
一般競争入札による「清涼飲料水自動販売機設置事業者」募集要領 

 

仙台市（担当：都市整備局総務課）では，次のとおり仙台市勾当台公園地下駐車場に清涼飲料水自

動販売機（以下「自販機」とします。）を設置する事業者を募集します。 

一般競争入札により，自販機設置事業者を決定しますので，入札に参加を希望される方は，この募集

要領の各事項及び関係法令等をご承知の上，お申し込みください。 

 

１ 募集物件 

所   在  仙台市青葉区国分町三丁目 7－1 

設置場所 仙台市勾当台公園地下駐車場 地下 1階 

・貸付面積 3.35㎡ 

・自販機の設置（2台合計）    幅 250cm×奥行 110cm×高さ 198cm  以内 

・回収ボックスの設置（2個合計） 幅 120cm×奥行 50cm×高さ 105cm   以内 

※ 当該施設の管理業務は指定管理者が行っております。 

設置台数 2台 

設置機種 （1）AED（※）が搭載でき，ノンフロン・ヒートポンプ方式を採用しているもの･･･1台 

  ※ 日本光電工業株式会社 カルジオライフ AED－92００ 

  ※ AED は，施設の指定管理者が所有している上記機種を使用しますので，準備

していただく必要はありません。 

（2）災害対応型でノンフロン・ヒートポンプ方式を採用しているもの･･･1台 

※ 設置場所は，下記図を確認ください。 赤枠で表示しています。 

 

 

自販機 

回収ボックス 



２ 入札参加資格 

 （1） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 4の規定のいずれにも該当しない者

であること。 

 （2） 個人の場合は仙台市内に住所を，法人の場合は仙台市内に本店又は支店・営業所を有し，市

税の滞納がないこと。 

 （3） 自販機の設置業務について，3 年以上の実績を有し，商品補充，金銭管理など自販機の維持

管理を自己の責任において行う者であること。 

 （4） 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 2条に規定する暴

力団等との関係を有していないこと。 

 （5） 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体との関係を有していないこと。 

 （6） 入札日の過去 1 年以内に，本市施設の自販機設置に関して，契約内容に反する行為を行った

者でないこと。 

 

３ 契約上の条件等 

（1） 販売物品 

   アルコール分を含まない飲料水とします。 

（2） 貸付契約の内容 

この貸付契約は，地方自治法第 238条の 4第 2項第 4号の規定に基づく市有財産（自販機設

置場所）の一時貸付け（賃貸借契約）とします。 

（3） 貸付期間 

貸付期間は，平成 27年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までの 3年間とします。 

ただし，貸付契約の更新は，平成 30年 4月 1日から平成 32年 3月 31日までの 2年間に限り

認めます。その場合の貸付料は，消費税及び地方消費税の税率改正があった場合以外，変更

しません。 

（4） 貸付料 

仙台市が設定する予定価格以上で，最高の入札価格をもって 1年間の貸付料とします。 

実質貸付料（3年間分）は，入札価格×3年となります。 

貸付料は，仙台市が発行する納入通知書により，年度毎に 1年間分を指定期日（当該年度の 4

月 30日）までに納入していただきます。 

   （5） 売上報告書の提出 

      設置事業者は，売上状況を 3ヶ月毎にとりまとめ，四半期最終月の翌月の 15日までに，売上報

告書を本市に提出していただきます。 

（6） 電気料 

電気料は，設置事業者が使用量を計る子メーターを設置の上，子メーターの使用料に基づき

当該施設の指定管理者へ納入していただきます。なお，電気料の算定及び支払いについては，

指定管理者と協議していただきます。 

（7） その他 

① 自販機設置の基準，使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理等「自動販売機の設置

に関する契約書」の契約内容をすべて遵守していただきます。 

② AED が搭載でき，ノンフロン・ヒートポンプ方式を採用している自販機については，改造等

のため平成 27年 4月 1日に設置できない場合には，1 ヶ月程度を限度に，代替機種を設置

していただきます。 



 

４ 申込方法等 

(1) 受付期間 平成 27年 1月 30日（金）から 2月 13日（金）まで（ただし，土，日曜日は除く。） 

          午前 9時から午後 5時まで（ただし，正午から午後 1時までを除く。） 

(2) 受付場所 

仙台市青葉区国分町三丁目 7番 1号 

    仙台市都市整備局総務課 

    電話 022（214）8287 

(3) 申込方法 

受付場所に直接書類を持参してください。 

書類を確認の上，入札参加申込書の写しを交付します。 

※ 郵送等による受付は行いません。 

 （4） 申込みに必要な書類 

   ① 入札参加申込書（様式 1） 

② 法人の場合は商業登記簿（履歴事項全部証明書）の写し，個人の場合は住民票の写し 

   ※ 発行後 3 ヶ月以内のものに限る。 

③ 市税の滞納がないことの証明書 

   ※ 市税の課税の有無にかかわらず，申請書を持参のうえ，区役所，総合支所税務課におい  

て交付（1通 300円の手数料が必要です。）を受けてください。 

④ 誓約書（様式 2） 

 

 ５ 入札及び開札の日時，場所等 

（1） 入札及び開札の日時  平成 27年 2月 23日（月）  午前 10時 

（2） 入札及び開札の場所  仙台市本庁舎 6階第二会議室 

（3） 入札の受付等 

   入札の受付は，入札開始時刻の 15分前から行います。 

   なお，入札開始時刻に遅れると入札に参加できませんので，ご注意ください。 

   入札（開札）会場への入室は，各社（者）1名とさせていただきます。 

  

６ 入札の手続き 

(1) 入札方法 

① 入札書（様式 3）には，1 年間（年額）の貸付料の金額（消費税及び地方消費税に相当する金額

を加算した金額）を記載してください。 

② 入札書は封筒に入れて，提出してください。 

③ 代理人による入札の場合は，委任状（様式 4）を提出し，委任を受けた方の名前で入札してくだ

さい。 

(2) 入札保証金 

免除します。 

(3) 入札時に持参する書類 

① 入札参加申込書の写し（申込の受付時にお渡しします。） 

② 入札書及び封筒 

③ 委任状（代理人の方が入札される場合） 



(4) 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

① 入札に参加する資格のない者がした入札 

② 一の入札について同一の者がした二以上の入札 

③ 入札者の記名・押印のない入札 

④ 金額その他重要事項の記載が不明確な入札（金額の訂正は認められません。） 

⑤ その他入札に関する条件に違反した入札 

(5) 落札者の決定 

① 予定価格以上をもって有効な入札を行った者のうち，最高の価格をもって入札した者を落札者と

します。 

② 落札となるべき同金額の入札をした者が 2 人以上あるときは，直ちに「くじ」によって落札者を決

定します。 

③ 予定価格以上の価格の入札がない場合は，希望者により，直ちに，再度の入札を行います。 

④ 落札者は，その権利を他者に譲ることはできません。 

(6) 入札結果の公表 

開札の結果，落札者があるときはその者の名称及び金額を，落札者がないときはその旨を，開札

に立ち会った入札者に知らせます。 

 

７ 契約の締結 

   落札者は，平成 27年 2月 27（金）までに契約書に記名押印していただきます。 

   期間内に契約書に記名押印しないときは，契約を締結しないものとみなします。 

   その場合，落札は無効となり，仙台市の一般競争入札に参加することができなくなることがあります。 

  

８ その他 

（1） 提出された申込書等は返却しません。 

（2） 自販機の設置，撤去，維持管理（光熱水費等）及び原状回復に関する一切の経費は，自販機設

置事業者の負担となります。 

（3） 施設の利用台数は，年間（平成 25年度）で 236,159台です。 

（4） 自販機及び回収ボックスの設置及び管理にあたっては，必要に応じ施設の指定管理者と連絡及

び調整を行ってください。 

  

９ 問合せ先   仙台市都市整備局総務課  電話 022（214）8287 

 

関係書類 

   入札参加申込書（様式 1） 

   契約書（様式 2） 

   入札書（様式 3） 

   委任状（様式 4） 

   自動販売機の設置に関する契約書（見本） 

   売上報告書（参考） 

 


