令和２年度北見市自動販売機設置者募集要項
令和２年８月１７日
北見市 総務部 総務課
本市では、下記物件に設置する自動販売機の設置者を募集します。この募集に参加される方は、
この募集要項をよく読み、下記に定める項目を承知のうえ、お申し込みください。
１

募集物件
物件名

北見カーリングホール‐１、北見カーリングホール‐２

施設名

アルゴグラフィックス北見カーリングホール

所在地

北見市柏陽町６０３番地１４

運営形態

指定管理者（一般社団法人 カーリング北見）

職員数

４人（予定）

販売実績

新規設置のため実績なし

設置図面

図面 1 のとおり

寸法上限

幅 1 200 mm ×奥行 800 mm ×行高 1 830 mm

物件名
北見カーリング

販売品目

行政財産貸付料

付帯条件・特記事項

清涼飲料水

20,158 円（年額）

災害対応、電子マネー機能付き

清涼飲料水

20,158 円（年額）

紙コップ式、ホットドリンク通年提供

ホール-１
北見カーリング
ホール-２

２

参加資格要件
自動販売機設置者（以下「設置者」という。
）の公募に参加することができる者は、次の各号に

掲げるすべての要件を満たす者とします。
ア

成年被後見人および被保佐人ならびに破産者で復権を得ない者でないこと。

イ

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号に
規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から５年を
経過しない者でないこと。

ウ

市税等の滞納がないこと。

エ

過去において、自動販売機設置の実績を有すること。

オ

北見市内に住所を有する法人（本店、支店または営業所も可）又はそれに準ずる団体、若し
くは個人であること。
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３

設置者の選定方法
ア

設置者の選定は、本市において物件ごとの応募申込書兼設置料提案書を審査し、提案された
設置料が最高額であった者とします。

イ

最高額での応募が２者以上ある場合は、抽選により選定いたします。

ウ

選定結果は、この募集に参加した者に通知するとともに、本市のホームページに設置者の名
称及び決定額並びに次点額を掲載します。

４

参加条件等

（１）設置者の施設使用形態
設置者は、自動販売機の設置場所として使用する土地及び建物について、地方自治法第２３
８条の４第２項第４号、北見市財務規則に基づき、行政財産の貸付契約（以下「契約」という。）
により使用します。
（２）貸付期間
貸付期間は、令和２年１０月１日から令和５年３月３１日までの２年６カ月間とします。
ただし、選定時に設置者が提案した設置料及び本市が設定した公募条件（設置場所等）を変
更しないことを前提とします。
（３）行政財産貸付料
行政財産貸付料は、下記の各号の合計額とします。契約締結後、本市の発行する納付書によ
り指定する期日までに納付してください。
ア

貸付料
北見市行政財産使用料条例を準用し、面積や建物評価額等により毎年度算定します。ただ

し、算定に係る面積は１台あたり 2.08 ㎡（回収ボックス含む）とみなします。なお、上記「１
募集物件」に記載している施設使用料は、令和２年度の貸付料となります。
貸付料は、原則として毎年算定し直します。貸付料が変動する場合は、変更契約を締結して
いただきます。
イ

加算料金（設置料）
設置者が提案した価格をもって設置料とします。この金額が最高額であった者を設置者と

して選定します。
※提案価格は年額として提案してください。

ウ

その他必要経費等
自動販売機の設置及び撤去に要する工事費（電気使用量計測子メーター設置費等含む）、維

持管理等に係る一切の費用は設置者の負担とします。
また、自動販売機の稼働に必要な光熱水費等については、子メーターにより計量した使用量
の相当額とします。
（４）設置条件
ア

自動販売機の規格及び条件
自動販売機は、寸法上限（転倒防止器具の面積を含む。）を超えないものを設置してくださ

い。
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また、電気使用量計測用子メーター等を設置するほか、転倒防止対策も併せて行ってくださ
い。
設置する自動販売機は、下表の個別条件を満たすものとします。
物件名

個別条件

北見カーリング

《災害対応》

ホール‐１

大規模災害発生時において、当市が必要と判断した場合には、自動販売機
内の在庫飲料を設置業者の負担により無料で提供することに同意し、市職
員の操作で無償提供へ切り替えができる機能を備えていること。災害対応
型であることを表示していること。
《電子マネー》
電子マネーでの支払いに対応する機能を備えていること。
《販売形態》
缶またはペットボトルなどの密閉式容器入りの飲料であること。

北見カーリング

《販売形態》

ホール‐２

紙コップ式自動販売機（給水タンク式）であり、通年でホットドリンクの
提供を行うこと。
《衛生管理》
食品衛生法に基づく規格基準等を遵守し、衛生管理を徹底すること。
給水タンク内外及び自動販売機本体等の洗浄・清掃等を定期的に行い、常
に清潔で衛生的に保つこと。

イ

販売品目及び価格
販売品目については、お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、ジュース類の飲料とし、酒類
の販売は原則として禁止とします。
なお、販売価格は、標準価格の１０円引きした価格以内で販売することとします。

ウ

販売する商品の空き容器を分別ができるよう回収ボックスを設置し、設置事業者の責任で

適切に回収・リサイクルを行ってください。複数台設置の施設においては、決定した設置者間
で協議の上回収を行ってください。
エ 売上状況の報告
毎年１０月末日及び４月末日までに、設置している自動販売機における半期毎の売上状況
（月別の販売本数等）を担当課に提出してください。（別添「様式２－３」
）
（５）設置上の留意事項
ア

貸付契約の条項を遵守し、使用料等を本市が指定する期日までに確実に納付してください。

イ

設置者は、自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡若しくは転貸し、または担保に供して
はなりません。

ウ

販売品の搬入、ごみ回収等を行う時間及び経路については、各施設管理者の指示に従ってく
ださい。
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（６）設置者の責務
ア

設置者は、自動販売機の設置、商品の販売等に関する一切の責任を負うものとし、第三者か
らの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任及び負担において
これらを解決することとします。

イ

商品の盗難及び破損について、本市に明らかな帰責事由がある場合を除き、本市はその一切
の責任を負いません。

ウ

設置者は、前項ア、イに規定する責務が担保されるよう必要な措置をとるものとします。

（７）維持管理責任
設置者は、次のことを遵守してください。
ア

自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品補充、金銭管理等の自動販売機の維持管理につ
いては、設置者の責任で行ってください。

イ

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ってください。

ウ

自動販売機の故障や問合せ、苦情については、対応連絡先を自動販売機に明記するととも
に、設置者の責任において対応してください。

（８）自動販売機の撤去
自動販売機の撤去に伴う行政財産貸付料は、原則として返還しません。ただし、設置者の責
に帰することができない事由による撤去においては、この限りではなく、日割計算により返還
します。なお、撤去に伴う費用について、設置者は一切の補償を本市に請求することはできま
せん。
ア

自己都合による撤去
設置者は、貸付期間が満了する前に自己の都合により自動販売機を撤去しようとする場合

は、撤去しようとする日の６か月前までに、担当課に書面により通知してください。
イ

本市の都合による撤去
貸付期間中であっても、公共・公益上の理由により、自動販売機を撤去していただくことが

あります。
ウ

条件違反等による撤去
設置者が使用許可の条件に違反した場合や、
「２ 参加資格要件」のすべての用件を満たす

ことができなくなった場合は、貸付契約を解除します。
（９）原状回復
設置者は、貸付期間が満了または貸付契約が解除された場合は、速やかに原状回復してくだ
さい。なお、原状回復に際し、設置者は一切の補償を本市に請求することはできません。
（10）その他
牛乳類を販売する自動販売機を設置する場合は、食品衛生法上の許可が必要となります。
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５

各種手続き

○公募申込手続き
（１）受付期間
令和２年８月１７日（月）から９月４日（金）まで
午前８時４５分から午後５時３０分までの間
※ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。
（２）受付場所
北見市桜町２丁目９番地１（桜町仮庁舎）
北見市総務部総務課
（３）提出方法
持参又は書留郵便（又はこれに準ずる送付方法）とします。
電子メール、ファクス等は不可とします。
（４）申込に必要な書類（提出部数は各１部）
ア 応募申込書兼設置料提案書（別添「様式２－１」
）
設置料提案書に記載する金額は、行政財産貸付料の加算料金（設置料）であり、
「４（３）
行政財産貸付料 イ」に相当する額となります。
また、設置料提案書は、受付期間終了後に開封し審査しますので、申込書類イ～カとは別
に封入し提出してください。（申込書類イ～カについては、事前審査します。）
イ 設置する自動販売機の仕様書（仕様･寸法･消費電力等がわかるもの）
ウ 納税証明書（北見市の市税の滞納がない旨の証明書、発行から３か月以内のもの）
《コピー可》
エ 印鑑登録証明書（発行から３か月以内のもの）《コピー可》
オ 登記事項証明書（発行から３か月以内のもの、個人の場合は市町村長発行の身分証明書）
《コピー可》
カ 「２ 参加資格要件 エ」を証する書面（契約書の写し等）
※１ 申込書類アの提出に関し、北見市内に本店を有する者は本店名及び代表者名により提出してくだ
さい。また、北見市内に支店または営業所等のサービス拠点を有する者の申込みについては、サー
ビス拠点名及びその責任者名により申込書類アを提出し、本店の代表者名による委任状（別添「様
式２－４」
）を添付してください。
※２ 北見市財務規則第 117 条に定める入札参加資格審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されて
いる者であって、入札参加資格者名簿の登録通知書等の写しを提出した場合は、申込書類ウ～オを
提出する必要はありません。
※３ 法人格を有しない団体においては、規約の写しを提出した場合は、申込書類ウ～オを提出する必
要はありません。
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○貸付の手続き
（１）提出期限
設置者に選定された者は、令和２年９月２５日（金）までに、下記（４）の書類を提出して
ください。なお、貸付手続きに関する一切の費用については、設置者の負担とします。
（２）提出場所
下記「募集物件に関する問い合わせ先」の担当課まで提出してください。
（３）提出方法
持参または郵送とします。
電子メール、ファクスは不可です。
（４）提出書類
ア 行政財産貸付申請書（別添「様式２－２」
）
イ 貸付申請箇所の図面
６

設置者選定の取消し
次のいずれかに該当する場合は、設置者としての選定を取り消します。

ア

正当な理由なくして、指定する期日までに貸付申請の手続きを行わなかった場合。

イ

設置者が応募の資格を失った場合。

ウ

指定する期日までに行政財産貸付料の納付がない場合。

エ

設置者が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こした場合。

○公募に関する問い合わせ先
北見市桜町 2 丁目 9 番地 1 北見市役所 桜町仮庁舎
北見市総務部総務課 財産管理係

担当者：高倉

電話：0157-33-1129 FAX：0157-25-6932
E-mail：sosomu@city.kitami.lg.jp
○募集物件に関する問い合わせ先
北見市端野町二区 471 番地 1
北見市教育委員会 社会教育部 スポーツ課

担当者：水沢

電話：0157-33-1842
Email sports@city.kitami.lg.jp
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