
蓬莱橋小公園への飲料用等自動販売機設置事業者選定に係る 

公募型プロポーザル（書類選考型）実施要領 

 

１ 概要 

(1) 件名 

 蓬莱橋小公園への飲料用等自動販売機設置事業者選定 

(2) 目的 

島田市（以下「市」という。）では、市有財産の有効活用を図るとともに観光客等

の利便性向上を目的として、飲料用等自動販売機（以下「自動販売機」という。）を

設置する事業者を選定する。 

(3) 業務内容 

 蓬莱橋小公園（蓬莱橋 897.4 茶屋西側）に自動販売機等を設置する。 

【配置図】 

所在：島田市南二丁目地先 

 

(4) 設置期間 

令和４年６月１日（水）から令和７年３月 31 日（月）まで 

(5) 設置方法 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の４第２項第４号及び島田市自動

販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する規程（平成 25 年２月４日訓令甲第

１号）に基づく行政財産の貸付けとして、市と設置者とで賃貸借契約を締結する。 

 

２ 実施形式 

公募型プロポーザル方式（書類選考型） 

※企画提案に関するプレゼンテーションは行わない。 

設置箇所 



３ 参加資格要件  

次の要件を全て満たす法人又は個人に限り募集に参加することができる。  

(1) 島田市物品入札参加資格者名簿に登録されている者で募集公告の日から設置

者決定までの間、市から入札参加停止措置を受けていないこと。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当

する者でないこと。 

(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号の暴力団又は同条第６号の暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年

を経過しない者を含む。）でないこと。法人にあっては役員又は使用人も暴力団員

でなく、暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。 

(4) 静岡県に本店、支店、営業所又は事業所を有し、個人の場合は静岡県中部地区

内に居住し、又は店舗を設置し、業を営んでいること。 

(5) 静岡県において過去３年以上継続して自動販売機の設置及び運営事業を営ん

でいること。 

(6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続開始の申立てが成さ

れている（更正手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）に基づき更正手続開始の申立てが成されている者（再生手続開

始の決定を受けている者を除く。）でないこと 。 

(7）静岡県内において、過去３ヵ年の間に、静岡県、国又は他の地方公共団体等の

庁舎、施設等における飲料用自動販売機設置者として決定した場合において、当

該契約の締結又は履行を妨げ、若しくは正当な理由なく当該契約を履行しなかっ

たことがないこと。 

 

４ 応募方法及び参加資格の審査 

プロポーザルに応募する事業者は、参加申込書を提出し、参加資格の有無について

審査を受けなければならない。 

(1) 参加申込書受付期間 

令和４年３月 30 日（水）から４月６日（水）午後５時まで 

※郵送による提出の場合、令和４年４月６日（水）の消印有効 

(2) 提出方法 

持参又は郵送による 

送付先 〒427-8501  静岡県島田市中央町１番の１ 島田市役所観光課 

※持参される方は、島田市役所２階観光課へお越しください。 

 受付時間 午前９時から 12 時まで、午後１時から５時まで（土、日、祝日除く） 

(3) 提出書類 

ア 参加申込書（様式１号） 

イ 誓約書（様式２号） 

ウ 営業実績報告書（島田市有施設設置業務実績等）（任意様式） 

※市が必要と認める場合は、上記以外に追加資料の提出を求めることがある。 

 (4) 参加資格結果通知 



  令和４年４月８日（金）までに電話またはメールにより通知する。 

 

５ 質疑応答 

質問及び回答方法については、次のとおりとする。なお、質問及び質問に対する回

答は本実施要領の追補とみなす。 

(1) 提出期限 

令和４年３月 30 日（水）午前９時から４月１日（金）正午まで 

 (2) 質問方法 

  島田市公式ホームページよりダウンロードした質問書（様式３号）を観光課へメ

ールで送信すること（メール送信後、観光課に確認の電話をいれること）。 

 (3) 回答期限 

令和４年４月５日（火） 

(4) 回答方法 

回答を島田市公式ホームページに掲載する。 

 

６ 企画提案書等の作成及び提出 

参加審査結果により指名を受けた事業者は、次に定めるところにより、企画提案書

等を提出しなければならない。あわせて、販売する清涼飲料水等の一覧（名称、販売

価格など）、設置する自販機及び使用済容器回収ボックスの仕様（寸法、電力消費量等）

が分かる資料を添付すること。 

 (1) 提出期限等 

  ア 提出期限 

令和４年４月８日（金）から４月 18 日（月）正午まで 

   ※郵送による提出の場合、令和４年４月 18 日（月）の消印有効 

  イ 提出書類（企画提案書等） 

Ａ４サイズ両面印刷に下記内容を記載し作成する。 

（提出部数：原本１部 写し６部） 

① 観光情報の発信について 

    ・観光情報を発信する機能等について 

② 自動販売機のデザインについて 

    ・島田市の魅力が伝わるデザインについて 

・景観、ユニバーサルデザインに対する配慮について 

③ 自動販売機の付加機能等について 

    ・今回採用する自動販売機の付加機能等の具体的な特徴について 

④ キャッシュレス機能等に関する提案 

    ・電子マネーや携帯電話アプリなどのキャッシュレス機能等について 

⑤ 管理体制について 

    ・故障時の対応、苦情への対応、補充・回収等の商品管理体制などについて 

⑥ 貸付料に関する提案 

    ・月額の貸付料（消費税及び地方消費税を除いた額とする） 



⑧ その他の提案 

 ・社会貢献、地域経済を活性化させる提案など 

 

７ 審査方法 

(1) 庁内審査委員による提案書類審査を行うこととする。 

 (2) 評価点が最も高い者を優先交渉権者とする（優先交渉権者との協議を経て仕様

書を作成し、契約を締結する考えである）。 

 (3) 評価点が優先交渉権者に次ぐ者を次点者とし、優先交渉権者との協議が整わな

かった場合において協議を行うこととする。 

 (4) 審査結果は、令和４年４月 25 日(月)に参加者へ電話またはメールにて連絡を

することとする。 

(5) 企画提案書を提出した者が１者のみの場合でも、企画提案書の審査を実施する。 

(6) 提案者が１者であった場合は、評価点が 55 点以上の場合に優先交渉権者とす

るものとする。 

 (7) 審査内容に係る質問には応じないこととする。 

 

８ 契約等 

(1) 契約締結前の詳細協議 

優先交渉権者は、企画提案書の内容等に基づき、随意契約に向けた諸条件につい

て優先交渉権者が行った提案の範囲内で市と詳細協議する（詳細協議の費用は優先

交渉権者の負担とする）。また、優先交渉権者は市との詳細協議が整い次第、本結果

を反映した見積書を市に提出するものとする。 

(2) 契約締結 

前項の協議が整い次第速やかに、設置事業者となった者は、市と賃貸借契約を締

結する。ただし、契約締結までの間に、優先交渉権者が本実施要領の参加要件を満

たさなくなった場合は、契約を締結しないことがある。なお、協議が整わない場合、

市は次点者と協議の上契約を締結する場合がある。 

(3) 費用負担 

自動販売機の設置（電気、配線等）維持管理、撤去に係る費用、光熱水費（電気

使用料等）は設置事業者が負担する。なお、設置する自動販売機の光熱水費（電気

使用料等）は、設置者が自ら設置した子メーター（計量法に基づく検査に合格した

もの）により計測した使用量等に基づき計算した額とする。 

 

９ スケジュール 

 実施要領公開：令和４年３月 30 日（水） 

参加申込受付：令和４年３月 30 日（水）から４月６日（水）午後５時まで 

※郵送による提出の場合、令和４年４月６日（水）の消印有効 

参加資格結果通知：令和４年４月８日（金） 

 質問受付：令和４年３月 30 日（水）午前９時から４月１日（金）正午まで 

 質問回答：令和４年４月５日（火） 



 企画提案書提出：令和４年４月８日（金）から４月 18 日（月）正午まで 

         ※郵送による提出の場合、令和４年４月 18 日（月）の消印有効 

 審査結果通知：令和４年４月 25 日(月) 

 

10 参加の辞退 

 参加申込後、参加を辞退する場合は、速やかに観光課に電話連絡のうえ、社名、代表

者名（代表印の押印）、担当者名を明記した辞退届（任意書式）を観光課に持参又は郵

送すること。 

 

12 その他留意事項 

 (1) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

 (2) 提出された書類等については、理由の如何にかかわらず返却しない。 

 (3) 次に掲げるいずれかに該当する場合、その提案を失格とする。 

ア 提案書の提出先、提出場所、提出期日、必要書類、書類内容が実施要領等に

示された要件に適合しないもの。 

  イ 提出書類に虚偽の記載をした場合は、その提案を失格とするとともに、指名

停止措置を行うことがある。 

(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

 （5）本プロポーザルは受託候補事業者を選定するものであり、契約の締結を担保す

るものではない。 

 （6）企画提案書の著作権は、提案書を提出した参加者に帰属する。 

(7) 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本

国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デ

ザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責

任は、事業者が負うものとする。 

(8) 契約締結後においても、受託者がこのプロポーザルにおいて失格事項に該当し

ていたことが明らかとなった場合或いはこのプロポーザルにおける企画提案書

において著しく実現性から乖離した提案を行っていたことが明らかとなった場

合は、契約を解除することができる。 

 

13 担当部署（書類提出先） 

島田市役所 観光課 観光施設係 

電話：0547-36-7394 

メール：kankou@city.shimada.lg.jp 

  



募集物件説明書 

物件番号 １ 名称 蓬莱橋小公園 

契約期間 令和４年６月１日（水）から令和７年３月 31 日（月）まで 

販売品目 
清涼飲料水等とする。 

酒類を除く。 

販売価格 標準小売価格以下とする。 

所在地 島田市南二丁目地先 

設置面積 

幅 180 ㎝ 奥行 100 ㎝ 面積 1.8 ㎡以内 

使用済容器回収ボックス設置場所及び放熱に必要な面積を含む

こと。 

営業時間 終日 

貸付料（税抜） 
月額（消費税及び地方消費税除く） 

※公募の際に申し込みのあった額 

光熱水費 設置した子メーターによる数値に基づき算定した額 

その他特記事項 
・災害対応用の自動販売機とする（別途協議書有り）。 

・想定販売数 900 本／月（参考：令和２年度実績） 

 

 

 

所管課 
観光課 

島田市中央町１番の１ 島田市役所２階 0547-36-7394 

※本書は標題を「物件説明書」とし、契約書に添付します。 

 

  

配置図 

設置箇所 



自動販売機の設置に伴う留意事項 

 

１ 自動販売機の機種について 

 省エネルギー、ノンフロン対応等の環境負荷に配慮した機種であること 

 

２ 維持管理について 

(1) 販売品の補充、金銭管理、ごみの回収等の維持管理を適切に行い、関係法令を

遵守すること。 

(2) 自動販売機及びその周辺の清掃に努め、貸付物件の美化に努めること。 

(3) 自動販売機に関する苦情、問い合わせ等の連絡先を自動販売機に明記すること。

当該対応については設置者の責任において対処すること。 

(4) 販売品の搬入、廃棄物の搬出時間、経路は市と協議すること。 

 

３ 設置に関すること 

 転倒防止対策を施すこと。 

 

４ ごみの回収について 

(1) 使用済み容器回収ボックスを貸付物件内に設置し、環境美化に努めること。た

だし、他の自動販売機と隣接している場合は、設置者間で協議の上、共同で使用

済み容器回収ボックスを設置することができる。 

(2) 使用済み容器は分別回収及びリサイクルを行うとともに、使用済み回収ボック

スから容器があふれ出さないように定期的に回収すること。 

(3) 使用済み回収ボックスからあふれているとの連絡を受けた場合は、同日中に回

収すること。 

 

５ 販売品目について 

販売品目及び販売価格は、物件説明書のとおりとし、具体的な品名は本契約申込時

に提出した「販売する清涼飲料水等の一覧」のものとする。但し、予め市の承認を得

た場合はこの限りでない。 

 

６ 災害対応について 

自動販売機には、地震、台風等の非常時において、自動販売機内の販売品を無償提

供できる機能を備えること。これに伴い、別途無償提供に関する協定を締結する。 

 

７ その他 

 隣接する蓬莱橋 897.4 茶屋及び蓬莱橋番小屋の職員等に対して誠意を持って対応し、

良好な信頼関係を築くこと。 

  



様式１号 

 

参加申込書 

 

 令和  年  月  日 

 

島田市長 様 

 

申込者 住所 

                    氏名               印 

                    電話 

 

 

 

下記のとおり、蓬莱橋小公園への飲料用等自動販売機設置事業者選定に係るプロポ

ーザルについて参加申込みします。 

物件番号  
名

称 
 

本件担当者及び 

連絡先 

担当者及び担当部署名 

 

電話番号 

 

ＦＡＸ番号 

 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

島田市受付 

法人の場合、法人名及び代表者名記

載 



様式２号 

 

誓約書 

 

 令和  年  月  日 

 

 

島田市長 様 

 

 

申込者 住所 

                    氏名               印 

                    電話 

 

 

蓬莱橋小公園における飲料用自動販売機設置者の申込にあたり、次の事項を誓約し

ます。 

 

 

１ 蓬莱橋小公園への飲料用等自動販売機設置事業者選定に係る公募型プロポーザル

実施要領の各項について十分理解し承知の上で申込みます。 

 

２ 自動販売機の管理運営の実績がありその管理運営には支障がありません。 

 

３ 同要領「３ 参加資格要件」に定める必要な資格を有します。 

 

４ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定する暴力団、

及び同法第２条第６号に規定する暴力団員ではありません。また、これら暴力団及

び暴力団員と社会的に非難されるような関係を有しておりません。 

 

５ この誓約が虚偽であり又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被るこ

とになっても異議、苦情申し立ては一切しません。 

 

  

法人の場合、法人名及び代表者名記

載 



様式３号 

 

質問書 

 

 令和  年  月  日 

 

 

島田市長 様 

 

質問者 住所 

                    氏名                

                    電話 

                    ＦＡＸ 

                    法人の場合は担当部署、担当名 

 

 

 

蓬莱橋小公園への飲料用等自動販売機設置事業者選定に係る公募型プロポーザル

（書類選考型）実施要領について次のとおり質問します。 

 

 

 

 


