浦安市屋外スポーツ施設自動販売機設置事業者募集要領
１．目的
この要領は、浦安市屋外スポーツ施設において、利用者が利用する飲料自動販売
機（以下「自販機」という。）の設置事業者を選定するために、必要な手続きを定め
る。自動販売機設置事業者（以下「設置事業者」という。
）の入札に参加しようとす
るものは、この要領のとおり、次の各事項を承知のうえ、関係書類の提出を行うもの
とする。
２．自動販売機設置公募物件
物件名：浦安市屋外スポーツ施設
設置場所
美浜テニスコート
浦安市美浜 5-10
美浜運動公園
浦安市入船 5-46
高洲南テニスコート

設置許容面積

基本料

（幅㎜×奥行㎜×高さ㎜）

（月額）

1,250×1,040×2,100
箇所図を参照
箇所図を参照

１台

290 円

１台

550 円

１台

140 円

１台

810 円

３台

1,250×1,040×2,100
箇所図を参照

総合公園球技場

1,250×1,040×2,100

浦安市明海 7-2

箇所図を参照

浦安市富岡 4-25

270 円

1,250×1,040×2,100

浦安市港 84 番１

中央公園

台数

1,250×1,040×2,100×３台
箇所図を参照

（１）設置場所等の詳細は、別添の自動販売機設置予定箇所図（以下「箇所図」という。
）
を参照。
（２）販売品目は、飲料（缶・ペットボトル）とする。
（３）箇所図と現地に違いがある場合は、現地に合わせるものとし、その他施設管理者と
協議すること。
（４）設置許容面積には、空き容器回収ボックスの設置スペースは含まない。
（５）最低価格には消費税等相当分を含まない。
３．入札参加資格
（１）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないこと。
（２）法人税（個人にあっては所得税）並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこ
と。
（３）法人市民税（個人にあっては住民税）を滞納していないこと。
（４）成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。

-1-

（５）令和元年度及び令和２年度において、自販機の設置業務（自らが管理・運営するも
のに限る。
）の実績を有していること。
（６）法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有し
ていること。
（７）暴力団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３条及
び第４条による指定を受けた指定暴力団及びその暴力団員でないこと。
（８）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす
団体に属する者でないこと。
４．契約上の主な条件
（１）貸付期間
貸付期間は、令和４年１月１日から令和８年 12 月 31 日までの５年間とする。
（設置及び撤去に要する期間を含む。）
（２）貸付料等
①貸付料
貸付料は次の式により算出される。
※貸付料＝（基本料＋商品売上変動分）×消費税率
※商品売上変動分＝売上金額×納付割合
納付割合は、設置希望者自らが算出し、入札書（様式４）に記入した数字（小数
点第１位までの数字及び%で表示する。
）とする。
消費税法の改正に伴い消費税率が変更となった場合は、改正後の税率にて算出す
ること。また、貸付料は、４月から９月分を前期分として 10 月 15 日までに、10 月
から翌年３月分を後期分として翌年４月 15 日までに支払うこと。
②電気料
自販機使用に係る電気料金については設置事業者の負担とし、一般社団法人浦安
市スポーツ協会（以下「スポーツ協会」という。）が発行する納入通知書により、
指定された期限までに納入すること（３カ月に１度）。使用した電気料金について
は、当該自販機用の積算電力計（子メーター）を、設置事業者の負担により設置し、
次の算定方式により算定する。
※ 月額電気使用料金 ＝電気量単価（基本料金を含む）
（税込）
× 個別メーターの月間消費電力量
③その他必要経費等
自販機の設置、撤去等及び維持管理に必要とする経費は、設置事業者の負担とする。
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④延滞金
受託者の責に帰すべき事由により、納入通知書により指定期日までに支払いがな
いときは、指定期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、契約締結時における政
府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第 8 条第 1 項本
文の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払い、
及び当該遅延により当該遅延利息の額を超えて市が被った損害の賠償を請求する
ことができるものとする。
（３）貸付上の制限等
次の事項を遵守すること。
①貸付物件を自販機設置業務以外の用途に供しないこと。
②自販機設置に関する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
③販売品目はメーカー希望小売価格よりも高い価格で販売しないこと。
④酒類及びその他類似品の販売をしないこと。
（４）設置する自販機
①本体規格については、設置許容面積以内で、できる限りユニバーサルデザインの機
種とすること。
②自販機の設置に当たっては、転倒防止等の安全に十分注意すること。
③省エネルギー（ヒートポンプ、ゾーンクーリング、照明の自動点滅・減光、学習省
エネ、真空断熱材使用、ピークカット等）の機種とすること。
④フロン・代替フロン等を使用しない環境対策を考慮した機種とすること。
⑤さまざまな電子マネーが利用できること。
⑥周囲に配慮したデザイン、色合い(白色系)とすること。
⑦大規模災害時には、市の要請に基づき販売品を無償で提供すること。その場合、自
販機の取り扱いについて市に助言または自販機の操作を行うこと。
（５）維持管理責任
次の事項を遵守してください。
①商品については多様な飲料商品を幅広く取り揃えること。また、時節に応じた商品
対応を行い（冬季には温かい飲料を設置するなど）
、適時、商品の見直しを図るこ
と。
②自販機の維持管理は、設置事業者が責任をもって行い、常に商品の賞味期限に注意
を払うとともに、１週間に最低１回以上、商品の在庫状況を調査・確認し、常に売
切れ状態がないこと。また、１週間に最低１回以上、売上状況を調査・確認し、代
金回収を行うとともに、常につり銭切れの状態がないこと。スポーツ協会の指示に
従い速やかに指定の位置に、販売する飲料の容器の種類に応じた空き容器分別回
収ボックスを設置するとともに、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルをす
ること。
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③回収ボックスには、販売容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、投入口
は一般ごみが入りにくい形状とするなどして、一般ごみの混入防止を図ること。
④売上実績（売上個数、金額等）をスポーツ協会が定める期日までに毎月報告するも
のとする。
⑤衛生管理及び感染症対策については、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を行うこと。
⑥自販機の故障に伴う問い合わせ、苦情等については設置事業者の責任において対
応するものとし、連絡先を見やすい位置に明記すること。
（６）原状回復
設置事業者は、貸付期間が満了したときは指定期日までに原状回復をすること。
５．入札参加申込等
申込みにあたっては、この要領を熟読し、契約条件を確認の上、お申し込みください。
（１）申込受付期間及び提出場所
①期 間

令和３年 10 月 27 日（水）～令和３年 11 月８日（月）
（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

②時 間

午前 10 時 00 分～午後４時（正午～午後１時の間を除く。
）

③場 所

浦安市集合事務所３階 301 一般社団法人浦安市スポーツ協会
（〒279-0004 千葉県浦安市猫実１-12-38）

（２）提出書類
①入札参加申込書（兼受付書）
②印鑑証明書
③委任状
・入札は、代理人に行わせることができますが、この場合、委任状が必要になりま
す。
（ただし、法人がその社員に委任する場合は不要。）
・委任状は、本人（委任者）及び代理人（受任者）の実印の押印が必要となります。
・委任状がない代理人による入札はできません。
④証明書類
ア 法人の場合
・登記事項証明書（履歴事項全部証明書：発行後３か月以内）
・国税の納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税の直近２年度分の未納税額が
ない証明書）
・法人市民税の納税証明書（直近２年度分の未納税額がない証明書）
イ 個人の場合
・住民票
・国税の納税証明書（所得税、消費税及び地方消費税の直近２年度分の未納税額が
ない証明書）
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・住民税の納税証明書（直近２年度分の未納税額がない証明書）
⑤直近２年度における自販機の設置を行った実績を証明する書類（使用許可書、契約
書等の写し等）
※ 証明書類として提出いただく書類は、いずれも発行後３か月以内のもの（複写し
たものは不可）とします。ただし、⑤の書類は除きます。
（３）提出方法
提出書類を、申込受付期間中にスポーツ協会まで持参又は簡易書留にて郵送（令和
３年 11 月８日（月）午後４時必着）にて提出してください。持参の場合、入札参加
申込締切日の午後４時までに提出がない場合は、受付できませんので、あらかじめ
余裕を持って早めに提出してください。また、持参の場合は、持参された方のお名
前等を確認させていただきますので、ご了承ください。
（４）受付
提出すべき書類が整っている場合で、持参された方には、直ちに入札参加申込書（兼
受付書）及び委任状にスポーツ協会の受付印を押印したものの写しをお渡しします。
また、郵送の場合は、受付後速やかに、写しを返送いたします。
６．入札参加資格の審査及び通知
スポーツ協会において入札参加資格の審査を行い、審査結果を入札参加申込書（兼受
付書）の「連絡用メールアドレス」欄にご記入いただいた電子メールアドレス宛に送信
します。
送信予定日 令和３年 11 月 11 日(木)
７．質疑及び回答
（１）質疑期間 令和３年 11 月 12 日(金)午前 10 時 00 分～11 月 15(月)午後４時
（２）質疑方法 質問は、電子メールにてお願いします。
件名を「浦安市屋外スポーツ施設自動販売機設置質疑について」
として下さい。
質問受付電子メールアドレ urayasu.sports.association@gmail.com
（３）回

答 令和３年 11 月 19 日(金)までに、入札参加申込書（兼受付書）の「連
絡用メールアドレス」欄にご記入いただいた電子メールアドレス宛に、
質疑に対する回答を送信します。

※ 質疑内容及びその回答は、すべての入札参加者に送信します。アソシエーション
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８．入札及び開札に関する事項
（１）入札の日時及び場所
①日 時 令和３年 11 月 22 日（月）午前１０時から
②場 所 浦安市スポーツ協会事務所 （浦安市集合事務所３階 301）
（２）入札当日に必要なもの
必要な書類がない場合又は書類に不備等があった場合、入札に参加することが
できなくなりますので、十分確認のうえ、不備等のないようにお願いします。
入札に必要な書類等の説明
入札書（様式４） 封筒に封入すること
入札書を入れる封筒（様式 6）

形状は定型封筒とする

入札参加申込書（兼受付書）の写し 事前に参加申込みした時の受付書の写し
委任状の写し（ただし、法人がその社員に委任する場合は不要。
）
（３）入札及び開札の方法等
①入札開始の１５分前から入室し、入札参加申込書（兼受付書）
（受付印を押した写
し）を提出してください。また代理人の方は、委任状（受付印を押した写し）を合
わせて提出してください。
②入札の当日出席しなかった者又は入札の締切り時間に遅刻した者は、棄権とみなし
ます。
③入札参加者は入札執行に関し、スポーツ協会職員の指示に従わなければなりません。
④所定の入札書に、入札者の住所及び氏名（法人にあっては名称及び代表者名）を記
入の上、必ず印鑑証明書に登録された印鑑（代理人の場合、委任状に押印されてい
る代理人の実印）を押印してください。
⑤入札書記載金額及び納付割合は、算用数字を用いてください。また、金額について
は頭に『金』を必ず記入してください。
なお、金額の単位は円、納付割合の単位は%とします。
⑥入札は、入札書を封かんし、入札箱にご自身で投函していただきます。
入札書を定型封筒（長形 3 号など）に入れ、封をしたうえ、割印を上中下 3 ヶ所に
押印（印鑑証明印）するとともに、封筒表面に「物件名：浦安市屋外スポーツ施設」、
「住所」、
「氏名（又は法人名及び代表者職・氏名）
」を油性黒ボールペンで記入した
ものを持参により提出することとします。
⑦投函された入札書は、その理由のいかんにかかわらず、書換え、引換え又は撤回を
することができません。
⑧入札の回数は１回とし、再度入札は行いません。
（４）落札者の決定方法
①落札者の決定は、基本料以上で最高の価格をもって入札した方を落札者として決定
します。
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②落札者となるべき同価格の入札者が２者以上いる場合は、スポーツ協会職員の立会
いのもと、くじ引きにより落札者を決定します。
（５）落札額及び契約額の決定
入札書に記載された金額をもって落札額とします。
９．入札保証金
入札保証金の納付は免除とします。
10．入札の無効
次の事項のいずれかに該当する入札は無効となります。
（１）入札に参加する資格のない者の入札
（２）入札について、２通以上の入札書を提出した者の入札
（３）入札に関し、不正行為があった場合の入札
（４）最低貸付料に達しない貸付料で入札した者の入札
（５）その他指定した以外の方法により入札した場合
11．契約の締結
（１）落札者は、落札決定の日から７日以内に公共施設の貸付について契約を締結して
いただきます。なお、契約に際しての契約保証金は免除します。
（２）正当な理由なく、指定期日までに契約を締結しない場合、又は、指定期日までの
間に契約締結辞退届（様式５）が提出された場合は、設置事業者の決定を取り消
し、入札金額の高い順に契約交渉を行います。
（３）
（２）により設置事業者の決定を取り消された者（指定期日までの間に契約締結辞
退届（様式５）が提出された者は除きます。）は、次回からの入札参加資格がない
ものとします。
12．入札結果の公表
入札結果につきましてはスポーツ協会ホームページにて、その内容（設置場所、落札
金額、落札者）を公表します。
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