第２ 仕様書
JICA 筑波公用車のリース契約
１．

リース期間

2019 年 7 月 1 日（予定；車両登録日による）から 5 年間（予定；2024 年 6 月 30 日ま
で）
２．

リース車両

乗用自動車 2 台（ミニバンタイプ、コンパクトミニバンタイプ各１台） 別添のとおり
３．

リース料金に含む諸費用

登録諸費用、自動車取得税、自動車税、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料、
検査登録印紙税、車検費用、法定定期点検整備、リサイクル料、メンテナンス費用（一
般修理、オイル交換、バッテリー整備、タイヤ交換（冬季使用含む）等）
なお、ハイブリッド車の場合には、リース料に自動車取得税、自動車重量税が省かれる
と聞いているが、下見積もり提出時に省庁に確認の上、不要な場合にはリース料には含め
ないものとする。
また、上記メンテナンス費用は下記「月間想定走行距離」を参考とすること。
４．

「誓約書」の提出

本件には、上記のとおりメンテナンス費用が含まれるため、メンテナンスに当たって
は当該契約者が責任をもって対応することを証明するために、誓約書を提出するもの
とする（別添 様式集 参照）
。
５．

現在の車両利用状況
（１） 現行クラウン 平成 19 年式

登録年月日；平成 19 年 2 月 15 日 走行距離；

84,992km（2018/9 末現在）
（２） アルファード 平成 19 年式

登録年月日；平成 19 年 3 月 8 日 走行距離；

141,461km ハイブリッドシステム故障により廃車処分（2018/5）
６．

その他
（１） ボディーカラーは両車両ともに「白」とする。
（２） リース契約に当たっては、
「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律
（グリーン購入法）
」の平成 30 年基本方針、判断の基準及び配慮に沿って実
施すること。
（３） 乗用自動車 2 台を合わせて 1 つの契約を行う。
（４） JICA 筑波では公用車の運行に関し、業務委託契約「独立行政法人国際協力機
構筑波国際センター施設管理・運営業務」における「車両運行業務」におい
て取り決めがなされているが、本件での公用車 2 台に係る上記３．諸費用に
ついては、本リース契約に含まれるものについては本契約内容を優先する。
（５） リース契約の開始は上記１．の期間にこだわるものではない。
（６） 本公告は再公告であるので、前回（公告；2018 年 11 月 16 日）の質問回答書
も確認のこと。前回の回答にて、
「リース料金に含む諸費用」のところで、代
車が事故時に必要か？との質問があったが、これについては不要。
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●普通車「ミニバンタイプ」仕様書
１．

車種 ミニバン

２．

台数 1 台（新車、未登録車に限る）

３．

リース期間 60 か月

４．

リース方式 オペレーティングリース

５．

納車期限

６．

納入場所 茨城県つくば市高野台 3-6 国際協力機構筑波センター内

７．

基本仕様

車両登録日（2019 年 7 月１日を想定）から 1 週間以内を目途とする。

「国等による環境物品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」
（平成 28 年 2 月 2 日変更閣議
決定）の「自動車」の基準を満たすほか、次の要件を満たすもの。
（１） 最新の排出ガス規制適合車であること。
（２） ハイブリッド自動車であること。
（３） セーフティー・サポートカーS＜ワイド＞の適合者であること。
（４） 排気量が 2,500CC 相当であること（±100CC は可とする）
。
（５） 車両重量が 2,150Kg 以下であること。
（６） 全長が４，950mm 以下、全幅１，850mm 以下、全高 1,950ｍｍ以下であること。
、
（７） 使用燃料が無鉛レギュラーガソリンであること。
（８） 燃費性能が JC08 モード 18.4km/l 以上であること。
（９） 7 人乗りであること。
（１０）

ステアリングは右ハンドル（パワーアシスト付き）であること。

（１１）

パワーウインドウ、パワードアロック、パワースライドドアを標準装備

していること。
（１２）

AT トランスミッションは無段変速機構であること。

（１３）

運転席、助手席にはエアバックを標準装備していること。

（１４）

ブレーキシステムに ABS を標準装備していること。

（１５）

フルオートエアコンを標準装備していること。

（１６）

3 列目のシートは跳ね上げ機能もしくは格納機能付のこと。

（１７）

メンテナンス整備時引き取り/納車のこと。

８．装備（主なもの）
（１）

メーカーオプション・標準付属品とすること。

１）

ETC 2.0／カーナビ／バックモニター連動型

２）

キーレス

３）

LED ヘッドライト

４）

コンセント／シガーライター

（２） その他装備品・付属品等はディーラーオプションに限る。
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１）

スペアタイヤ

２）

サイド（ドア）バイザー

３）

フロアマット

４）

ドライブレコーダー

５）

三角板・車載工具・ジャッキ一式

９． 賃貸借代金に含まれる費用
（１） 登録諸費用
（２） 自動車取得税
（３） 自動車税
（４） 自動車重量税
（５） 自動車損害賠償責任保険料
（６）

検査登録印紙税

（７） リサイクル料
（８） メンテナンス費用
１０．月間想定走行距離 約 1,000ｋｍ
１１．その他
納入車両は、発注者が別途契約している運行管理委託先が運行管理を行う。本仕様書
に定めのない事項又は仕様について疑義が生じた場合は、別途協議することとする。
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●普通車「コンパクトミニバンタイプ」仕様書
１．

車種 普通車（コンパクトミニバンタイプ）

２．

台数 1 台（新車、未登録車に限る）

３．

リース期間 60 か月

４．

リース方式 オペレーティングリース

５．

納車期限

６．

納入場所 茨城県つくば市高野台 3-6 国際協力機構筑波センター内

７．

基本仕様

車両登録日（2019 年７月１日を想定）から 1 週間以内を目途とする。

「国等による環境物品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」
（平成 28 年 2 月 2 日変更閣議
決定）の「自動車」の基準を満たすほか、次の要件を満たすもの。
（１） 最新の排出納ガス規制適合車であること。
（２） ハイブリッド自動車であること。
（３） セーフティー・サポートカーS＜ワイド＞の適合車であること。
（４） 排気量が 1,500CC 相当であること（±100CC は可とする）。
（５） 車両重量が 1,390Kg 以下であること。
（６） 全長が４，280mm 以下、全幅 1,700mm 以下、全高 1,685ｍｍ以下であること。
（７） 使用燃料が無鉛レギュラーガソリンであること。
（８） 燃費性能が JC08 モード 28.8km/l 以上であること。
（９） 7 人乗りで、あること。
（１０）

ステアリングは右ハンドル（パワーアシスト付き）であること。

（１１）

パワーウインドウ、パワードアロック、パワースライドドアを標準装備

していること。

８．

（１２）

AT トランスミッションは無段変速機構であること。

（１３）

運転席、助手席にはエアバックを標準装備していること。

（１４）

ブレーキシステムに ABS を標準装備していること。

（１５）

オートエアコンを標準装備していること。

（１６）

3 列目のシートは跳ね上げ機能もしくは格納機能付のこと。

（１７）

メンテナンス整備時引き取り/納車のこと。

装備
（１） メーカーオプション・標準付属品とすること。

１）ETC 2.0／カーナビ／バックモニター連動
２）キーレス
３）コンセント／シガーライター
（２）その他装備品・付属品等はディーラーオプションに限る。
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９．

１）

スペアタイヤ

２）

サイド（ドア）バイザー

３）

フロアマット

４）

ドライブレコーダー

５）

三角板・車載工具・ジャッキ一式

賃貸借代金に含まれる費用
（１） 登録諸費用
（２） 自動車取得税
（３） 自動車税
（４） 自動車重量税
（５） 自動車損害賠償責任保険料
（６） 検査登録印紙税
（７） リサイクル料
（８） メンテナンス費用

１０． 月間想定走行距離 約 1,000km
１１． その他事項
納入車両は、発注者が別途契約している運行管理委託先が運行管理を行う。本仕様書
に定めのない事項又は仕様について疑義が生じた場合は、別途協議することとする。
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