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ここに明記されていない事項については、発注者と物品供給人が協議の上、決定するものとす
る。
記
１ 道が交換により取得する車両
車体の形状
貨物兼乗用自動車（バンタイプ）
年式
令和２年式（新規登録に限る）
駆動方式
４ＷＤ
変速機
ＡＴ（４速以上）又はＣＶＴ
乗車定員
５名以上
車輌総重量
２トン未満
総排気量
1,400cc 以上 2,000cc 未満
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン
表１の当該区分の排出ガス基準に適合し、表２の当該区分の
環境対応
燃費基準値を満たすこと。
車体色
ホワイト又はシルバー系
ＡＢＳ
エアバッグ（運転席・助手席）
パワーステアリング
ワイヤレスドアロックリモコン
カークロック
集中ドアロック（バックドア連動）
ハイマウントストップランプ
装備品及び付属品
サンバイザー（運転席・助手席）
リヤワイパー
エアコン
ＡＭ／ＦＭラジオ
標準工具（一式）
スタッドレスタイヤ（ホイール含む）４本
スペアタイヤ（１本）
寒冷地仕様車であること。
「道路運送車両法の保安基準」により取付を義務付けられて
いる装備については、当然に取り付けられているものである
その他
こと。
登録に要する自賠責保険料、自動車重量税及びリサイクル費
用は契約者が代納し、交換差金とともに請求すること。
数量
１台
オホーツク総合振興局東部森林室（北見市青葉町２番 10 号）
納入場所

（別紙）

２ 道が交換により引き渡す車両
(１)その１
登録番号
北見 400 さ 28
車体の形状
貨物兼乗用自動車
メーカー名及び車種名
三菱 リベロカーゴバン
車台番号
ＣＤ８Ｖ－０５０１３８４
年式
平成１１年式（ＫＡ－ＣＤ８Ｖ）
排気量
1,990cc
走行距離
120,570 ㎞（令和２年５月 31 日現在）
車検有効期間満了日
令和２年５月 17 日
自賠責保険有効期間満了日 令和２年６月 18 日
数量
１台
特記事項
バッテリー切れ状態のため走行不能
引渡場所
オホーツク総合振興局東部森林室（北見市青葉町２番 10 号）
(２)その２
登録番号
車体の形状
メーカー名及び車種名
車台番号
年式
排気量
走行距離
車検有効期間満了日
自賠責保険有効期間満了日
数量
引渡場所

北見 400 さ 29
貨物兼乗用自動車
三菱 リベロカーゴバン
ＣＤ８Ｖ－０５０１３９３
平成１１年式（ＫＡ－ＣＤ８Ｖ）
1,990cc
152,832 ㎞（令和２年５月 31 日現在）
令和２年５月 17 日
令和２年６月 18 日
１台
オホーツク総合振興局東部森林室（北見市青葉町２番 10 号）

(３)その３
登録番号
車体の形状
メーカー名及び車種名
車台番号
年式
排気量
走行距離
車検有効期間満了日
自賠責保険有効期間満了日
数量
引渡場所

北見 45 そ 218
貨物兼乗用自動車
トヨタ スプリンターバン
ＣＥ１０５－０００１１８９
平成１０年式（ＫＥ－ＣＥ１０５Ｖ）
2,180cc
145,358 ㎞（令和２年５月 31 日現在）
令和２年６月 12 日
令和２年６月 25 日
１台
オホーツク総合振興局東部森林室（北見市青葉町２番 10 号）
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＜表１ ガソリン自動車又は LP ガス自動車に係る排出ガス基準＞
区
分
一酸化炭素
非メタン炭化水素
窒素酸化物
0.025g/km 以下
0.025g/km 以下
小型バス(1.7t 以下) JC08 モード 1.15g/km 以下
軽量貨物車
WLTC モード 1.15g/km 以下
0.05g/km 以下
0.025g/km 以下
JC08 モード 2.55g/km 以下
0.025g/km 以下
0.035g/km 以下
小型バス(1.7t 超)
中量貨物車
WLTC モード 2.55g/km 以下
0.075g/km 以下
0.035g/km 以下
備考）１ 粒子状物質については、排出がないとみなされる程度であること。
２ 「軽量貨物車」とは、車両総重量 1.7t 以下の貨物自動車をいう。以下同じ。
３ 「中量貨物車」とは、車輌総重量 1.7t 超 3.5t 以下の貨物自動車をいう。以下同じ。
４ 排出ガスの測定モードに即し JC08 モード又は WLTC モードのいずれかを満たすこと。

＜表２ ガソリン小型貨物車に係る JC08 モード燃費基準＞
区
分
自動車の種別
変速装置の方式
車両重量
1,081kg 未満
軽量貨物車
1,081kg 以上 1,196kg 未満
1,196kg 以上
1,311kg 未満
1,311kg 以上
1,311kg 未満
手動式以外のもの
中量貨物車

1,311kg 以上 1,421kg 未満
1,421kg 以上 1,531kg 未満
1,531kg 以上 1,651kg 未満
1,651kg 以上
1,651kg 以上 1,761kg 未満
1,761kg 以上 1,871kg 未満
1,871kg 以上

自動車の構造

構造Ａ
構造Ｂ１
構造Ｂ２
構造Ｂ１
構造Ｂ２
構造Ｂ１
構造Ｂ２
構造Ｂ１
構造Ｂ２
構造Ｂ２
構造Ｂ１

燃費基準値
17.4km/L 以上
15.8km/L 以上
14.7km/L 以上
13.3km/L 以上
12.7km/L 以上
10.9km/L 以上
10.5km/L 以上
9.8km/L 以上
9.7km/L 以上
9.6km/L 以上
8.9km/L 以上
9.4km/L 以上
8.6km/L 以上
7.9km/L 以上
9.1km/L 以上
8.8km/L 以上
8.5km/L 以上

