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飲料用自動販売機の設置場所の貸付けについて、一般競争入札（郵送）を執

行しますので、秦野市契約規則（昭和３９年秦野市規則第２３号）第８条の規

定により公告します。 

 

平成３１年３月１日 

 

秦野市副市長 高 村 栄 二    

 

１ 貸付物件 

（物件番号 １－１） 

所 在 地 秦野市鶴巻北三丁目１番２号 

設置場所 鶴巻温泉弘法の里湯２階自販機コーナー 

貸付面積 １．０５㎡ 

備 考 「おいしい秦野の水～丹沢の雫～」を販売品目に入れること。 

 

（物件番号 １－２） 

所 在 地 秦野市鶴巻北三丁目１番２号 

設置場所 鶴巻温泉弘法の里湯２階自販機コーナー 

貸付面積 １．０５㎡ 

備 考 高齢者等（弱者）に配慮した機種とする。 

 

（物件番号 ２） 

所 在 地 秦野市鶴巻北三丁目１番２号 

設置場所 鶴巻温泉弘法の里湯２階自販機コーナー 

貸付面積 １．０５㎡ 

備 考 販売品目はアイスクリームとする。 

※自動販売機の設置台数は、物件番号ごとに１台です。 

※貸付面積は概算です。転倒防止器具、放熱スペース及び容器回収箱の設置に

必要な面積とします。 

※施設の概要及び詳細な貸付場所については、別紙「物件個別明細書」及び「貸

付場所位置図」を参照してください。 

※場所を確認する場合は、施設管理者に連絡した後にお願いします。  
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２ 入札参加資格 

  入札に参加することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する

者とします。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しないこと。 

(2) 秦野市一般競争入札の参加停止及び指名停止等措置基準（平成１７年４

月１日施行）に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 自動販売機の設置業務において、法令等を遵守し、自ら管理し、及び運

営する３年以上の実績を有していること。 

(4) 個人の場合は秦野市に住所を有し、法人の場合は神奈川県内に本店（主

たる事務所）、支店又は営業所を有していること。 

(5) 国税及び秦野市税の滞納がないこと。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生

手続開始の申立てがなされていない又は民事再生法（平成１１年法律第 

２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていな

いこと。 

(7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は団体に属している者

でないこと。 

(8) 秦野市暴力団排除条例（平成２３年秦野市条例第１８号）に規定する暴

力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等、暴力団員等と密接な関係を有

すると認められる者又は神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条

例第７５号）第２３条に違反した者でないこと。 

 

３ 貸付条件等 

(1)  貸付期間 

平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日までの３年間とし、契約

更新は行いません。 

(2) 貸付料 

貸付料は、自動販売機の売上金額に貸付料率の割合を乗じて得た金額 

（円未満は切り捨て）に別途消費税及び地方消費税相当額を加算した額と

します。 

本市が設定する最低貸付料率以上で、最高の割合の貸付料率を入札した
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者を設置事業者と決定します。 

(3)  売上報告書の提出等 

設置事業者は、売上状況を四半期ごとに取りまとめ、各期最終月の翌月

１５日までに報告書を本市に提出することとし、本市が各期最終月の翌月

の月末までに発行する納入通知書により、四半期ごとの貸付料を支払うも

のとします。 

(4)  費用負担区分 

ア 自動販売機等の設置経費 

自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する一切の費用は、全て設

置業者の負担とします。 

  イ 電気料 

    設置業者は、電力使用量計測用子メーターを自らの負担で設置し、貸

付料とは別に、本市が算定した電気料について、本市が指定する期日ま

でに納入すること。(算定式：月額電気使用料＝個別メーターの月間消費

電力量÷施設全体の月間消費電力量×施設全体の月額電気使用料) 

(5)  違約金の算定方法 

設置事業者の責に帰すべき事由により、賃貸借期間の契約履行ができ

なくなったときには、本市が算定した違約金について、本市が指定する

期日までに納入すること。 

算定式：現年度月平均売上金額（税込）×0.1×契約不履行月数 

なお、契約不履行月数とは、契約履行ができなくなった日の属する月

から契約満了月までの期間を指す。 

    ただし、契約履行開始から１ヶ月に満たない期間に契約履行ができな

くなった場合には、設置場所の前年度月平均売上金額を参照して算定を

行う。 

算定式：前年度月平均売上金額（税込）×0.1×１２月 

 

４ 入札案内書、申請用紙等の配布 

(1) 配布期間 

平成３１年３月１日（金）から同年３月１５日（金）まで 

（月曜（休館日）を除く。） 

午前１０時から午後５時まで 
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(2) 配布場所 

   秦野市鶴巻北三丁目１番２号 鶴巻温泉弘法の里湯事務所 

弘法の里湯担当 

なお、入札案内書等は秦野市Ｗｅｂサイト上でダウンロードすることが

できます。 

 

５ 入札参加申請 

入札参加希望者は、「秦野市鶴巻温泉弘法の里湯館内自動販売機設置場所

の貸付け入札（郵送）案内書」を必ず確認のうえ、入札参加申請所及び資格

確認資料を持参により提出し、入札参加申込を行ってください。 

(1) 受付期間 

平成３１年３月１日（金）から同年３月１５日（金）まで 

（月曜日(休館日)を除く。） 

午前１０時から午後５時まで 

（2) 提出場所 

   秦野市鶴巻北三丁目１番２号 鶴巻温泉弘法の里湯事務所 

弘法の里湯担当 

    ※直接持参してください。郵送による受付は行いません。 

(3)  提出書類 １部 

 

６ 入札参加資格の確認等 

  入札参加資格の確認結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書をファ

ックス又は郵送等により通知します。 

  なお、審査の結果について不服がある場合は、申し立てることができます。 

 

７ 入札案内書等に対する質問 

(1)  質問期間 

     平成３１年３月１日(金)から同年３月１５日(金） 

午後５時まで 

(2)  質問提出方法 

質問書（第４号様式）を４(2)に記載の場所に持参又は郵送、ファックス

若しくは電子メールで送付するものとします。 

（3） 質問者への回答 
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   質問者に対し、電子メールにて回答します。 

   なお、必要に応じてその他の入札参加希望者に対しても、質問回答内容

を電子メールにてお知らせすることとします。 

 

８ 開札の日時及び場所等 

（1） 開札及び開札日時 

   平成３１年３月２７日（水）午前１１時から 

(2)  開札場所 

   秦野市鶴巻温泉弘法の里湯２階 貸切休憩室 

(3)  開札の立会い等 

立会いを希望する場合は、事前に弘法の里湯担当まで御連絡ください。

立会いについては、代表者以外でも構いません。 

また、このとき委任状は不要ですが、本人確認をできるもの（運転免許

証等）を提示していただく場合があります。立会いの希望がない案件につ

いては、入札事務に関係のない市職員が立ち会い、開札を執行します。 

 

９ 入札の方法及び落札者の決定方法 

 (1) 入札書（郵送）の方法 

  ア  入札書の提出方法 

「入札書（第６－２号様式）」に、必要事項及び入札金額等を記載の

うえ、「入札用封筒の記載例（記載例１）」のとおりに同封し、「入札

書の入った封筒の封入の仕方（記載例２）」により、一般書留又は簡易

書留による「局留め」郵便で郵送してください。 

  イ 提出期限 

    平成３１年３月２６日（火）までに、局留め郵便で届いていること。 

(2) 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格を有しない者又は虚偽の申請を行った者の

した入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とします。 

(3)  落札者の決定方法 

物件ごとに最低貸付料率以上をもって有効な入札を行った者のうち、最

高の割合の貸付料率をもって入札した者を落札者とします。 

(4)  くじによる落札者の決定 

落札となるべき同じ割合の貸付料率の入札をした者が２者以上あるとき
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は、その対象者全員に対してくじ引きを実施します。その際は、弘法の里

湯担当から別途連絡します。 

(5)  再入札 

最初の入札において落札者がないときは、１回に限り再度の入札を行い

ます。その際は、弘法の里湯担当から別途連絡します。ただし、最初の入

札に参加しなかった者及び失格又は無効となった者は参加できません。 

 

１０ 入札保証金 

  免除します。 

 

１１ 入札結果の公表 

入札結果は、次の事項について公表するものとします（個人名及び個人の

住所については除きます。）。 

(1)  落札者名 

(2)  落札料率 

(3)  入札参加者数 

 

１２ 契約保証金 

  免除します。 

 

１３ 貸付契約の締結 

落札者は、落札決定の日から起算して１０日以内（最終の日が土曜日、日

曜日又は休日の場合は、その直後の平日まで）に契約を締結することとしま

す。 

 

１４ その他 

(1)  資格確認資料のヒアリングは、実施しません。ただし、記載内容が不

明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求め、又は実態調

査を行うことがあります。 

(2)  提出された資格確認資料は、返却しません。 

(3) 提出された資格確認資料は公表し、又は無断で他の目的に使用するこ

とはしません。 

(4)  入札参加者は契約書案を熟読し、入札の心得を遵守してください。 
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(5)  入札を公正に執行することが困難と認めるときその他やむを得ない事情 

がある時は、入札を延期し、又は中止することがあります。この場合にお 

いて、入札参加資格を有する者は異議を申し立てることはできません。 

(6)  本書に記載のない事項については、「秦野市鶴巻温泉弘法の里湯館内

自動販売機設置場所の貸付け入札（郵送）案内書」によります。 

 

１５ 入札に関するお問合せ 

   秦野市役所 環境産業部 観光課 弘法の里湯担当 

   郵便番号 257-0001 秦野市鶴巻北三丁目１番２号 

電話番号 ０４６３－６９－２６４１ 

   ＦＡＸ  ０４６３－６９－２６５１ 

   電子メール ｓａｔｏｙｕ＠ｓｉｔｙ．ｈａｄａｎｏ．ｋａｎａｇａｗａ．ｊｐ 

 


