
清涼飲料水自動販売機設置業者募集要項 
 

	 揖斐広域斎場での清涼飲料水自動販売機設置業者（以下「設置業者」という。）の募集に参

加される方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知の上、お申し込み下さい。 

１	 公募物件 

（所在地） 

	 岐阜県揖斐郡大野町大字松山小字松山４７０番地 

（施設名） 

	 揖斐広域斎場 

使用許可場所 使用許可台数・面積 最低使用料 位置 

待合いホール 

自販機コーナー 

式場 

	 自販機コーナー 

	 １台	 ３．４９㎡ 

 
	 １台	 １．８９㎡ 

２台月額	 	 	 	 ２

０，０００円 
別	 添 

 
２	 応募資格要件 

	 	 次の要件をすべて満たすこと。 

（１）つぎのアからウまでのいずれにも該当しない者であること。 

	 	 ア	 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

	 	 イ	 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがされ 

ていないこと。ただし、公正手続開始の決定もしくは再生計画認可の決定が参 

加申込期日以前になされている場合はこの限りでない。 

	 	 ウ	 揖斐郡内の各町いずれかで指名停止措置を受けている者 

（２）次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。 

	 	 ア	 揖斐郡内のいずれかの町との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造 



を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。 

	 	 イ	 揖斐郡内のいずれかの町が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公 

正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得る 

ために連合した者。 

	 	 ウ	 落札者が揖斐郡内のいずれかの町との契約を締結すること又は揖斐郡内のい 

ずれかの町との契約者が契約を履行することを妨げた者。 

	 	 エ	 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定により揖 

斐郡内のいずれかの町が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨 

げた者。 

	 	 オ	 正当な理由なくして、揖斐郡内のいずれかの町との契約を履行しなかった者。 

	 	 カ	 前各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後２年を経過しない者 

を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者。 

 

（３）暴力団員による不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号から第４号まで又は第６号の規定に該当しないこと。 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４ 

７号）第５条第１項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であるこ 

と。 

（５）事故・故障等の際、自己の責任において即刻対応でき、かつ相応の補償能力が	  

あるもの。 

（６）揖斐郡内で清涼飲料水の自販機を設置した実績のあるもの。 

（７）別添「清涼飲料水自動販売機設置に係る仕様書」の内容を遵守できること。 

（８）国税、市町村民税等の滞納がないこと。 

３	 公募条件等 

	 （１）使用料等 



	 	 	 ア	 使用許可の期間 

	 	 	 	 	 	 使用許可の期間は平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日（原則 

として１年）とします。 

ただし、本契約期間満了時において、契約を継続しない場合は、相手方に 

対し、本契約期間満了の３ヶ月前までに通知するものとする。 

	 本通知がなされない場合は、本契約は、さらに同一の条件で、１年間更新	  

されるものとし、その後も同様とする。 

	 	 	 	 	 	 なお、事務処理その他の都合により、使用許可の始期が遅れる等、当初の 

予定どおりに使用許可できない場合があります。 

	 	 	 	 	 	 この場合、使用許可の始期の遅れ等により使用者に必要経費や有益費等 

の損失が生じても、広域連合はこれを補償しません。 

	 	 イ	 使用料 

	 	 	 	 	 最低使用料	 月額２０，０００円 

	 	 	 	 	 使用料は揖斐広域連合が発行する納入通知書により、揖斐広域連合の指定 

する期限までに納入して下さい。 

４	 設置業者の決定 

	 	 	 設置業者の決定は「２	 応募資格要件」に定める内容をすべて満たす者で、応 

募価格（提案使用料）が「３	 公募条件等」で揖斐広域連合が設定した最低使用料 

以上で、最高金額である応募者を設置業者に決定します。 

 
５	 応募申込手続 

	 （１）申込受付期間（持参又は郵送） 

	 	 	 平成３０年２月５日（金）から平成３０年２月１９日（月）１５時まで 

	 	 ア	 持参される場合 

	 	 	 申込受付期間内の平日の９時から１２時まで、１３時から１７時までに揖斐広域連合ま



で持参して下さい。（但し、１９日は１５時まで） 

	 	 イ	 郵送される場合 

	 	 	 書類郵便にて、上記期間に必着となるように揖斐広域連合へ送付して下さい。 

	 	 	 なお、上記に該当する応募者のうち、同額の者が２者以上あった場合は、当該応 

募者の立ち会いの下、くじにより決定します。 

	 	 	 平成３０年２月１９日（月）１３時３０分見積合わせを行いその後、広域連合に 

おいて応募価格が最高額であった者の資格等の審査を行います。審査段階で、応募 

価格最高額の者が応募資格要件を満たさないことが判明した場合は、応募価格第 

２位の者の資格審査を行います。以下順次繰り返すことにより平成３０年２月２ 

３日（金）までに営業者を正式決定する予定です。 

	 （２）必要な書類（各１部） 

	 	 	 ア	 応募申込書（指定様式） 

	 	 	 イ	 誓約書	 	 （指定様式） 

	 	 	 ウ	 販売品目	 （指定様式） 

	 	 	 キ	 印鑑証明（３ヶ月以内に発行されたもの） 

	 	 	 ※印鑑証明については、応募価格最高額で応募した方のみ下記の日時までに持 

参して下さい。期日までに提出がなかった場合、応募は無効とします。 

提出期限	 平成３０年２月１９日（月）１５時まで（時間厳守） 

	 （３）	 決定後の通知及び公表について 

	 	 	 	 上記のとおり決定された後、各応募者へ決定された設置業者名及び決定金 

額を通知します。 

	 	 	 	 また、揖斐広域連合ホームページにおいて、設置業者及び決定金額を掲載しま 

す。 

	 （４）	 注意事項 

	 	 	 ア	 指定日までの申し込みは一切受け付けません。 



	 	 	 イ	 受付時間を過ぎた場合は一切受け付けません。 

	 	 	 ウ	 応募申込書への金額の記入には、アラビア数字の字体を使用し、最初の数字 

の前に	 ￥	 を記入して下さい。 

	 	 	 エ	 使用する通貨単位は、日本国通貨	 「円」	 に限ります。 

	 	 	 オ	 応募申込書に押印する印鑑は、必ず法人印、代表者印両方を押印してくださ 

い。 

	 	 	 カ	 提出済みの応募申込書は、いかなる理由があっても、書き換え、引き換え、 

又は撤回することはできません。 

	 	 	 キ	 書類の記入は、ボールペン又は万年筆で行ってください。 

	 	 	 ク	 次のいずれかに該当する応募は、無効とします。 

	 	 	 （ア）	 指定された応募申込書以外で応募したとき。 

	 	 	 （イ）	 １社で２枚以上の応募申込書を提出したとき。（全て無効） 

	 	 	 （ウ）	 記載内容に訂正がされているとき。 

	 	 	 （エ）	 主要事項の記載が明確でないとき、又は漏れているとき。 

	 	 	 （オ）	 ボールペン又は万年筆で記入されていないとき。 

	 	 	 （カ）	 応募者が協定して応募したとき、その他応募に際し不正の行為が 

あったと認められるとき。 

	 	 	 （キ）	 その他応募に関する条件に違反したとき。 

	 	 	 ケ	 提出された書類の返却は行いません。 

	 	 	 コ	 応募申込書は、揖斐広域連合総務課にて用意しております。 

 
 
 

６	 質問の受付 

	 （１）	 質問受付期間 

	 	 	 	 平成３０年２月５日（月）～平成３０年２月９日（金）１７時まで 



	 	 	 	 質問は、下記の FaxまたはE-mailでのみ受け付けます（様式自由） 

	 	 	 	 なお、広域連合において、本事業の実施に関係がないと判断した質問に対して 

はお答えしませんので、予めご了承ください。 

	 	 【問い合わせ先】 

	 	 	 	 揖斐広域連合	 総務課	 （Fax:0585-21-0126） 

        担当	 所	 E-mail ：nukumori-kaigo@ibikoiki.jp 

 （２）	 回答 

	 	 	 	 平成３０年２月１３日（火）中に、揖斐広域連合ホームページにて掲載します。 

７	 使用許可申請の手続き 

	 	 	 設置業者に決定した者は、平成３０年２月２６日（月）までに、自動販売機設置 

場所として使用する部分について、行政財産使用許可申請書を提出してください。 

併せて、「２	 応募資格要件（７）」に記載する事項の滞納がないことを証する書類 

を提出してください。 

８	 設置業者の決定の取り消し 

	 	 	 次のいずれかに該当する場合は、設置業者としての決定を取り消すことができ 

る。設置業者はこの場合に生じた損失を揖斐広域連合に請求することができない。 

	 （１）	 正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可の手続に応じなかった場 

合。 

	 （２）	 設置業者が応募者の資格を失った場合。 

９	 その他 

	 	 使用許可の手続に関する一切の費用については、設置業者の負担とします。 



清涼飲料水自動販売機設置に係る仕様書 

１	 使用許可物件 

	 	 岐阜県揖斐郡大野町大字松山小字松山４７０番地	 揖斐広域斎場 

使用許可場所 使用許可台数・面積 最低使用料 位置 

待合いホール 

自販機コーナー 

式場 

	 自販機コーナー 

１台	 ３．４９㎡ 

 
１台	 １．８９㎡ 

２台月額 

２０，０００円 
別	 添 

２	 経費の負担 

	 	 電気料金は、揖斐広域連合が負担。 

３	 使用条件等 

	 （１）設置業者は、揖斐広域斎場の一部を使用していることを十分認識し、常に良好 

な状態で使用すること。また、第３者に下請けさせ、もしくは委任しないこと。 

	 （２）揖斐広域斎場の出入口開閉時間等 

開門時間は８時３０分、閉門時間は１７時１５分とする。 

	 （３）物品類の搬入・搬出について 

	 	 	 	 空き缶・ペットボトル等の回収容器を設置し、定期的に回収すること。また、 

販売品の搬入及び空き缶等の搬出を行う際は、通行者や他の車両の妨げになら 

ないよう配慮すること。停車場所及び搬入出経路は、あらかじめ揖斐広域斎場の 

指示を受けた方法によるもとする。 

	 （４）自動販売機で販売する清涼飲料水は、アルコール類（アルコール類に準じる飲 

料水を含む）、ブリック容器入り清涼飲料水、設置場所で水道水を加えて販売す 

る清涼飲料水を販売しないこと。 

（５）自動販売機設置以外の用途に使用しないこと。 

	 （６）自動販売機に故障時等の連絡先を明記することとし、事故・故障等については、 



設置業者の責任において処理すること。 

	 （７）使用許可を受けた場所以外での張り紙、看板等の表示は認めない。また、使用 

許可を受けた場所での張り紙、看板等についても揖斐広域連合と協議すること。 

（８）設置許可期間中に１回以上自動販売機の下面、背面、側面及び設置スペースを 

清掃すること。 

（９）地震、台風等の各種災害、事故、その他社会的影響の大きな災害等が発生し許 

可スペースが必要と連合長が判断したときは、自販機を設置業者が撤去し、揖斐 

広域連合が必要なスペースを使用できるものとする。 

なお、この場合における使用料等の取扱いについては、その都度、協議するも 

のとする。 

４	 損害賠償 

設置業者の責任により使用物件の全部または、一部に損害を与えたときは、設置業	  

者は揖斐広域連合に対し損害額に相当する金額を賠償すること。 

５	 原状回復 

	 	 設置業者は、使用許可期間が満了又は許可が取り消された場合は、速やかに現状回 

復すること。 

６	 参考データ 

	 （１）年間火葬件数	 	 	 	 平成２７年度	 ７２８件 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成２８年度	 ７９５件 

	 （２）年間通夜件数	 	 	 	 平成２７年度	 ２６６件 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成２８年度	 ２４９件 

	 （２）休場日は、１月１日及び友引の日 

７	 その他 

	 	 この仕様書に定める内容のほか、使用に関して調整が必要な事項が生じた場合は、 

揖斐広域連合と協議しなければならない。 



応	 募	 申	 込	 書  
 
 

平成	 	 年	 	 月	 	 日 
揖斐広域連合長	 様 
 
 

住所 
 
 
 

氏名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ○印  
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 電話 
 
 
清涼飲料水自動販売機設置業者募集について、応募要項の各条項を承知の上、下

記のとおり申し込みます。 
 
１．使用許可場所及び提案使用料 
 
	 	 所 在 地	 	 	 岐阜県揖斐郡大野町大字松山小字松山４７０番地 
 
	 	 使用許可場所	 	 	 待合いホール及び式場自販機コーナー 
 
	 	 許 可 面 積	 	 	 	 	 ５．３８㎡（２台分） 
 
	 	 応 募 価 格	 	 	  
	 	 	 	 	  
	  
 
 
 
� １．応募価格は、揖斐広域連合が設定する最低使用料以上の金額を記入すること。 
２．応募価格は、自販機２台の月額使用料とし、百円単位で記入すること。 
	 ３．金額はアラビア数字で記入すること。 
	 ４．初めの数字の頭に￥を入れること。 
 
２．添付書類 
	 ア	 誓約書（所定様式） 
	 イ	 販売品目（所定様式） 
	  

     	 

０ 
	 	 円	 

０ 



誓	 約	 書 
 
	 私は、揖斐広域連合が実施する清涼飲料水自動販売機設置業者の募集の申込に当たり次の事

項を誓約します。 

 
１．応募申込書の提出に際し、清涼飲料水自動販売機設置業者募集要項について十分理 

解し、承知の上で、申し込み、参加します。 

 

２．清涼飲料水自動販売機設置業者募集要項の「２	 応募資格要件」に定める必要な資 

格を満たしています。 

 

３．清涼飲料水自動販売機設置業者の決定に関して、揖斐広域連合ホームページに事業 

者及び決定金額を掲載することに同意します。 

 
平成	 	 年	 	 月	 	 日 

 

揖斐広域連合長	 様 

 
住	 	 所 

 
 

氏	 	 名	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ○印 



販	 売	 品	 目 

（注）この「販売品目一覧表」は、応募者が予定している商品名、提供価格（税込み）

を記載する。記載欄が足りないときは、コピーして使用可。 

商品名 提供価格 備考 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  




