ハイルーフ 

駆動装置 2WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 箱型バン：3400×1480×1900 以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 放送機器を搭載する 

 

(4)軽貨物自動車 2WD（箱型 ハイゼットカーゴ・エブリィ等と同タイプ）：2台 

規格 軽貨物車（1BOXタイプ） 

ルーフ形状 ハイルーフ 

駆動装置 2WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 箱型バン：3400×1480×1900 以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 
放送機器を搭載する 

冬季用スタッドレスタイヤを含む 

 

  



2 
 

(5)軽貨物自動車 4WD（箱型 ハイゼットカーゴ・エブリィ等と同タイプ）：2台 

規格 軽貨物車（1BOXタイプ） 

ルーフ形状 ハイルーフ 

駆動装置 4WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 箱型バン：3400×1480×1900 以下 

文字記入 無し 

装備特記事項 冬季用スタッドレスタイヤを含む 

 

(6)軽貨物自動車 4WD（箱型 ハイゼットカーゴ・エブリィ等と同タイプ）：1台 

規格 軽貨物車（1BOXタイプ） 

ルーフ形状 ハイルーフ 

駆動装置 4WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 箱型バン：3400×1480×1900 以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 無し 

 

(7)軽貨物自動車 4WD（箱型 ハイゼットカーゴ・エブリィ等と同タイプ）：12台 

規格 軽貨物車（1BOXタイプ） 

ルーフ形状 ハイルーフ 

駆動装置 4WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 箱型バン：3400×1480×1900 以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 冬季用スタッドレスタイヤを含む 

 

(8)軽貨物自動車 4WD（箱型 ハイゼットカーゴ・エブリィ等と同タイプ）：1台 

規格 軽貨物車（1BOXタイプ） 

ルーフ形状 ハイルーフ 

駆動装置 4WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 箱型バン：3400×1480×1900 以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 放送機器を搭載する 

 

(9)軽貨物自動車 4WD（箱型 ハイゼットカーゴ・エブリィ等と同タイプ）：2台 

規格 軽貨物車（1BOXタイプ） 

ルーフ形状 ハイルーフ 

駆動装置 4WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 箱型バン：3400×1480×1900 以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 放送機器を搭載する 

冬季用スタッドレスタイヤを含む 

 

(10)軽貨物自動車 2WD（トラック ハイゼットトラック・キャリィ等と同タイプ）：1台 

規格 軽貨物車（トラック） 

ルーフ形状 ノーマル 

駆動装置 2WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） トラック：3400×1480×1900 以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 幌有り 
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（11）軽乗用自動車 2WD（アルト・ミラ等と同タイプ）：1台 

車両規格 軽乗用車（ハイトタイプは除く） 

駆動装置 2WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 3,400×1,480×1,550以下 

文字記入（黒色） 無し 

装備特記事項 無し 

 

（12）軽乗用自動車 2WD（アルト・ミラ等と同タイプ）：4台 

規格 軽乗用車（ハイトタイプは除く） 

駆動装置 2WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 3,400×1,480×1,550以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 無し 

 

（13）軽乗用自動車 2WD（アルト・ミラ等と同タイプ）：2台 

規格 軽乗用車（ハイトタイプは除く） 

駆動装置 2WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） 3,400×1,480×1,550以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 放送機器を搭載する 

 

(14)小型貨物自動車 2WD（プロボックス・ADバン等と同タイプ）：3台 

規格 小型貨物車（ライトバンタイプ） 

駆動装置 2WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） ライトバン：4400×1700×1600以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 放送機器を搭載する 

 

(15)小型貨物自動車 2WD（プロボックス・ADバン等と同タイプ）：2台 

規格 小型貨物車（ライトバンタイプ） 

駆動装置 2WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） ライトバン：4400×1700×1600以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 回転灯付放送機器を搭載する 

冬季用スタッドレスタイヤを含む 

 

(16)小型貨物自動車 4WD（プロボックス・ADバン等と同タイプ）：1台 

規格 小型貨物車（ライトバンタイプ） 

駆動装置 4WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） ライトバン：4400×1700×1600以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 放送機器を搭載する 

冬季用スタッドレスタイヤを含む 
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(17)小型貨物自動車 4WD（プロボックス・ADバン等と同タイプ）：1台 

規格 小型貨物車（ライトバンタイプ） 

駆動装置 4WD 

全長×全幅×全高（ｍｍ） ライトバン：4400×1700×1600以下 

文字記入 有り 

装備特記事項 回転灯付放送機器を搭載する 

冬季用スタッドレスタイヤを含む 

 

(18) 小型貨物自動車 2WD（箱型 ライトエース・NV200・ボンゴ等と同タイプ）：1台 

規格 小型貨物車（1BOXタイプ） 

駆動装置 2WD 

乗員数 4～5名 

荷室内寸 L:1350±50×W:1495±30×H:1300±100(mm)程度 

文字記入 有り 

装備特記事項 後席ダークガラス仕様 

バックカメラ及びそのモニターを装備すること 

 

(19) 小型貨物自動車 4WD（箱型 ライトエース・NV200・ボンゴ等と同タイプ）：2台 

規格 小型貨物車（1BOXタイプ） 

駆動装置 4WD 

乗員数 4～5名 

荷室内寸 L:1350±50×W:1495±30×H:1300±100(mm)程度 

文字記入 有り 

装備特記事項 後席ダークガラス仕様 

バックカメラ及びそのモニターを装備すること 

  

(20)小型貨物自動車 2ＷＤ（箱型 ハイエース・キャラバン等と同タイプ）：1台 

規格 小型貨物車（1BOXタイプ） 

駆動装置 2WD 

乗員数 3名 

荷室内寸 L:3000±100×W:1550±50×H:1300±50(mm)程度 

最大積載量 1.0ｔ程度 

文字記入 有り 

装備特記事項 後席ダークガラス仕様 

バックカメラ及びそのモニターを装備すること 

量水器搭載加工が必要  

※2．車両ごとの個別仕様及び台数について（20） 加工参考写真を 

参照のこと 

 

(21)小型乗用自動車 2ＷＤ（箱型 ノア・セレナ・ステップワゴン等と同タイプ）：1台 

規格 小型乗用車（1BOXタイプ） 

乗員数 7～8名 

動力装置 ハイブリッド 

駆動装置 2WD 

文字記入 無し 

装備特記事項 後席ダークガラス仕様 

バックカメラ及びそのモニターを装備すること 
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(22)小型乗用自動車 2ＷＤ（アクア・フィット・スイフト等と同タイプ）：1台 

規格 小型乗用車（コンパクトタイプ） 

乗員数 5名 

動力装置 ハイブリッド 

駆動装置 2WD 

文字記入 無し 

装備特記事項 後席ダークガラス仕様 

 

3.指定事項：文字記入・装備特記事項について 

(1)文字記入指定 

a.文字入れする箇所：フロントドア両側面 

b.文字：熊本市上下水道局 

c.指定文字フォント：丸ゴシック体 

d.文字サイズ：1文字あたり 5㎝×5㎝程度 

(2)放送設備及び回転灯付放送設備装備 

仕様は、現在の車両と同等程度のものにすること。具体的には下記の通り。 

a.設置場所：ルーフ上固定 

b.車載用アンプについて 

回転灯付放送設備用：パトライト ＆SAP-500シリーズ同等品 

回転灯無し放送設備用：UNI-PEX NDS-102同等品 

いずれもマイク付。また、それぞれの設置・固定等に関する設備一式を含む。 

(3)上記仕様のうち、(15)・(17)の回転灯付車両については、緊急通行車両として熊本県公安委員 

会に届け出て、事前届出済証及び標章等の交付を受けること。 

(4)後席ダークガラス仕様は、道路交通法に準じたものとする。 

(5)スタッドレスタイヤは期間内最大 2セットで想定すること。 

 

4.想定年間走行距離について 

 公用車で想定する年間走行距離については、以下のとおりとする。 

  

5.使用区域について 

 公用車の使用区域は、通常、熊本市全域及び熊本市と境を接する地域を想定する。 

 但し、下記の仕様番号については、災害対応や公式行事の為、熊本市外でも使用する。 

 

 

 

 

  

仕様番号 想定走行距離(km/年) 備考 

（1） ～（10） 6,000～10,000前後  

（11）～（13） 7,000前後  

（14）～（17） 5,000前後 災害救援対応で走行距離が延びる可能性がある。 

（18）、（19） 4,000前後  

（20） 1,500前後  

（21） 5,000前後  

（22） 4,000前後  

仕様番号 想定内容 

（14）～（17） 災害対応の為、日本国内の遠隔地へ派遣される可能性がある。 

（21）、（22） 公式行事の為、熊本県内及び沖縄を除く九州地区内を走行する。 
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6. 管理・整備の対象車両について 

 車種 
ナンバー 年式 走行距離 

(km) 

月平均 

走行目安 

1 給水車 1号 熊本 800す 6631 平成 24年 8,002 50 

2 給水車 2号 熊本 800す 6665 平成 24年 5,271 100 

3 給水車 3号 熊本 800す 7182 平成 24年 3,476 100 

4 給水車 5号 熊本 800す 4727 平成 21年 4,849 100 

5 給水車 6号 熊本 800す 6428 平成 23年 7,885 50 

6 給水車 7号 熊本 800せ 987 平成 8年 17,068 65 

7 公共応急作業車 熊本 88す 5925  平成 7年 44,470 50 

8 公共応急作業車 熊本 88す 5926  平成 7年 63,602 50 

9 公共応急作業車 熊本 88す 5927 平成 7年 41,396 50 

  

※ 給水車のＰＴＯ駆動式水ポンプについて、局が指定する整備工場において 1年に 1回の定期

点検を実施すること。（費用 約 20,000円（税別）程度） 

 

※2 これらの車両については、災害救援などの緊急対応で日本国内の遠隔地に派遣され、 

年間走行距離が延びる可能性がある。 

 



(別紙）公用車両の仕様　
　2．車両ごとの個別仕様及び台数について（20）　　加工参考写真

１．車両運転席側より

①



②



③



２．助手席側から

①

②



③



３．車両後部から
①

②



③

④
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