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平成31年度 一般会計    歳出   第８款１項２目  12節役務費（６）保険料 

一般会計    歳出   第８款２項３目  12節役務費（６）保険料 

一般会計  歳出  第８款２項４目 12節役務費（６）保険料 

一般会計    歳出   第８款３項１目  12節役務費（６）保険料 

一般会計    歳出   第８款４項１目  12節役務費（６）保険料 

一般会計    歳出   第８款４項２目  12節役務費（６）保険料 

一般会計    歳出   第８款４項３目  12節役務費（６）保険料 

一般会計    歳出   第８款５項１目  12節役務費（６）保険料 

一般会計    歳出   第８款５項２目  12節役務費（６）保険料 

一般会計    歳出   第８款６項１目  12節役務費（６）保険料 

みどり保全創造事業費会計 歳出   第１款２項１目  12節役務費（６）保険料 

みどり保全創造事業費会計 歳出   第１款２項３目  12節役務費（６）保険料 

下水道事業資本的支出 第１款１項１目  32節 保険料 

下水道事業収益的支出 第１款１項２目  32節 保険料 

下水道事業収益的支出 第１款１項３目  32節 保険料 

受付 

番号 

種 目 番 号 

 

連絡先 

担当 

    総務課    
ふ り が な

担当者名 矢野
や の

 佳奈
か な

 

                                 電 話     671-2480 

 

                          設            計            書 

  

１ 業務名  平成31年度環境創造局・温暖化対策統括本部自動車 

保険契約     

 

 ２ 履 行 場 所         環境創造局総務課                 

 

 ３ 履行期間            ■期間  平成31年7月1日午後４時から平成32年7月1日午後４時まで 

    又は期限        □期限 平成  年  月  日 まで             

 

 ４ 契約区分       ■確定契約           □ 概算契約          

 ５ そ の 他 特 約 事 項                                   

                                           

                                                                                   

 ６ 現 場 説 明           ■ 不要  

□ 要  （  月  日  時  分  場所                ） 

 ７ 業務概要 

           環境創造局及び温暖化対策統括本部の庁用自動車に係る自動車任意保 

険の契約                             
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 ８ 部 分 払         

 

       □ す る （    回以内） 

 

       ■ しない 

                                    部 分 払 の 基 準            

業 務 内 容         
履  行 

予定月 
数  量 単 位 単   価 金    額 

      

      

      

      

      

      

      

                         ※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含む金額 

                           ※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。 

 

 

 

 

     業務代金額 

      非課税     ￥                    
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                                 内    訳    書 

 

名      称 形状寸法等  数  量 単位 
 単 価 

     (円) 
  金    額  

           (円) 
摘    要 

平成31年度 

環境創造局・温暖化

対策統括本部 

自動車保険契約 

 
1 件   

 

       

       

       

       

       

       

 

        
      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む 

                                       



平成 31年度環境創造局・温暖化対策統括本部自動車保険 仕様書 

 

１ 契約対象自動車（別紙一覧表のとおり） 

自動車台数 合計 ９６台 

 

２ 契約方法 

入札書を徴収し、予定価格の範囲内であった場合に相手方として決定する。 

参加条件については、損害賠償が発生した際、自ら相手方に対して迅速かつ適切に損害賠償す

る能力を有すること。 

 

３ 保険期間 

  平成 31年７月１日 午後４時から平成 32月７月１日 午後４時まで 

   

４ 保険契約の内容 

（１）対人賠償保険金額   無制限 

対物賠償保険金額   無制限 

搭乗者傷害保険（下記２台のみ） 1,000万円（免責なし。１事故ごとの限度額） 

№ 用途車種 登録番号 車台番号 型式 

34 普通乗用 ３０４さ９１７８ JPD10-0001063 ZBA-JPD10 

35 普通乗用 ３５１ら４５８０ ZC4-3200003 ZBA- ＺＣ４ 

示談代行業務及び示談支援業務 

 

  （２）人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険（上記（１）に記載の２台を除く）、無保険者傷害保険、

自損事故保険、車両保険、対人臨時費用及び対物臨時費用は不担保とする。 

    飲酒運転、麻薬等運転、公務外（通勤を含む私的利用）の運転中の事故については、補償

対象外とする。ただし、補償対象外とすることにより、法令や各保険会社の規定及び約款に

抵触する場合等はこの限りでない。 

 

（３）下記の条件については、不担保とする特約等を付帯することができる。 

   ア 無免許運転（免許不携帯を除く）の事故 

   イ 臨時代替自動車担保特約 

   ウ 契約対象自動車が盗難にあった場合等を除き、横浜市職員（嘱託員・アルバイトを含む）

以外の者が運転中の事故 

  エ ロードサービス 

 

（４）事故への対応にあたっては、横浜市と契約した保険会社が横浜市に対して支払責任を負う

限度において、保険会社の費用により、事故受付等の初期対応から示談の成立その他横浜市

の負担する損害賠償責任の内容を確定するために必要な用務を行うこと。 

 

（５）保険期間内に発生した事故については、保険期間の満了後も、示談の成立その他横浜市の

負担する損害賠償責任の内容を確定まで保険期間と同様に対応すること。 



 

５ 保険契約の条件 

（１）補償の範囲を縮小しないこと。 

（２）事故の受付を時刻、曜日等にかかわらず行うこと。 

（３）事故に対応する過程で横浜市と連絡調整を行う窓口は、事故ごとに１か所とすること。 

（４）横浜市が負担する損害賠償責任の内容を確定するための用務の進捗状況について、随時又

は定期的に報告すること。また、必要に応じて書類（経過報告書・損害賠償額の根拠となる

資料等）の提出を行うこと。 

（５）示談締結前に、当局担当者へ示談書と損害賠償額の根拠となる資料を提出し、確認を得る

こと。また、示談締結後は、速やかに当局保管分の示談書を提出すること。 

（６）保険適用対象外の事例が発生した場合には、当該示談交渉等に対して支援を行うこと。 

（７）保険期間中の減車等により還付の必要が生じた場合には、保険料の減少額を算出し、横浜

市が送付する納入通知書で速やかに納付すること。 

   なお、減車についての通知は、横浜市から随時又は定期的に行うものとする。 

 （８）保険期間が満了したときは、保険期間中に受け付けた事故について、対人・対物の別及び

対応結果（保険金の支払日、支払先、金額等）を記載した実績報告書を提出すること。 

 

６ 個人情報 

（１）個人情報の取り扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

（２）取り扱いにあたっては、作業場所を特定するとともに、個人情報の無断持出禁止を徹底す

ること。 

（３）従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、並びに、従事者がお

うべき横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容、及び民事上の責任について

の研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書（様式１）及び研修実施報告書（様式２）を

横浜市長に提出すること。 

（４）研修は、契約を締結してから２週間以内に実施し、実施後１週間以内に、誓約書、研修実

施報告書を提出すること。 

 

７ 一般事項 

  本委託事項は横浜市契約規則を準用し、設計書、仕様書等の該当事項を全部含むものとする。 

  本委託事項について疑義を生じた場合には、本市職員の指示を受けること。 



平成３１年度　任意保険加入車両一覧表 【参考】車両別内訳

所属名 用途車種 車種co 登録番号 車台番号 型式 メーカー等 初年度登録 会計 執行予定科目 事業コード 事業名 備考

1 北部下水道建設事務所 小型乗用 5 ５０４み１９７５ M20-018684 DBA-M20 日産 平成27年3月2日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

2 北部下水道建設事務所 小型乗用 5 ５０５す８７３４ ZGE25-6011634 DBA-ZGE25G トヨタ 平成29年2月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

3 北部下水道建設事務所 小型乗用 5 ５３１む２０２８ ＭＢ３６Ｓ－１５１７６２ ＤＡＡ－ＭＢ３６Ｓ 三菱 平成29年8月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

4 北部下水道建設事務所 軽貨物 3 ４８３い２０８１ U68V-0500605 ZAB-U68V 三菱 平成30年8月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

5 北部下水道建設事務所 原付 7 保土ヶ谷区つ６２１２ UA07J-018349 JBH-UA07J ヤマハ 平成29年3月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

6 南部下水道建設事務所 小型乗用 5 ５０４み１９７４ Y12-181404 DBA-Y12 日産 平成27年3月2日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

7 南部下水道建設事務所 普通乗用 4 ３０４ま１１０４ ZVW52-3073196 DLA-ZVW52 トヨタ 平成30年3月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

8 南部下水道建設事務所 小型乗用 5 ５０４ゆ２４０７ K13-060775 DBA-K13 日産 平成28年3月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

9 南部下水道建設事務所 小型乗用 5 ５３１さ２０２９ ＭＢ３６Ｓ－１５１３００ ＤＡＡ－ＭＢ３６Ｓ 三菱 平成29年8月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

10 南部下水道建設事務所 軽貨物 3 ４８３あ２０８２ U68V-0500613 ZAB-U68V 三菱 平成30年8月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

11 南部下水道建設事務所 原付 7 栄区く５３１０ UA07J-018354 JBH-UA07J ヤマハ 平成29年3月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

12 南部下水道建設事務所 原付 7 栄区く５３１1 UA07J-018355 JBH-UA07J ヤマハ 平成29年3月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

13 下水道設備課工事事務所 軽貨物 3 ４８０ち４２７９ DA17V-198084 HBD-DA17V スズキ 平成28年11月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

14 下水道設備課工事事務所 小型乗用 5 ５０５さ８６１３ MA36S-122299 DAA-MA36S スズキ 平成28年11月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

15 下水道設備課工事事務所 普通乗用 4 ３３０ね２０９０ ZE1-017417 ZAA-ZE1 ニッサン 平成30年10月1日 下水道事業会計 (81)１款１項１目下水道整備費　３２ 事務費

16 北部第一水再生センター 小型貨物 2 ４００ほ９７１７ VR2E26-028996 CBF-VR2E26 日産 平成27年12月1日 下水道事業会計 (80)１款１項２目ポンプ場費３２節保険料 ポンプ場事業

17 神奈川水再生センター 小型乗用 5 ５０５す２２６２ ZRR80-0269295 DBA-ZRR80G トヨタ 平成28年12月1日 下水道事業会計 (80)１款１項２目ポンプ場費３２節保険料 ポンプ場事業

18 南部水再生センター 小型貨物 2 ４３０さ２０８９ SQ1F24-662013 CBF-ASQ1F24 いすゞ 平成30年10月1日 下水道事業会計 (80)１款１項２目ポンプ場費３２節保険料 ポンプ場事業

19 港北水再生センター 小型乗用 5 ５０４め９６５５ C26-084737 DBA-C26 日産 平成27年11月2日 下水道事業会計 (80)１款１項２目ポンプ場費３２節保険料 ポンプ場事業

20 南部下水道センター 小型乗用 5 ５０５せ４３５１ C27-000657 DBA-C27 日産 平成29年3月21日 下水道事業会計 (80)１款１項２目ポンプ場費３２節保険料 ポンプ場事業

21 北部下水道センター 小型乗用 5 ５０５と９８６７ ZWR80-0356825 DAA-ZWR80G トヨタ 平成30年12月5日 下水道事業会計 (80)１款１項２目ポンプ場費３２節保険料 ポンプ場事業

22 中部水再生センター 軽貨物 3 ４８０せ８９７０ S321V-0222312 EBD-S321V ダイハツ 平成26年8月1日 下水道事業会計 (80)１款１項３目処理場費３２節保険料 水再生センター事業

23 栄水再生センター 小型乗用 5 ５０４み６４９１ C26-083632 DBA-C26 日産 平成27年4月1日 下水道事業会計 (80)１款１項３目処理場費３２節保険料 水再生センター事業

24 南部下水道センター 小型乗用 5 ７１ら６６９３ GS130-1032106 E-GS130G トヨタ 平成7年8月4日 下水道事業会計 (80)１款１項３目処理場費３２節保険料 水再生センター事業

25 緑地保全推進課 小型乗用 5 ５０５す９２３４ ZWR80-0233451 DAA-ZWR80G トヨタ 平成29年2月7日 みどり保全創造事業費 １款２項１目樹林地保全費　12(6) 213286
緑地保全制度による指定の拡大・
市による買取り事業費（単独）事務

26 緑地保全推進課 軽乗用 6 ５８１き２６５６ MH55S-187305 DAA-MH55S スズキ 平成30年2月1日 みどり保全創造事業費 １款２項１目樹林地保全費　12(6) 213286
緑地保全制度による指定の拡大・
市による買取り事業費（単独）事務

27 緑地保全推進課 小型乗用 5 ５０４ひ１６３１ Y12-167155 DBA-Y12 日産・ウィングロード 平成26年3月13日 みどり保全創造事業費 １款２項１目樹林地保全費　12(6) 213286
緑地保全制度による指定の拡大・
市による買取り事業費（単独）事務

28 みどりアップ推進課 小型乗用 5 ５３２せ２１０４ GP5-1337512 DAA-GP5 ホンダ 平成31年2月1日 みどり保全創造事業費 １款２項３目緑化推進費　12(6) 211287 まちなかでの緑の創出・育成事業

29 地籍調査課 小型乗用 5 ５０４す２２４６ M502E-0015124 CBA-M502E トヨタ 平成23年3月1日 一般 ８款１項２目地籍調査費　12(6) 011204 地籍調査事業

30 地籍調査課 小型乗用 5 ５０４す２２６１ K13-003633 DBA-K13 日産 平成23年3月1日 一般 ８款１項２目地籍調査費　12(6) 011204 地籍調査事業

31 環境科学研究所 小型乗用 5 ５０４せ２２２７ ZRR70-0413927 DBA-ZRR70G トヨタ 平成23年6月1日 一般 ８款２項３目環境科学研究費　12(6) 061212 管理運営費

32 プロジェクト推進課 原付 7 金沢区す2105 595151013202070 EV-R55 プロッツア 平成22年11月26日 一般 ８款２項４目温暖化対策費　12(6) 361101  横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）

33 プロジェクト推進課 原付 7 金沢区す2106 595151013202074 EV-R55 プロッツア 平成22年11月26日 一般 ８款２項４目温暖化対策費　12(6) 361101  横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）

34 環境エネルギー課※ 普通乗用 4 ３０４さ９１７８ JPD10-0001063 ZBA-JPD10 トヨタ 平成27年2月27日 一般 ８款３項１目環境保全事業費　12(6) 064207 次世代自動車普及促進事業 ※搭乗者保険あり

35 環境エネルギー課※ 普通乗用 4 ３５１ら４５８０ ZC4-3200003 ZBA-ZC4 ホンダ 平成31年3月22日 一般 ８款３項１目環境保全事業費　12(6) 064207 次世代自動車普及促進事業 ※搭乗者保険あり

36 環境管理課 普通乗用 4 ３０４む１１２４ ZE1-025358 ZAA-ZE1 ニッサン 平成30年7月2日 一般 ８款３項１目環境保全事業費　12(6) 011208 環境保全管理費

37 環境活動支援センター 軽貨物 3 ４８０た４３７７ DR16T-243127 EBD-DR16T 日産 平成27年12月17日 一般 ８款４項１目環境活動事業費　12(6) 081220 環境活動支援センター管理運営費

38 環境活動支援センター 軽貨物 3 ４８０き４９０５ Ｕ７１Ｖ－０４１１３７３ GBD-U71V 日産 平成21年1月6日 一般 ８款４項１目環境活動事業費　12(6) 081220 環境活動支援センター管理運営費

39 環境活動支援センター 軽乗用 6 ５０ほ５５８８ H81W-0315516 LA-H81W 三菱 平成14年11月1日 一般 ８款４項１目環境活動事業費　12(6) 081220 環境活動支援センター管理運営費

40 環境活動支援センター 小型貨物 2 ４６や１９０１ VTE24-060388 GB-VTE24 日産 平成9年9月29日 一般 ８款４項１目環境活動事業費　12(6) 081220 環境活動支援センター管理運営費

41 環境活動支援センター 小型乗用 5 ５０１そ９７８３ BJ5W-304558 LA-BJ５W マツダ 平成13年3月19日 一般 ８款４項１目環境活動事業費　12(6) 081220 環境活動支援センター管理運営費

42 環境活動支援センター 軽貨物 3 ４８０た８１８８ DA16T-276996 EBD-DA16T スズキ 平成28年4月19日 一般 ８款４項１目環境活動事業費　12(6) 081220 環境活動支援センター管理運営費

43 農政推進課 小型乗用 5 ５０５つ１９８８ ZWR80-0304370 DAA-ZWR80G トヨタ 平成30年3月1日 一般 ８款４項２目農政推進費  12(6) 151215 農政推進事業費

44 北部農政事務所 軽乗用 6 ５８０の３２３７ L285Ｆ－1501584 DBA-L285F スバル 平成24年8月1日 一般 ８款４項２目農政推進費　12(6) 151215 農政推進事業費

45 北部農政事務所 小型乗用 5 ５０４て８７３７ ＮＳＰ120-2035837 DBA-NSP120 トヨタ 平成24年8月1日 一般 ８款４項２目農政推進費　12(6) 151215 農政推進事業費

46 北部農政事務所 小型貨物 2 ４６む４５００ K4F23031552 GB-SK4F23 日産 平成8年5月30日 一般 ８款４項２目農政推進費　12(6) 151215 農政推進事業費

47 北部農政事務所 小型乗用 5 ５３１め２０２５ NSP170-7114048 DBA-NSP170G トヨタ 平成29年7月3日 一般 ８款４項２目農政推進費　12(6) 151215 農政推進事業費

48 北部農政事務所 小型乗用 5 ５３１ゆ２０２６ NSP130-2266541 DBA-NSP130 トヨタ 平成29年7月3日 一般 ８款４項２目農政推進費　12(6) 151215 農政推進事業費

49 北部農政事務所 小型乗用 5 ５３０な２０９５ HD4W-0000220 ZAA-HD4W 三菱 平成30年12月3日 一般 ８款４項２目農政推進費　12(6) 151215 農政推進事業費
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50 南部農政事務所 軽乗用 6 ５８１い２３８８ LA300S-1393977 DBA-LA300S ダイハツ 平成28年10月3日 一般 ８款４項２目農政推進費　12(6) 151215 農政推進事業費

51 南部農政事務所 小型乗用 5 ５０４ね４８３７ ZRR70-0575672 DBA-ZRR70G トヨタ 平成25年8月1日 一般 ８款４項２目農政推進費　12(6) 151215 農政推進事業費

52 南部農政事務所 小型乗用 5 ５０５つ１９８７ NSP170-7143638 DBA-NSP170G トヨタ 平成30年3月1日 一般 ８款４項２目農政推進費　12(6) 151215 農政推進事業費

53 南部農政事務所 軽乗用 6 ５８０ま４１８９ JB23W-705396 ABA-JB23W スズキ・ジムニー 平成26年3月3日 一般 ８款４項２目農政推進費　12(6) 151215 農政推進事業費

54 南部農政事務所 小型乗用 5 ５０４ひ３６７ K13-047271 DBA-K13 日産・マーチ 平成26年3月3日 一般 ８款４項２目農政推進費　12(6) 151215 農政推進事業費

55 農業振興課 軽貨物 3 ４８０そ４３３７ DA64V-874019 HBD-DA64V スズキ 平成27年2月2日 一般 ８款４項３目農業振興費　12(6) 011216 農業振興事業費

56 公園緑地維持課 小型乗用 5 ５０５せ２２２５ ZGE25-6011720 DBA-ZGE25G トヨタ 平成29年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 053285 公園愛護会活動支援事業

57 公園緑地維持課 小型貨物 2 ４００ま８２１３ NJR85-7059760 TPG-NJR85AD いすゞ 平成29年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 053285 公園愛護会活動支援事業

58 北部公園緑地事務所 小型貨物 2 ４００ま８２１４ NJS85-7005885 TPG-NJS85AN いすゞ 平成29年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

59 北部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０た２０６０ DA16T-221715 EBD-DA16T スズキ 平成27年10月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

60 北部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０た２０６１ DA16T-222420 EBD-DA16T スズキ 平成27年10月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

61 北部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０た２０６２ DA16T-222053 EBD-DA16T スズキ 平成27年10月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

62 北部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０た２０６３ DA16T-215641 EBD-DA16T スズキ 平成27年10月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

63 北部公園緑地事務所 原付 7 旭区け８３３９ C50-0226074 1-1169 ホンダ 平成4年12月25日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

64 北部公園緑地事務所 小型貨物 2 ４００み４６６９ NJS85-7006918 TPG-NJS85AN いすゞ 平成30年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

65 北部公園緑地事務所 軽乗用 6 ５８０む４１７５ JB23W-730258 ABA-JB23W スズキ 平成26年9月17日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

66 北部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０た６４５２ DA16T-263283 EBD-DA16T スズキ 平成28年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

67 北部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０た６４５８ DA17V-806560 EBD-DA17V スズキ 平成28年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

68 北部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０た６４３７ S510P-0083370 EBD-S510P ダイハツ 平成28年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

69 北部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８３き２１１１ U68V－0500817 ZAB-U68V 三菱 平成31年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

70 北部公園緑地事務所 普通乗用 4 ３３１や２１０９ ZE1-053107 ZAA-ZE1 日産 平成31年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

71 北部公園緑地事務所 普通乗用 4 ３３４ね２１１０ GG3W-0604712 5LA-GG3W 三菱 平成31年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

72 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０た６４５１ DA16T-263050 EBD-DA16T スズキ 平成28年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

73 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０た６４５７ DA17V-163123 HBD-DA17V スズキ 平成28年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

74 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０さ８３９１ DA63T-793969 EBD-DA63T スズキ 平成24年10月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

75 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０さ８３９３ DA63T-794473 EBD-DA63T スズキ 平成24年10月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

76 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０さ８３９５ DA63T-793456 EBD-DA63T スズキ 平成24年10月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

77 南部公園緑地事務所 小型貨物 2 ４００み４６５１ TRY230-0129810 ABF-TRY230 トヨタ 平成30年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

78 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０た６４６７ DA16T-263972 EBD-DA16T スズキ 平成28年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

79 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０ち３２３５ DA16T-303404 EBD-DA16T スズキ 平成28年10月3日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

80 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０ち３２３６ DA16T-303317 EBD-DA16T スズキ 平成28年10月3日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

81 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８３い２０２３ DA16T-320227 EBD-DA16T スズキ 平成29年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

82 南部公園緑地事務所 小型貨物 2 ４００ま７６５６ NJS85-7005734 ＴＰＧ-ＮＪＳ85ＡＮ いすゞ 平成29年2月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

83 南部公園緑地事務所 小型貨物 2 ４００ま７２９ NJR85-7051397 TPG-NJR85AD いすゞ 平成28年2月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

84 南部公園緑地事務所 小型貨物 2 ４００ま７６５７ NJS85-7005741 ＴＰＧ-ＮＪＳ85ＡＮ いすゞ 平成29年2月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

85 南部公園緑地事務所 小型乗用 5 ５０５せ２２２４ ZRR80-0290864 DBA-ZRR80G トヨタ 平成29年3月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

86 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８３あ２０７６ U68V-0500597 ZAB-U68V 三菱 平成30年7月2日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

87 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８３い２０７７ S331B-0017046 HBD-S331B スバル 平成30年7月2日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

88 南部公園緑地事務所 普通乗用 4 ３３０も２０７８ ZE1-020591 ZAA-ZE1 ニッサン 平成30年7月2日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

89 南部公園緑地事務所 小型乗用 5 ５３０に２０７４ ZRR80-0433081 DBA-ZRR80G トヨタ 平成30年7月2日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

90 南部公園緑地事務所 小型乗用 5 ５３０は２０７５ NSP130-2287089 DBA-NSP130 トヨタ 平成30年7月2日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

91 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０て６２２８ DA16T-427823 EBD-DA16T スズキ 平成30年10月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

92 南部公園緑地事務所 軽貨物 3 ４８０て６２２９ DA16T-420044 EBD-DA16T スズキ 平成30年10月1日 一般 ８款５項１目公園緑地管理費　12(6) 011292 公園維持管理事業費

93 繁殖センター 軽貨物 3 ４８０つ８１０９ U68V-0500514 ZAB-U68V 三菱 平成30年2月1日 一般 ８款５項２目動物園費　　　　　12(6) 033295 繁殖センター管理運営費

94 公園緑地整備課 小型乗用 5 ５０４も６１３２ GB3-1640444 DBA-GB3 ホンダ 平成28年1月4日 一般 ８款６項１目公園緑地整備費　12(6) 034228 公園緑地整備費

95 公園緑地整備課 小型乗用 5 ５０４む５９０８ Z12-303923 DBA-Z12 日産 平成27年7月1日 一般 ８款６項１目公園緑地整備費　12(6) 034228 公園緑地整備費

96 公園緑地整備課 小型乗用 5 ５０５す２２６４ C27-000763 DBA-C27 日産 平成28年12月1日 一般 ８款６項１目公園緑地整備費　12(6) 034228 公園緑地整備費



個人情報取扱特記事項 

 

（平成27年10月） 
 

 （個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの契約において個人情報（特定個人情報を含む。

以下同じ。）を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情報の保護の重要性を認

識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情

報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等（特定個人情報を取り扱わせる

者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及

び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に

関する条例を含む。以下同じ。）を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人

情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防

止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委

託者に通知しなければならない。 

３ 受託者は、第１項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管す

る場所（以下「作業場所」という。）において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対

策を講じなければならない。 

４ 受託者は、委託業務に着手する前に前２項に定める安全対策及び管理責任体制について委

託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、第２項及び第３項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者

が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、

措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協

議して決定する。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要

かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても

同様とする。 

 （収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事

務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 （目的外利用の禁止等） 

第５条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人

情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。 

 （複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、

フィルム及び電磁的記録（以下「資料等」という。）を複写し、又は複製してはならない。た

だし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りでは

ない。 

（作業場所の外への持出禁止） 

第７条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した

個人情報が記録された資料等（複写及び複製したものを含む。）について、作業場所の外へ持



ち出してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第８条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、

第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場

合はこの限りではない。 

２ 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者（以下「再受託

者」という。）に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者

に対しすべての責任を負うものとする。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受

託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項につ

いて、再受託者と約定しなければならない。 

４ 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者が

この契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせるこ

とを例外なく禁止しなければならない。 

 （資料等の返還） 

第９条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が

収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又

は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指

示したときは、当該方法によるものとする。 

 （報告及び検査） 

第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に

対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の

状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担と

する。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者が

これを負担しなければならない。 

 （事故発生時等における報告） 

第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるお

それがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （研修の実施及び誓約書の提出） 

第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに

従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等

に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約

書（様式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再

受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書（様式１）及び

研修実施報告書（様式２）を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書（様

式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をす

ることができる。 

 (1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、

受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成す

ることができないと認められるとき。 



（様式１） 

個人情報保護に関する誓約書 

（提出先） 

横浜市長  

 

 横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべ

き事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づ

く罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。 

 横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱

特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。 

 

研修受講日 所    属 担 当 業 務 
氏    名 

（自署又は記名押印） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（Ａ４）  
 



（様式２）  

（Ａ４） 

 

 年 月 日 

（提出先） 

横浜市長  

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に

従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対

し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市

個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関す

る法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての

研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書

（様式１）（全  枚）のとおり提出いたします。 

引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきま

す。 
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