
 

 

 

大井町公共施設自動販売機設置事業者入札参加募集要項 

 

 大井町が行う自動販売機設置事業者（以下「設置者」という。）の入札に参加

される方は、次の各事項を確認のうえ、お申込みください。 

 

１ 募集事項及び物件 

（１）自動販売機を設置するための町有財産の賃貸借（更新なし） 

（２）募集物件 

    別紙１募集物件説明書記載のとおり 

２ 入札参加資格要件 

 次に掲げる要件をすべて満たす者は入札に参加することができます。 

 ただし、入札参加申込期間内に入札参加申込みを行わない者は、入札に参加することが

できませんので御注意ください。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

しないものであること。 

（２）暴力団員による丌当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団及び第６号に規定する暴力団員ではないこと。 

（３）法人の場合、小田原市、秦野市、南足柄市及び足柄上郡５町に本社、支店または営

業所を有していること。 

（４）個人の場合、大井町に在住していること。 

（５）自動販売機の設置業務において、自ら管理運営する３年以上の実績を有しているこ

と。 

（６）法人及び個人とも住民税を滞納していないこと。 

３ 公募条件等 

（１）契約に関する条件 

  ① 自動販売機の設置は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第

２項第４号の規定に基づく、自動販売機を設置する場所を貸し付けする方法で行い

ます。 

  ② 貸付期間は、平成２９年６月１日から平成３２年５月３１日までとします。 

ただし、設置者が貸付条件に違反する行為を行ったときは、貸付契約を解除する

場合があります。 

  ③ 自動販売機の設置場所の貸付料は、物件ごとに設置者として決定した者が提示し

た入札時の価格（税込額）をもって年額貸付料とします。なお、貸付料は、町が発

行する納入通知書により納期限までに納付してください。 



 

 

 

  ④ 光熱水費、自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の一切の費用は、

設置者の負担となります。なお、設置者は、電気料等を算定するための子メーター

を設置し、貸付料とは別に、町が算定した電気料等について、町が指定する納期限

までに納付してください。 

  ⑤ 設置者は、年度ごとに、設置した各自動販売機の年間売上数及び売上額を集計し

て、翌年度６月末日までに町に報告してください。 

  ⑥ 設置者は、契約期間が満了し、または契約が解除された場合には、速やかに原状

回復してください。また、設置者は、町に対し原状回復に要した費用、その他一切

の費用について町に補償を請求することはできません。 

  ⑦ 設置料を納期限までに納付しない場合の延滞金は、大井町諸収入金に対する督促

料及び延滞金徴収条例（昭和 31年条例 21号）の規定により算定した額とします。 

（２）自動販売機に関する条件 

  ① 貸付場所に設置する自動販売機は、缶・ペットボトル・ビン・パック等の密閉式

の容器入り、または紙コップの清涼飲料水とし、酒類（ノンアルコール含む）の販

売は行わないこととします。 

  ② 販売する清涼飲料水の販売単価は、標準小売価格より１０円以上の値引きをする

こととします。 

  ③ 自動販売機の設置にあたっては、消費電力の低減等の技術等を導入した省エネル

ギー機やノンフロン対応機をはじめ、閉庁時間や閉庁日はセンサーやタイマーの設

置による自動点灯・消灯などの環境対応機能を備えた自動販売機を設置してくださ

い。また、転倒防止措置等安全対策も行ってください。 

（３）維持管理に関する条件 

  ① 商品補充、金銭管理、防犯措置などの自動販売機の維持管理は、設置者の責任に

おいて行うこととし、盗難等による商品及び自動販売機が汚損または毀損したとき

は、設置者の負担により速やかに復旧してください。 

  ② 販売する商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行っ

てください。 

  ③ 使用済容器の回収ボックスは、販売する飲料の容器の種類に応じたものを設置し、

設置者の責任で適切に回収、リサイクルしてください。 

  ④ 自動販売機に管理者及び連絡先を明記し、自動販売機の故障、問い合わせ及び苦

情については、設置者の責任において対応してください。 

４ 入札参加申込み 

（１）申込方法及び申込期間等 

 申込みは、直接持参とし、申込先及び申込期間は別紙１募集物件説明書記載のと

おりとします。電話、ファクシミリ、郵送及び電子メールによる受付は行いません。 
（２）必要な書類 

    次に掲げる①から⑤の書類を１部提出してください。なお、①については、２部



 

 

 

提出してください。  

  ① 入札参加申込書（第１号様式） 

  ② 設置を希望する自動販売機のカタログ（寸法、消費電力が確認できるもの） 

③ 証明書（発行日から３ヶ月以内のもの） 

（法人）全部事項証明書 

    印鑑証明書 

（個人）住民票記載事項証明書 

    印鑑登録証明書 

  ④ ２（５）に係る実績を確認できる書類（許可書の写しでも可） 

  ⑤ 納税証明書 

    （法人）法人住民税納税証明書 

    （個人）住民税納税証明書 

（３）申込みに関する留意事項 

  ① 町は、入札参加申込書等の返却はいたしません。 

  ② 本人以外による持参でも丌備がなく要件を満たしていれば受付します。この場合

の委任状は必要ありません。（入札日における代理人参加については、委任状が必要

です。） 

５ 入札参加申込受付書の交付 

 入札参加申込みは、原則として必要書類を持参された日に書類審査のうえ受付を行いま

す。受付が済みますと、その場で入札参加申込書の１部に受付印を押したものを交付いた

します。 

 これが、入札参加申込受付書になりますので、入札当日に必ず持参してください。 

６ 設置場所の現地確認及び質問受付 

 現地見学会及び説明会は開催しませんので、事前に御自身で施設を管理している担当課

に見学する旨の連絡をしてから現地を御確認ください。 

 現地確認する際は、施設利用者の迷惑にならないよう、配慮していただき施設の窓口に

現地確認に来たことをお声掛けください。 

 質問の受付日時は、別紙１募集物件説明書記載のとおりとします。ＦＡＸ以外での受付

は行いません。（様式は任意で結構です。） 

７ 入札及び開札の日時・場所 

入札及び開札の日時・場所は別紙１募集物件説明書記載のとおりとします。  

８ 入札日の持参品等 

（１）入札参加申込受付書（参加申込手続完了時に交付のもの） 

（２）委任状（代理人の方が参加される場合のみ必要です。） 



 

 

 

    法人の代表権のない方や、個人でやむを得ず代理の方が入札に参加される場合、

委任者（申込者欄に記載された方）の印鑑登録印を押印した委任状を入札物件ごと

持参してください。（第２号様式） 

（３）入札書 

    複数の物件を入札される場合はコピーをして使用してください。（第３号様式）た

だし、会社印の印影はコピー丌可とします。 

（４）入札封筒 

    別紙入札封筒記載例のとおり封筒に必要項目を記載し、印は封印の３箇所と入札

者名に１箇所、計４か所を押印してください。また、使用する印は、委任状を提出

する場合は代理人の委任状に押印した私印（シャチハタは丌可）、提出しない場合は

第１号様式の申請書に押印した代表者の印とします。 

９ 入札 

（１）入札方法 

  ① 入札は、物件番号順に１物件ずつ入開札し、業者入替方式にて行います。 

② 入札者は、落札できる物件を１物件のみとします。一度落札業者として決定され

た場合は、次の物件の入札に参加することはできません。 

③ 入札者は、入札書に必要な事項を記載し、記名及び印鑑登録印を押印のうえ、入

札封筒に封入し所定の入札箱に投入してください。 

④ 入札当日出席しなかった者または入札の締切時間に遅刻した者は、棄権とみなし

ます。 

    ※ 郵送による入札は認めません。 

    ※ 入札会場へは、入札参加者等の関係者以外は入場できません。 

（２）入札保証金 

    入札保証金の徴収は行いません。 

（３）入札金額の記載方法 

    入札金額は１物件あたりの年額貸付額（税込み）です。 

（４）入札書の引換え等の禁止 

    入札者は、入札箱に投入した入札書の引き換え、変更または取消しをすることは

できません。 

（５）入札の回数は１回とします。 

（６）入札の無効 

    次のいずれかに該当する場合は、無効となります。 

① 入札参加資格のない者が行った入札 

② 入札参加申込みしていない者による入札 

  ③ 入札書の金額、氏名、印鑑その他主要な部分について誤脱または判読丌能なもの

がある入札 

  ④ 所定の入札書によらない入札 



 

 

 

⑤ 一物件につき、一人が同一物件において複数の入札書を提出した入札 

⑥ 一物件につき、一人が他人の代理も兼ねて参加した者の入札、または一人で二人

以上の代理をした者の入札 

  ⑦ 前に行われた入札で、落札業者と決定された者が参加した入札 

⑧ 郵送をもって送付してきた入札 

⑨ 公正な競争の執行を妨げた者または公正な価格を害し、若しくは丌正の利益を得

るために連合した者の入札 

⑩ その他入札に関する条件に違反した入札 

10 開札 

（１）開札方法  

    各物件の入札締切後、直ちに入札者の面前で開札いたします。 

（２）開札結果の通知 

    開札の結果、落札者があるときはその者の氏名（法人の場合はその名称）及び金

額を、落札者がいないときはその旨を入札者に知らせます。 

（３）開札結果の公表 

    開札結果については、その内容（物件の所在、落札金額、落札者等）を町ホーム

ページ等で公開いたします。入札参加者は、このことを承知した上で参加されてい

るものとみなします。 

11 落札者の決定 

有効な入札により最高額で入札したものを落札者とします。ただし、最高額の応募が二

者以上ある場合は、当該入札者立会いのもと、くじ（予備抽選あり）により選定します。

この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当

該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします。 

12 契約の締結 

 落札者は、平成２９年５月１８日（木）に、賃貸借契約書により契約を締結しなければ

なりません。 

 契約の締結及び履行に関する費用は、落札者の負担となります。  

13 落札者の決定の取消し 

 次のいずれかに該当する場合は、落札者としての決定を取り消します。 

（１）正当な理由なくして、指定する期日までに別紙賃貸借契約書の締結に応じなかった

場合 

（２）落札者が応募者の資格を失った場合 

14 契約保証金 



 

 

 

 契約保証金は免除とします。 

15 貸付の開始 

 平成２９年６月１日（木）より貸付が開始になります。貸付開始後、速やかに指定の場

所に自動販売機を設置し、運営を開始してください。 

 搬入可能な日時、搬入口については、各設置場所の施設管理者と十分に打合せを行って

ください。 

16 参考 

 各施設の平成２６・２７年度の合計売上本数等は以下のとおりです。 

 

自販

機№ 
施設名 売上本数 売上額 

庁舎 1 

大井町役場 

23,227本 3,005,180円 

庁舎 2 14,588本 1,203,640円 

庁舎 3  4,087本   408,700円 

生涯 1 生涯学習センター 31,598本 3,959,360円 

総合 1 

総合体育館 

11,836本 1,445,820円 

総合 2  9,169本 1,187,880円 

総合 3 11,040本 1,837,730円 

保健 1 保健福祉センター  7,280本   887,240円 

ふれ 1 ふれあい館   709本    87,910円 

そう 1 そうわ会館  3,342本   422,800円 

山田 1 山田総合グラウンド  5,632本   692,600円 

四季 1 四季の里 12,728本 1,577,250円 

  

 

 

問い合わせ先 

〒２５８－８５０１ 

神奈川県足柄上郡大井町金子１９９５番地 

大井町役場 総務安全課 伊原 

電話 ０４６５－８５－５００１ 


