
【公用車両２５４台】

1 総務部 秘書課 トヨタ／マジェスタ 石川３００ぬ１９６５ 普通乗用 4,290 ＡＴ車

2 総務部 総務課 日産／ＡＤバン 石川４００た１４８９ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

3 総務部 管財課 いすゞ／トラック(1.4t) 石川１１み１３３６ 普通貨物 3,050 ＭＴ車 ★

4 総務部 管財課 日野／市バス 石川２２た１５４ 普通乗合 17,230 ＭＴ車

5 総務部 管財課 トヨタ／ハイエースワゴン 石川３３ゆ３７５５ 普通乗用 2,980 ＡＴ車 ★

6 総務部 管財課 トヨタ／クラウン 石川３３ゆ８２９２ 普通乗用 2,490 ＡＴ車

7 総務部 管財課 スバル／軽トラック４ＷＤ 石川４０よ２３６ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

8 総務部 管財課 三菱／ミニカ 石川４０ら２８４０ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

9 総務部 管財課 日産／ブルーバード 石川５９ち３３８ 小型乗用 1,830 ＡＴ車 ★

10 総務部 管財課 トヨタ／クラウン 石川３００さ８２６１ 普通乗用 2,990 ＡＴ車

11 総務部 管財課 トヨタ／クラウン 石川３００ち１３２３ 普通乗用 2,990 ＡＴ車

12 総務部 管財課 トヨタ／プリウス２ 石川３００は９８８９ 普通乗用 1,790 ＡＴ車 ★

13 総務部 管財課 トヨタ／プロボックスＬＰＧ改 石川４００す９９７４ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

14 総務部 管財課 ホンダ／パートナー 石川４００た１５３８ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

15 総務部 管財課 トヨタ／ノア 石川５００す６１９７ 小型乗用 1,990 ＡＴ車 ★

16 総務部 管財課 トヨタ／プリウス1 石川５００た２７７１ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

17 総務部 管財課 トヨタ／カローラフィルダ― 石川５０１ち１２３３ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

18 総務部 管財課 ホンダ／インサイト 石川５０１ち２０３５ 小型乗用 1,330 ＡＴ車 ★

19 企画財政部 税務課 トヨタ／サクシード 石川４００そ３０１６ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

20 企画財政部 税務課 スズキ／パレット 石川５８０せ５７３ 軽乗用 650 ＡＴ(ＣＶＴ)車

21 企画財政部 納税課 スバル／プレオワゴン 石川４１あ１６５ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

22 企画財政部 納税課 トヨタ／カルディナバン 石川４６つ１３４１ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

23 企画財政部 納税課 日産／ウイングロードワゴン 石川５９め５８８１ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

24 健康福祉部 障害福祉課 トヨタ／ファンカーゴ 石川５００ほ８０６７ 小型乗用 1,290 ＡＴ車 ★

25 健康福祉部 障害福祉課 ダイハツ／タント 石川５８０さ６３１２ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

26 健康福祉部 長寿介護課 三菱／ミニカトッポ 石川４０も１７４１ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

27 健康福祉部 長寿介護課 三菱／トッポ 石川４０も９３９２ 軽貨物 650 ＡＴ車

28 健康福祉部 長寿介護課 トヨタ／カルディナ 石川４６ち６１０６ 小型貨物 1,490 ＭＴ車 ★

29 健康福祉部 長寿介護課 ダイハツ／ミラ 石川５０た３１２６ 軽乗用 650 ＡＴ車

30 健康福祉部 長寿介護課 三菱／ミニカ 石川５０つ６７３９ 軽乗用 650 ＡＴ車

31 健康福祉部 長寿介護課 スズキ／アルトエポ 石川５０な７０６４ 軽乗用 650 ＡＴ車

32 健康福祉部 長寿介護課 スズキ／アルトエポ 石川５０は５２１５ 軽乗用 650 ＡＴ車

33 健康福祉部 長寿介護課 スズキ／アルトエポ 石川５０ま２２７７ 軽乗用 650 ＡＴ車

34 健康福祉部 長寿介護課 マツダ 石川５２さ４８５９ 小型乗用 1,300 ＡＴ車

35 健康福祉部 長寿介護課 トヨタ／ハイエース 石川３００す５５９６ 普通乗用 2,980 ＡＴ車

36 健康福祉部 長寿介護課 日産 石川３００つ９９６４ 普通乗用 2,380 ＡＴ車

37 健康福祉部 長寿介護課 トヨタ／ステーションワゴン 石川３００ひ３６２７ 普通乗用 2,690 ＡＴ車
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38 健康福祉部 長寿介護課 スズキ／カルタス 石川５００す９３ 小型乗用 1,590 ＡＴ車 ★

39 健康福祉部 高齢者支援ｾﾝﾀｰ 三菱／ミニカ 石川５０さ６６５４ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

40 健康福祉部 高齢者支援ｾﾝﾀｰ ホンダ／ライフ 石川５０て６６９７ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

41 健康福祉部 高齢者支援ｾﾝﾀｰ ダイハツ／ミラ 石川５０な４９７１ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

42 健康福祉部 高齢者支援ｾﾝﾀｰ ダイハツ／ミラ 石川５０み６４７８ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

43 健康福祉部 高齢者支援ｾﾝﾀｰ ダイハツ／ム―ブ 石川５８０え６７３７ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

44 健康福祉部 高齢者支援ｾﾝﾀｰ スズキ／アルトＥⅡ 石川５８０こ８７７ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

45 健康福祉部 子育て支援課 三菱／ＥＫワゴン 石川５０ほ４３０ 軽乗用 657 ＡＴ車 ★

46 健康福祉部 保険年金課 トヨタ／カローラフィルダ― 石川５０１ち５１６１ 小型乗用 1,500 ＡＴ車 ★

47 健康福祉部 健康増進課 スズキ／アルト 石川４０め６０４４ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

48 健康福祉部 健康増進課 トヨタ／カルディナ 石川４６な１９５７ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

49 健康福祉部 健康増進課 トヨタ／カルディナ 石川４６に５７４ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

50 健康福祉部 健康増進課 スズキ／アルトエポ 石川５０ぬ７２７８ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

51 市民生活部 市民相談室 ダイハツ／タント 石川５８０す１６７ 軽乗用 658 ＡＴ車 ★

52 市民生活部 広報広聴課 日産／ステーションワゴン１０５ 石川５９の９３４０ 小型乗用 1,500 ＡＴ車 ★

53 市民生活部 防災安全課 トヨタ／カローラ 石川５０１ち１３３ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

54 市民生活部 環境課 スバル／サンバ― 石川４０ゆ８３９ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

55 産業部 農業振興課 スズキ／キャリィ 石川４１あ８６１３ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

56 産業部 農業振興課 ダイハツ／ハイゼット 石川４１い９６３１ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

57 産業部 農業振興課 トヨタ／ランドクルーザー 石川４６た３５１０ 小型貨物 3,460 ＭＴ車 ★

58 産業部 農業振興課 トヨタ／スターレット 石川５９ね９９７４ 小型乗用 1,330 ＡＴ車 ★

59 産業部 農業振興課 トヨタ／カルディナワゴン 石川５９る９６９６ 小型乗用 1,760 ＡＴ車 ★

60 産業部 林業水産課 スバル／フォレスター 石川３００は７７５６ 普通乗用 1,990 ＡＴ車 ★

61 産業部 商工課 トヨタ／カローラバン 石川４６に１５ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

62 産業部 商工課 トヨタ／カローラワゴン 石川５２さ６７８４ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

63 観光推進部 観光課 トヨタ／ヴォクシー 石川５３０そ８９３４ 小型乗用 1,990 ＡＴ車 ★

64 観光推進部 白山ろく振興課 トヨタ／ベルタ 石川５０１せ７２００ 小型乗用 1,290 ＡＴ車 ★

65 観光推進部 吉野工芸の里 トヨタ／カリブ 石川５９ゆ６１１８ 小型乗用 1,580 ＡＴ車 ★

66 建設部 土木課 トヨタ／ダイナ 石川１００さ８７７９ 普通貨物 2,980 ＭＴ車 ★

67 建設部 土木課 三菱／パジェロ 石川４００さ１１９７ 小型貨物 2,830 ＡＴ車 ★

68 建設部 都市計画課 日産／エキスパート 石川４００そ５８７ 小型貨物 1,800 ＡＴ車 ★

69 建設部 市街地整備課 日産／エキスパート 石川４００せ２４２０ 小型貨物 1,800 ＡＴ車 ★

70 建設部 公園緑地課 三菱／ミニキャブダンプ 石川４０み４ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

71 建設部 公園緑地課 三菱／ミニキャブ 石川４０み３１８６ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

72 建設部 公園緑地課 スズキ／キャリィ 石川４０め４０８９ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

73 建設部 公園緑地課 三菱／ミニキャブ 石川４０め８６１８ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

74 建設部 公園緑地課 スバル／サンバ―ハイルーフ 石川４０も３７００ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★
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75 建設部 公園緑地課 ダイハツ／ハイゼット 石川４０ゆ９５８４ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

76 建設部 公園緑地課 ダイハツ／ダンプ 石川４０ゆ９５８５ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

77 建設部 公園緑地課 いすゞ／エルフ緑花新 石川１００す２２１ 普通貨物 2,990 ＡＴ車 ★

78 建設部 公園緑地課 トヨタ／サクシード 石川４００た２７２３ 小型貨物 1,490 ＡＴ車

79 建設部 建築指導課 トヨタ／サクシードバン 石川４００す９１２８ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

80 建設部 営繕課 トヨタ／カルディナバン 石川４６な３１４５ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

81 建設部 住宅管理室 日産／エキスパート 石川４００た２７４５ 小型貨物 1,597 ＡＴ車

82 上下水道部 企業総務課 ダイハツ／アトレイ 石川５０に２１２２ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

83 上下水道部 企業総務課 ダイハツ／タント 石川５８０え５９２９ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

84 上下水道部 水道建設課 ダイハツ／アトレイ 石川４０ゆ９８９０ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

85 上下水道部 水道建設課 ダイハツ／アトレイ 石川４０ゆ９８８０ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

86 上下水道部 水道建設課 スズキ／エプリィ 石川４１い８０１３ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

87 上下水道部 下水道建設課 日産／エクストレイル 石川３００な７２８ 普通乗用 1,990 ＡＴ車 ★

88
教育委員会
事務局

教育総務課 トヨタ／カローラワゴン１０８ 石川５９は１７８ 小型乗用 1,500 ＡＴ車 ★

89
教育委員会
事務局

学校教育課 日野／スクールバス(レインボー) 石川２２た２０９ 普通乗合 7,410 ＭＴ車

90
教育委員会
事務局

学校教育課 日野／スクールバス 石川２２た３２８ 普通乗合 7,960 ＭＴ車

91
教育委員会
事務局

学校教育課 トヨタ／スクールバス(コースター) 石川２２た１８２２ 普通乗合 4,160 ＭＴ車

92
教育委員会
事務局

学校教育課 三菱／スクールバス（ローザ） 石川２２に１３１６ 普通乗合 3,900 ＭＴ車

93
教育委員会
事務局

学校教育課 ホンダ 石川４０も７８９９ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

94
教育委員会
事務局

学校教育課 トヨタ／スクールバス(トヨエース) 石川２００さ１７５ 普通乗合 2,980 ＭＴ車

95
教育委員会
事務局

学校教育課 日野／スクールバス 石川２００は９１ 普通乗合 7,960 ＭＴ車

96
教育委員会
事務局

学校教育課 三菱／スクールバス 石川２００は９８ 普通乗合 12,880 ＭＴ車

97
教育委員会
事務局

学校教育課 日野／スクールバス 石川２００は１２８ 普通乗合 10,520 ＭＴ車

98
教育委員会
事務局

学校教育課 日野／スクールバス 石川２００は１５６ 普通乗合 7,790 ＭＴ車

99
教育委員会
事務局

学校教育課 日野／スクールバス 石川２００は１５９ 普通乗合 6,400 ＭＴ車

100
教育委員会
事務局

学校教育課 日野／スクールバス(メルファＤＸ) 石川２００は１７２ 普通乗合 6,400 ＭＴ車

101
教育委員会
事務局

学校教育課 日野／スクールバス(メルファ) 石川２００は１７５ 普通乗合 6,400 ＭＴ車

102
教育委員会
事務局

学校教育課 日野／スクールバス 石川２００は１８８ 普通乗合 6,400 ＭＴ車

103
教育委員会
事務局

学校教育課 日野／スクールバス１ 石川２００は１９４ 普通乗合 7,790 ＭＴ車

104
教育委員会
事務局

学校教育課 日野／スクールバス 石川２００は２０５ 普通乗合 7,790 ＭＴ車

105
教育委員会
事務局

学校教育課 トヨタ／エスティマ 石川３００ち２２５６ 普通乗用 2,400 ＡＴ車 ★

106
教育委員会
事務局

生涯学習課 日野／Ｕ－ＲＨ１ＷＦＡＡ 石川２２に５８５ 普通乗合 4,200 ＭＴ車

107
教育委員会
事務局

生涯学習課 三菱／リべロ 石川５９に３９４ 小型乗用 1,830 ＡＴ車 ★

108
教育委員会
事務局

子ども相談室 スズキ／アルト 石川５８０く２３８２ 軽乗用 660 ＡＴ車 ★

109
教育委員会
事務局

歴史遺産調査室 スズキ／エブリィ 石川４１い７８９２ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

110
教育委員会
事務局

石川ルーツ交流館 三菱／ブラボー 石川４８０う６５９０ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

111
教育委員会
事務局

スポーツ課 スバル／サンバ―ハイルーフ 石川４０も８４６８ 軽貨物 650 ＭＴ車
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112
教育委員会
事務局

スポーツ課 スバル／サンバ― 石川４０や９４１７ 軽貨物 650 ＭＴ車

113
教育委員会
事務局

スポーツ課 ダイハツ／ハイゼット 石川４１い７３１７ 軽貨物 650 ＡＴ車

114
教育委員会
事務局

スポーツ課 トヨタ／カリブ 石川５９に４０９１ 小型乗用 1,580 ＡＴ車 ★

115
教育委員会
事務局

スポーツ課 ダイハツ／ム―ブ 石川５０そ９２５８ 軽乗用 650 ＡＴ車

116
教育委員会
事務局

スポーツ課 トヨタ／カルディナ 石川４６に７０７５ 小型貨物 1,490 ＡＴ車

117
教育委員会
事務局

松任文化会館内
(教育センター)

三菱／ミニカバン 石川４０ま９７２８ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

118
教育委員会
事務局

松任図書館
総務課

スズキ／エブリ 石川４１い２１７７ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

119
教育委員会
事務局

松任図書館
総務課

トヨタ／タウンエース 石川４００そ８０６９ 小型貨物 1,780 ＡＴ車 ★

120
教育委員会
事務局

松任博物館 スズキ／キャリィ 石川４０み９５６６ 軽貨物 657 ＡＴ車 ★

121 議会事務局 議事調査課 日産／シ―マ 石川３３１せ１２３ 普通乗用 4,100 ＡＴ車

122 美川支所 総務課 三菱／ミニカトッポバン 石川４０め５８１７ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

123 美川支所 総務課 トヨタ／プリウス 石川５００て９４７９ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

124 美川支所 市民生活課 スバル／サンバー 石川４１う３３４０ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

125 美川支所 市民生活課 ダイハツ／ム―ブ 石川５０せ１０４５ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

126 美川支所 市民生活課 ダイハツ／ム―ブ 石川５０そ９２５９ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

127 美川支所 健康福祉課 三菱／ミニキャブ（ブラボー） 石川４０よ１００５ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

128 美川支所 健康福祉課 トヨタ／エスティマ 石川３００さ７０９０ 普通乗用 2,430 ＡＴ車 ★

129 美川支所 健康福祉課 トヨタ／ハイエースロング 石川４００さ６４１２ 小型貨物 2,770 ＭＴ車 ★

130 美川支所 健康福祉課 日産／マーチ 石川５００と４２０２ 小型乗用 990 ＡＴ車 ★

131 美川支所 産業課 トヨタ／カルディナ 石川４６ち７３２２ 小型貨物 1,500 ＡＴ車 ★

132 美川支所 産業課 ダイハツ／ム―ブ 石川５０そ９２５６ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

133 美川支所 建設課 日産／アトラス 石川１１み３０８ 普通貨物 3,150 ＭＴ車 ★

134 美川支所 建設課 ホンダ／アクティー 石川４０め６８１９ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

135 美川支所 建設課 スズキ／キャリィ 石川４０ら９７７０ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

136 美川支所 建設課 ダイハツ／ハイゼット 石川４１い１３２ 軽貨物 650 ＭＴ車

137 美川支所 建設課 マツダ／タイタン 石川４６た６４７７ 小型貨物 3,450 ＭＴ車 ★

138 美川支所 建設課 ホンダ／バモス 石川５０な９２５７ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

139 美川支所 建設課 日産／エキスパート 石川４００さ６４１８ 小型貨物 1,760 ＡＴ車 ★

140 美川支所 建設課 トヨタ／カルディナ 石川４００す２０６８ 小型貨物 1,990 ＡＴ車

141 美川分室 教育課 トヨタ／ハイエースワゴン 石川３３ま２５２１ 普通乗用 2,438 ＡＴ車 ★

142 美川分室 教育課 スバル／プレオ 石川４１い６９６６ 軽貨物 658 ＡＴ車 ★

143 美川分室 教育課 ダイハツ／ム―ブ 石川５０そ９２５７ 軽乗用 659 ＡＴ車 ★

144 美川分室 教育課 三菱／ローザ 石川２３０さ２００３ 普通乗合 4,890 ＡＴ車

145 鶴来支所 総務課 トヨタ／コースター 石川２２に１１５４ 普通乗合 4,160 ＡＴ車

146 鶴来支所 総務課 三菱／ローザ 石川２２に１７１５ 普通乗合 3,900 ＡＴ車

147 鶴来支所 総務課 スバル／サンバー 石川４０も８４７３ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

148 鶴来支所 総務課 ダイハツ／ハイゼットカーゴ 石川４０ら１５３７ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★
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149 鶴来支所 総務課 三菱／キャンタ― 石川４６つ８８４３ 小型貨物 4,210 ＭＴ車 ★

150 鶴来支所 総務課 スズキ／ＭＲワゴン 石川５０ほ１７１１ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

151 鶴来支所 総務課 日産／ＡＤワゴン 石川５９は８５３８ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

152 鶴来支所 総務課 トヨタ／カローラワゴン 石川５９ゆ９１５９ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

153 鶴来支所 総務課 トヨタ／カローラワゴン 石川５９ゆ９３０６ 小型乗用 1,580 ＡＴ車 ★

154 鶴来支所 総務課 トヨタ／ハイエースワゴン 石川３００そ５０３６ 普通乗用 2,980 ＡＴ車 ★

155 鶴来支所 総務課 トヨタ／プリウス７号車 石川３００と７３０１ 普通乗用 1,490 ＡＴ車 ★

156 鶴来支所 総務課 トヨタ／カローラワゴン 石川４００す１４８９ 小型貨物 1,330 ＡＴ車 ★

157 鶴来支所 総務課 スバル／サンバートラック 石川４８０う２５３９ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

158 鶴来支所 総務課 トヨタ／プリウス６号車 石川５００て６６２８ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

159 鶴来支所 総務課 トヨタ／プリウス３号車 石川５００ぬ２４４０ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

160 鶴来支所 保険福祉課 トヨタ／コースター 石川２００さ５５８ 普通乗合 4,000 ＡＴ車

161 鶴来支所 子育て保健課 スズキ／ワゴンＲ 石川５０せ１９８０ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

162 鶴来支所 子育て保健課 スズキ／ワゴンＲ 石川５０た１３１６ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

163 鶴来支所 子育て保健課 スズキ／セルボ 石川５０た１３２３ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

164 鶴来支所 子育て保健課 日産／サニーセダン 石川５９ゆ９１２０ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

165 鶴来支所 子育て保健課 トヨタ／ハイエース双葉 石川３００す１５２９ 普通乗用 2,980 ＡＴ車 ★

166 鶴来支所 市民生活課 スズキ／エブリィジョイ 石川４０ゆ１０９４ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

167 鶴来支所 市民生活課 スズキ／ワゴンＲ 石川５０と５９５８ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

168 鶴来支所 産業課 日産／エクストレイル 石川３００と８８０７ 普通乗用 2,000 ＡＴ車 ★

169 鶴来支所 建設課 三菱／チャレンジャー 石川３３め１３０７ 普通乗用 2,470 ＡＴ車 ★

170 鶴来支所 上下水道課 日産／ダットサン 石川４６さ２１６７ 小型貨物 2,000 ＭＴ車 ★

171 鶴来支所 上下水道課 三菱／キャンタ― 石川４６に６８３３ 小型貨物 2,000 ＭＴ車 ★

172 鶴来支所 上下水道課 三菱／パジェロミニ 石川５０ち７０３５ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

173 鶴来支所 上下水道課 スバル／フォレスター 石川３００な２９４８ 普通乗用 2,000 ＡＴ車 ★

174 鶴来支所 上下水道課 トヨタ／カローラワゴン１ 石川５００そ８９９６ 小型乗用 1,600 ＡＴ車 ★

175 鶴来支所 上下水道課 トヨタ／カローラワゴン２ 石川５００そ９２５７ 小型乗用 1,600 ＡＴ車 ★

176 鶴来分室 教育課 ダイハツ／ハイゼット 石川４０る８６ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

177 鶴来分室 教育課 スズキ／キャリー 石川４１あ８２９５ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

178 鶴来分室 教育課 トヨタ／カローラバン 石川４６な４０１１ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

179 鶴来分室 教育課 トヨタ／カローラバンＤＸ 石川４００さ５７８３ 小型貨物 1,330 ＡＴ車 ★

180 河内支所 総務課 三菱／ミニキャブ 石川４１あ３４７１ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★

181 河内支所 総務課 トヨタ／コースターＲ 石川２００さ４１４ 普通乗合 5,300 ＡＴ車

182 河内支所 総務課 三菱／パジェロ 石川３００す２２９８ 普通乗用 3,200 ＡＴ車 ★

183 河内支所 総務課 トヨタ／サクシード 石川４００そ６９９７ 小型貨物 1,490 ＡＴ車 ★

184 河内支所 総務課 トヨタ／プリウス 石川５００す４４２９ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

185 河内支所 市民福祉課 ダイハツ／アトレ―７ 石川５００ほ７３１０ 小型乗用 1,290 ＡＴ車 ★
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186 河内支所 産業建設課 スズキ／キャリィ 石川４０も８３４６ 軽貨物 650 ＭＴ車

187 河内支所 産業建設課 トヨタ／ハイラックス 石川４６て３６９１ 小型貨物 2,779 ＭＴ車

188 河内支所 産業建設課 トヨタ／ハイエース 石川３００そ５８７９ 普通乗用 2,980 ＡＴ車

189 吉野谷支所 総務課 トヨタ／コースター 石川２２に１１８５ 普通乗合 4,160 ＭＴ車

190 吉野谷支所 総務課 トヨタ／ハイエース４ＷＤ 石川４６そ７９１９ 小型貨物 2,770 ＭＴ車 ★

191 吉野谷支所 総務課 トヨタ／トヨエース 石川４６ぬ１４４ 小型貨物 2,770 ＭＴ車 ★

192 吉野谷支所 総務課 ダイハツ／ム―ブ 石川５０そ９１０２ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

193 吉野谷支所 総務課 トヨタ／ハイエース 石川５９た３４７６ 小型乗用 2,770 ＭＴ車 ★

194 吉野谷支所 総務課 トヨタ／カルディナ 石川５９ろ７２９５ 小型乗用 1,990 ＡＴ車 ★

195 吉野谷支所 総務課 日産／エクストレイユ 石川３００ち４０７１ 普通乗用 1,990 ＡＴ車 ★

196 吉野谷支所 総務課 ダイハツ／ハイジェットカ―ゴ 石川４８０う４２１７ 軽貨物 650 ＡＴ車 ★

197 吉野谷支所 総務課 トヨタ／ビスタアルディオ 石川５００は１９１１ 小型乗用 1,990 ＡＴ車 ★

198 吉野谷支所 総務課 トヨタ／カローラフィルダ― 石川５０１つ２４１４ 小型乗用 1,490 ＡＴ車

199 吉野谷支所 市民福祉課 三菱／保育所バス 石川２２た３２５ 普通乗合 4,560 ＭＴ車

200 吉野谷支所 市民福祉課 トヨタ／リエッセⅡＬＸ 石川２００さ９３４ 普通乗合 4,009 ＡＴ車

201 吉野谷支所 産業建設課 トヨタ／ノア 石川４５ぬ４９２ 小型貨物 2,180 ＭＴ車

202 吉野谷支所 産業建設課 トヨタ／ハイラックトラック 石川４６た８１５６ 小型貨物 2,770 ＭＴ車

203 白山ろく分室 教育課 トヨタ／コースターＥＸ 石川２２に１８３６ 普通乗合 4,160 ＡＴ車

204 白山ろく分室 教育課 ダイハツ／ム―ブ 石川５０そ９１０１ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

205 白山ろく分室 教育課 ダイハツ／ミラ 石川５０に１９４５ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

206 白山ろく分室 教育課 三菱／タウンボックス 石川５０ね８７８４ 軽乗用 650 ＡＴ車

207 白山ろく分室 教育課 トヨタ／ハイエース 石川３００そ３３０５ 普通乗用 2,980 ＡＴ車 ★

208 白山ろく分室 教育課 トヨタ／ライトエース 石川４００す１２７４ 小型貨物 1,810 ＭＴ車

209 白山ろく分室 教育課 トヨタ／カルディナ 石川４００す７１３２ 小型貨物 1,990 ＡＴ車

210 白山ろく分室 教育課 日産／キャラバン 石川４００せ３００２ 小型貨物 3,150 ＡＴ車 ★

211 鳥越支所 総務課 トヨタ／コースター 石川２２に８６９ 普通乗合 4,160 ＡＴ車

212 鳥越支所 総務課 三菱／ローザ 石川２２に１０６２ 普通乗合 3,900 ＭＴ車

213 鳥越支所 総務課 トヨタ／ハイエース 石川３００た３２７７ 普通乗用 2,980 ＡＴ車 ★

214 鳥越支所 総務課 トヨタ／カローラフィルダ― 石川５００ぬ３７２１ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

215 鳥越支所 市民福祉課 三菱／ミニカ 石川５０き６０９６ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

216 鳥越支所 市民福祉課 トヨタ／ビスタアルディオ 石川５００と３５７６ 小型乗用 1,760 ＡＴ車 ★

217 鳥越支所
白山ろく
健康推進室

スバル／レガシィ 石川５９み４１６９ 小型乗用 1,990 ＡＴ車 ★

218 鳥越支所
白山ろく
健康推進室

トヨタ／カリブ 石川５９め９０４８ 小型乗用 1,760 ＡＴ車 ★

219 鳥越支所
白山ろく
健康推進室

日産／ウイングロード 石川５００さ４７３４ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★

220 鳥越支所 産業建設課 日野／レインボー 石川２２た３７９ 普通乗合 7,960 ＡＴ車

221 鳥越支所 産業建設課 スズキ／キャリィ 石川４０み８３１７ 軽貨物 660 ＭＴ車 ★

222 鳥越支所 産業建設課 スバル 石川４０む１５４５ 軽貨物 650 ＭＴ車 ★



【公用車両２５４台】

整理
番号

部局名 課室名 車　　名 種　別

平成２３年３月３１日現在

資料１　　平成２２年度監査対象公用車両一覧表

自動車登録番号
（ナンバー）
番号

排気量
（ｃｃ）

変速機
の種類

★は一般車両(１７９台)である。

223 鳥越支所 産業建設課 トヨタ／ハイエース 石川５８る９１７３ 小型乗用 2,800 ＡＴ車 ★

224 鳥越支所 産業建設課 日産／ダットサントラック 石川４００せ４１６２ 小型貨物 2,700 ＡＴ車 ★

225 鳥越支所 産業建設課 スバル／レガシィ 石川５００ひ５２８５ 小型乗用 2,000 ＡＴ車 ★

226 鳥越支所 産業建設課 トヨタ／サクシード 石川５００む３６７２ 小型乗用 1,500 ＡＴ車 ★

227 尾口支所 総務課 三菱／キャンター 石川１１み６１６ 普通貨物 4,560 ＭＴ車 ★

228 尾口支所 総務課 トヨタ／ハイエース 石川２２に１７７９ 普通乗合 2,770 ＭＴ車

229 尾口支所 総務課 スズキ／ワゴンＲ 石川５０は９００５ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

230 尾口支所 総務課 トヨタ／カルディナ 石川５９ろ９７２３ 小型乗用 1,990 ＡＴ車 ★

231 尾口支所 総務課 トヨタ／コースター 石川２００さ６９ 普通乗合 4,160 ＭＴ車

232 尾口支所 総務課 トヨタ／ハイエース 石川３００そ７４２３ 普通乗用 2,980 ＡＴ車 ★

233 尾口支所 総務課 トヨタ／ビスタアルディオ 石川５００さ４８９７ 小型乗用 1,990 ＡＴ車 ★

234 尾口支所 総務課 トヨタ／ウイッシュ 石川５００む１１１６ 小型乗用 1,790 ＡＴ車 ★

235 尾口支所 総務課 日産／セレナ 石川５００む１７４６ 小型乗用 1,990 ＡＴ車 ★

236 尾口支所 市民福祉課 ダイハツ／ミラ 石川５０さ４３８２ 軽乗用 650 ＡＴ車 ★

237 尾口支所 産業建設課 三菱／ミニキャブ 石川４０や８２７９ 軽貨物 650 ＭＴ車

238 尾口支所 産業建設課 スズキ／エブリィバン 石川４１い６６５０ 軽貨物 650 ＭＴ車

239 尾口支所 産業建設課 トヨタ／ダイナ 石川４６に７１ 小型貨物 2,770 ＭＴ車

240 尾口支所 産業建設課 トヨタ／ハイエース 石川３００と７０９６ 普通乗用 2,980 ＡＴ車

241 尾口支所 産業建設課 トヨタ／ハイラックスサーフ 石川３００な６６７７ 普通乗用 2,980 ＡＴ車 ★

242 白峰支所 総務課 トヨタ／コースター 石川２００さ５８１ 普通乗合 4,000 ＡＴ車

243 白峰支所 総務課 トヨタ／ハイエース 石川３００さ１１２１ 普通乗用 2,980 ＡＴ車 ★

244 白峰支所 総務課 トヨタ／エスティマ 石川３００つ７２５９ 普通乗用 2,360 ＡＴ車 ★

245 白峰支所 総務課 トヨタ／イスト 石川５００ま５６９ 小型乗用 1,290 ＡＴ車 ★

246 白峰支所 市民福祉課 トヨタ／コースター(保育所バス) 石川２００さ６０ 普通乗合 4,163 ＡＴ車

247 白峰支所 市民福祉課 トヨタ／イプサム 石川３００と４３７８ 普通乗用 2,362 ＡＴ車 ★

248 白峰支所 産業建設課 三菱／ローザ４ＷＤ 石川２２に６３８ 普通乗合 4,210 ＭＴ車

249 白峰支所 産業建設課 スズキ／キャリィ 石川４０ほ６３７１ 軽貨物 650 ＭＴ車

250 白峰支所 産業建設課 トヨタ／ライトエース 石川４６に６３４０ 小型貨物 1,810 ＭＴ車 ★

251 白峰支所 産業建設課 三菱／マイクロバス(中型) 石川２００は１０４ 普通乗合 7,540 ＭＴ車

252 白峰支所 産業建設課 日産／エクストレイル 石川３００ひ７３９４ 普通乗用 1,990 ＡＴ車

253 白峰支所 産業建設課 日産／ウイングロード 石川５００そ９３２９ 小型乗用 1,760 ＡＴ車 ★

254 白峰支所 産業建設課 日産／ウイングロード 石川５０１せ９０４６ 小型乗用 1,490 ＡＴ車 ★


