
喫茶コーナー営業者募集要項 

	 揖斐広域斎場での喫茶コーナー営業者（以下「営業者」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 使用許可面積 最低使用料 位置 

【喫茶コーナー】 

	 揖斐広域斎場 

	 待合ホール 

２２１．４８㎡ 

厨房 

喫茶 

 
月額２０，０００円 

 
別添 

 

２	 応募資格要件 

	 	 次の要件をすべて満たすこと。 

（１）次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。 

	 	 ア	 揖斐郡内の各町の指名停止措置を受けている者 

	 	 イ	 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わ 

り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者。 

	 	 ウ	 成年被後見人 

	 	 エ	 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項の 

規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治２ 

９年法律第８９号）第１１条に規定する準禁治産者。 

	 	 オ	 被保佐人であって、契約締結のための必要な同意を得ていない者。 

	 	 カ	 民法第１７条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受け 



た被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者。 

	 	 キ	 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意 

を得ていない者 

	 	 ク	 破産者で復権を得ていない者。 

 
（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）別添「喫茶コーナー営業に係る仕様書」の内容を遵守できること。 



（６）町税、水道料等に滞納がないこと。 

 

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	 営業者の決定 

	 	 	 営業者の決定は「２	 応募資格要件」に定める内容をすべて満たす応募者で、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営業者に決定します。 

 
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（月）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 

	 	 	 書留郵便にて、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、応募価格が同額の者が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。 

	 	 	 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２３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） 

	 	 	 エ	 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。また、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位の者に印鑑証明の提出を求めることがあります。以下順次繰り返すこ 

ととします。 

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営業者名及び決定金 



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、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、印鑑証明で登録されているもののみ有効で 

す。また法人の方は、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者で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をしたとき、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 

	 	 	 営業者に決定した者は、平成３０年２月２６日（月）までに、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	 営業者の決定の取り消し 

	 	 	 次のいずれかに該当する場合は、営業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使用許可の手続に応じなかった場 

合。 

	 （２）	 営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、営業者の負担とします。 



喫茶コーナー営業に係る仕様書 

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 使用許可面積 最低使用料 位置 

【喫茶コーナー】 

	 揖斐広域斎場 

	 待合ホール 

２２１．４８㎡ 

厨房 

喫茶 

 

月額２０，０００円 

 

別	 添 

 
２	 経費の負担 

	 	 光熱水費は、揖斐広域連合の負担とし、ガスの使用は認めない。 

 

３	 使用条件等 

	 （１）営業時間 

	 	 	 	 営業時間は、開場日の１０時００分から１６時までとする。 

	 （２）揖斐広域斎場の出入口開閉時間等 

	 	 	 	 ア	 開門時間は８時３０分、閉門時間は１７時１５分とする。 

	 （３）場内禁煙について 

	 	 	 	 揖斐広域斎場の敷地内は、一部の喫煙スペースを除いて終日禁煙とする。 

	 （４）物品類の搬入・搬出について 

	 	 	 	 販売品の搬入及び廃棄物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のとする。 

	 （５）厨房設備・備品等 

	 	 	 	 厨房設備、備品等は揖斐広域斎場が提供するものについてはそれを使用し、そ 

れ以外に必要なものがある場合は、営業者の負担により用意すること。 

ただし、厨房設備、備品等の修繕費については、たとえ揖斐広域連合が貸与し 



たものであっても、営業者が負担すること。 

 

（６）提供メニュー及び提供価格 

	 	 ア	 喫茶における提供メニューは、下表の必須メニューを用意しなければなら 

ない。 

	 	 イ	 その他の提供メニュー及び価格は、公共施設であることを考慮し、事前に揖 

斐広域連合と協議すること。なお変更する場合は、事前に揖斐広域連合の承認 

を受けること。 

必須メニュー 提供価格 

ホットコーヒー ３５０円 

アイスコーヒー ３５０円 

ホットティー ３５０円 

アイスティー ３５０円 

 

	 （９）	 喫茶での酒類の提供は禁止する。ノンアルコール飲料、ビールテイスト飲料 

及びこれらに類する商品についも同様とする。 

	 （１０）食品衛生法に基づく営業許可の申請、その他法令で定める所官庁への申請・ 

届出等については、すべて営業者の負担で行うこと。 

	 （１１）営業者は、清潔保持及び衛生管理に十分注意を払うとともに、食品衛生 

上の発生事案については、すべて営業者の責任と負担において対処す 

ること。 

	 （１２）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、看板等についてもは揖斐広域連合と協議す 

ること。 

	 （１３）衛生管理及び感染症対策等については、関係法令等の遵守・徹底を図るとと 

もに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続き等を行 



うこと。 

	 （１４）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、喫茶営業を休止し、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、この場合の使用料等の取扱いについては、別途、協議するものとする。 

	 （１５）使用物件は、最善の注意をもって維持管理すること。 

	 （１６）火葬場という施設の特性を考慮し、軽率な行動は避けること。また、来場者 

から施設利用等について問い合わせがあった場合には、親切に対応しなけれ 

ばならない。 

 

４	 損害賠償 

	 営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、営業者は揖斐広域

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 

	 営業者は、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）現在席数	 	 ４０席 

	 （２）年間火葬件数	 平成２７年度	 ７２８件 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成２８年度	 ７９５件 

	 （３）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 
 
喫茶コーナーの営業事業者募集について、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．営業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	 	 喫茶コーナー及び待合いホール 
 
	  	 許 可 面 積	 	 	 ２２１．４８㎡ 
 
	 	  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、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喫茶コーナー営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、喫茶コーナー営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．喫茶コーナー営業者募集要項の「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．喫茶コーナー営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メニュー名、提供価格を記

載する。記載欄が足りないときは、コピーして使用可。 

メニュー名 提供価格 備考 

（必須メニュー） 

ホットコーヒー 
３５０円 

 

（必須メニュー） 

アイスコーヒー 
３５０円 

 

（必須メニュー） 

ホットティー 
３５０円 

 

（必須メニュー） 

アイスティー 
３５０円 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  




