
 

 

要求仕様書 

  

宮城県農業共済組合長 

 

この要求仕様書は、宮城県農業共済組合 家畜診療用車両の賃貸借（リース）に係

る契約（令和４年 11月９日付宮農共家第 212号により公示）に関する仕様書である。 

 

１ 役務の名称及び数量 

（１）名称 

家畜診療用車両の賃貸借（リース）に係る契約 

（２）数量 

ア 自家用小型貨物自動車（バンタイプ） ７台 

ア 自家用普通自動車（コンパクトタイプ） ４台 

２ 契約の内容 

家畜診療用車両を納車し、点検及び整備を行い、一切の消耗品を供給し、操

作方法有事の対応方法について指導等を行う。 

３ 家畜診療用車両の仕様等 

ア 自家用小型貨物自動車（バンタイプ）別紙 1-1と同程度のもの。 

イ 自家用普通自動車（コンパクトタイプ）別紙 1-2と同程度のもの。 

４ 責任の所在 

納入する、車両については、物品の製造者の如何にかかわらず、落札者が最

終責任を負うこととする  



 

 

別紙 1-1 

 

家畜診療車両更新に係る納車場所及び納車数量等 

 

１ 納車場所及び納車数量（納車期限） 

納車期限 
自家用貨物自動車(ﾊﾞﾝﾀｲﾌﾟ) 自家用普通自動車(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) 

合計 
県南 中央 県北 大衡 県南 中央 県北 大衡 

2023.4.25 １        １ 

2023.5. 8       １  １ 

2023.5.29        １ １ 

2023.6. 6    １  １   ２ 

2023.6.25 １ １ ２    １  ５ 

2023.7. 2  １       １ 

合計 ２ ２ ２ １  １ ２ １ 11 

 

 

２ 納車場所住所等 

家畜診療センター等 〒 住所 電話番号 担当課 

県南家畜診療センター 989-0731 
白石市福岡深谷字桜丘

前 10 
0224-25-4565 庶務課 

中央家畜診療センター 989-6251 
大崎市古川小野字嵐山

26-1 
0229-28-2581 庶務課 

県北家畜診療センター 987-0611 
登米市中田町浅水字二

号 416 
0220-35-2880 庶務課 

中央家畜診療センター 

大衡支所(家畜診療研修所) 
981-3602 

黒川郡大衡村大衡字平

林 39-4 
022-345-2239 庶務課 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 1-2 

家畜診療車両の仕様等 

 

【自家用小型貨物自動車（バンタイプ）：新車】       宮城県農業共済組合 

リース形態 メンテナンスリース 

リース期間 60ヶ月 

車両 

車種 

国産新車、小型貨物（４ナンバー）、４WD、５ドア、ＡＴ、

総排気量 1.5L 程度、ガソリン駆動、乗車定員５名、全長

4,245mm以下×全高 1,530mm程度、最低地上高 130mm以上、

最小回転半径 4.9m 程度、燃料消費率 14.6 ㎞以上（WLTC

モード） 

仕様 

運転席・助手席エアバック、マニュアルエアコン、パワー

ステアリング、ＵＶカット機能付ウィンドシールドグリー

ンガラス：フロントドアウィンドウ、ＵＶカット機能付プ

ライバシーガラス：リアドアウィンドウ・リアクウォータ

ー・バックドア、パワーウィンドウ（前席＋後席）、衝突

被害軽減ブレーキ、ＥＴＣ車載器、バックモニター、ＧＰ

Ｓナビゲーションシステム、ドライブレコーダー(前後タ

イプ・ＧＰＳ付・駐車監視機能付) 

色 シルバー 

付属品 マット、バイザー、三角停止表示板 

公租 

公課 

自動車税 60ヶ月分 

重量税 期間中発生回数（初度登録時を含む） 

自賠責保険 期間中発生回数（初度登録時を含む） 

登録諸費用 リサイクル費含む(初度登録時） 

取得税 （初度登録時） 

任意保険 期間中付保分 

メンテ 

ナンス 

サービ

ス 

月間走行 

距離 

3，000km（満了時、走行距離が超過している場合の精算は

しないものとする） 

スケジュール

点検 

2 ヶ月毎に実施（６ケ月法定点検とほぼ同項目についての

点検・チェック） 

法定定期 

点検整備 
６ヶ月毎の法定定期点検の実施 



 

 

継続車検 点検・整備及び関連する検査手続一切の実施 

消耗品の 

交換・補充 

走行距離及び経過期間などの所定の基準で下記の部品の

交換及び補充の実施 

エンジンオイル（7,000km もしくは半年のいずれか早い

方での交換）、オイルフィルター、ドレーンボルト、Ｃ

ＶＴフルード、ブレーキ液、ディスクパッド、エアーエ

レメント、エアコンガス、バッテリー液、ワイパー、冬

用ブレードの交換必要、ランプ類、ウオッシャー液等 

バッテリー 

交換 

走行距離に応じ、最長 3年経過で交換（不注意によるバッ

テリーあがりは除く） 

タイヤ交換 
夏タイヤ、冬タイヤについて、ホイル付きで必要本数、パ

ンク修理及びタイヤ保管含む 

故障修理 
正常な使用中に発生した故障の修理及び部品の交換、ロー

ドサービスを含む 

代車 
法定定期点検、継続車検、故障修理に初日より提供（スケ

ジュール点検時は不要） 

メンテナンス工場 

県南家畜診療センター     ：宮城トヨタ 白石 

中央家畜診療センター     ：宮城トヨタ 古川 

県北家畜診療センター     ：宮城トヨタ 佐沼 

中央家畜診療センター大衡支所 ：宮城トヨタ 大和 

（家畜診療研修所） 

付帯 

サービ

ス 

安全運転 

啓発活動 
事故実績に基づく安全運転講習会の実施 （1回／年程度） 

データ管理 

システム 

事故情報（※）の管理分析が可能な車両データ（※）管理

webシステムの無償提供 

※ 事故情報とは、車両情報（運転者、所属、登録番号、

車名）、事故状況（事故発生日時・場所、事故種類、原

因、状況詳細、相手側情報、修理工場）を含む。 

※ 車両データとは、車両内容、車検証内容、走行距離、

メンテナンス工場、契約内容、整備情報（予定・実績）

を含む。 

※事故発生時のドライブレコーダー解析。 

任意 

保険 

保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

幹事 

代理店 
有限会社菅原保険コンサルタント 

保険種類 タフビズ事業用自動車総合保険 



 

 

 

 

対人賠償 無制限 対人臨時費用特約あり 

対物賠償 無制限 
対物免責０円、対物超過修理費用

特約あり 

人身傷害 無制限 
無保険車傷害 2 億円限度自動付

帯 

搭乗者傷害 500万円 
日数払い（入院日額 7,500円・通

院日額 5,000円） 

保険形態 フリート 

優良割引 30％、10台以上＋5%引 

※契約後、更改により保険割引率

等が変わった場合は、リース料金

の変更を認める 

車両保険 

種類 
一般補償 *1 

全損時諸費用保険、地震等補償な

し、免責：5万円 

特約 

対人臨時費用特約 

対物超過修理費用特約 

全損時諸費用保険 

弁護士費用等特約 

＊1 車両価格に応じて保険会社が指定する最高額を設定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

家畜診療車両の仕様等 

 

【自家用普通自動車（コンパクトタイプ）：新車】       宮城県農業共済組合 

リース形態 メンテナンスリース 

リース期間 60ヶ月 

車両 

車種 

国産新車、小型貨物（５ナンバーコンパクト型）、４WD、

５ドア、ＣＶＴ、総排気量 1.0L 程度、ガソリン駆動、乗

車定員５名、開放型ラゲッジ、室内高 1,355㎜以上、全長

3,700mm以下×全高 1,735mm程度、最低地上高 130mm以上、

最小回転半径 4.6m 以下、燃料消費率 16.8 ㎞以上（WLTC

モード） 

仕様 

運転席・助手席エアバック、マニュアルエアコン、ＡＭＦ

Ｍラジオ、パワーステアリング、ＵＶカット機能付ウィン

ドシールドグリーンガラス：フロントドアウィンドウ・フ

ロントクウォーター、ＵＶカット機能付プライバシーガラ

ス：リアドアウィンドウ・リアクウォーター・バックドア、

パワーウィンドウ（前席＋後席）、衝突被害軽減ブレーキ、

ＥＴＣ車載器、バックモニター、ＧＰＳナビゲーションシ

ステム、ドライブレコーダー(前後タイプ・ＧＰＳ付・駐

車監視機能付) 

色 シルバー 

付属品 マット、バイザー、三角停止表示板 

公租 

公課 

自動車税 60ヶ月分 

重量税 期間中発生回数（初度登録時を含む） 

自賠責保険 期間中発生回数（初度登録時を含む） 

登録諸費用 リサイクル費含む(初度登録時） 

取得税 （初度登録時） 

任意保険 期間中付保分 

メンテ 

ナンス 

サービ

ス 

月間走行 

距離 

3，000km（満了時、走行距離が超過している場合の精算は

しないものとする） 

スケジュール

点検 

2 ヶ月毎に実施（６ケ月法定点検とほぼ同項目についての

点検・チェック） 



 

 

法定定期 

点検整備 
６ヶ月毎の法定定期点検の実施 

継続車検 点検・整備及び関連する検査手続一切の実施 

消耗品の 

交換・補充 

走行距離及び経過期間などの所定の基準で下記の部品の

交換及び補充の実施 

エンジンオイル（7,000km もしくは半年のいずれか早い

方での交換）、オイルフィルター、ドレーンボルト、Ａ

Ｔフルード、ブレーキ液、ディスクパッド、エアーエレ

メント、エアコンガス、バッテリー液、ワイパー、冬用

ブレードの交換必要、ランプ類、ウオッシャー液等 

バッテリー 

交換 

走行距離に応じ、最長 3年経過で交換（不注意によるバッ

テリーあがりは除く） 

タイヤ交換 
夏タイヤ、冬タイヤについて、ホイル付きで必要本数、パ

ンク修理及びタイヤ保管含む 

故障修理 
正常な使用中に発生した故障の修理及び部品の交換、ロー

ドサービスを含む 

代車 
法定定期点検、継続車検、故障修理に初日より提供（スケ

ジュール点検時は不要） 

メンテナンス工場 

県南家畜診療センター     ：宮城トヨタ 白石 

中央家畜診療センター     ：宮城トヨタ 古川 

県北家畜診療センター     ：宮城トヨタ 佐沼 

中央家畜診療センター大衡支所 ：宮城トヨタ 大和 

（家畜診療研修所） 

 

 

付帯 

サービ

ス 

安全運転 

啓発活動 
事故実績に基づく安全運転講習会の実施 （1回／年程度） 

データ管理 

システム 

事故情報（※）の管理分析が可能な車両データ（※）管理

webシステムの無償提供 

※ 事故情報とは、車両情報（運転者、所属、登録番号、

車名）、事故状況（事故発生日時・場所、事故種類、原

因、状況詳細、相手側情報、修理工場）を含む。 

※ 車両データとは、車両内容、車検証内容、走行距離、

メンテナンス工場、契約内容、整備情報（予定・実績）

を含む。 

※事故発生時のドライブレコーダー解析。 

任意 

保険 

保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

幹事 有限会社菅原保険コンサルタント 



 

 

代理店 

保険種類 タフビズ事業用自動車総合保険 

 

 

対人賠償 無制限 対人臨時費用特約あり 

対物賠償 無制限 
対物免責０円、対物超過修理費用

特約あり 

人身傷害 無制限 
無保険車傷害 2 億円限度自動付

帯 

搭乗者傷害 500万円 
日数払い（入院日額 7,500円・通

院日額 5,000円） 

保険形態 フリート 

優良割引 30％、10台以上＋5%引 

※契約後、更改により保険割引率

等が変わった場合は、リース料金

の変更を認める 

車両保険 

種類 
一般補償 *1 

全損時諸費用保険、地震等補償な

し、免責：5万円 

特約 

対人臨時費用特約 

対物超過修理費用特約 

全損時諸費用保険 

弁護士費用等特約 

＊1 車両価格に応じて保険会社が指定する最高額を設定いたします。 

 

                                                                                     


