
入 札 公 告 

 

条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６の規定に基づき、公告する。 

 

平成３１年１月１８日 

 

 

                       下関市長 前田 晋太郎 

 

１ 条件付き一般競争入札に付する事項 

 (1) 名  称 下関市消防庁舎に設置する自動販売機設置業務 

 (2) 設置対象施設及び物件  

物

件

番

号 

施設名称 

（設置場所） 

所在地 

(市内) 

台

数 

自動販売機

等の設置場

所の寸法 

利用

可能

面積 

備考 

上段：幅 

下段：奥行 

１ 
局・中央消防

署(２階) 

岬之町 17-1 
１ 

2.1ｍ以内 
3㎡ 

缶、ビン又は

ペットボトル 1.4ｍ以内 

２ 
伊崎出張所 

(３階) 

伊崎町 1-1-8 

１ 

1.8ｍ以内 

2㎡ 

缶、ビン又はペッ

トボトル 

※2019 年９月３０日迄 

0.9ｍ以内 

３ 
東消防署 

（１階） 

長府八幡町 1-14 
１ 

1.2ｍ以内＊ 
2㎡ 

缶、ビン又は

ペットボトル 1.0ｍ以内＊ 

４ 
小月出張所 

（１階） 

小月茶屋 2-3-5 
１ 

1.25ｍ以内＊ 
2㎡ 〃 

1.0ｍ以内＊ 

５ 
西消防署 

（１階） 

彦島本村町 6-1-2 
１ 

2.0ｍ以内 
3㎡ 〃 

1.2ｍ以内 

６ 
北消防署 

（１階） 

綾羅木新町 4-3-12 
１ 

1.2ｍ以内＊ 
2㎡ 〃 

0.9ｍ以内＊ 

７ 
豊浦西消防署 

（１階） 

豊浦町大字吉永

1875 
１ 

1.1ｍ以内＊ 
2㎡ 〃 

1.0ｍ以内＊ 

８ 
豊北出張所 

（１階） 

豊北町大字滝部

3140-1 
１ 

1.0ｍ以内＊ 
2㎡ 〃 

0.7ｍ以内＊ 



９ 
豊浦東消防署 

（１階） 

豊田町大字殿敷

1886-3 
１ 

1.0ｍ以内＊ 
2㎡ 〃 

0.7ｍ以内＊ 

１０ 
菊川出張所 

（１階） 

菊川町大字上岡枝

772-2 
１ 

1.1ｍ以内＊ 
2㎡ 〃 

0.9ｍ以内＊ 

１１ 
訓練センター 

（３階） 

秋根西町 1-5-10 
１ 

2.0ｍ以内 
４㎡ 〃 

2.0ｍ以内 

 注１ 消防庁舎に設置する自動販売機の種類は、清涼飲料水等（食品衛生法 

   施行令(昭和２８年政令第２２９号)第１条第１項第１号から第３号まで 

   に掲げる食品をいう。以下同じ）の自動販売機とする。 

 注２ 自動販売機等の設置場所の寸法には、自動販売機脚部に設置する転倒 

   防止用鉄板等の寸法及び容器回収ボックスの寸法を含む。ただし、＊の 

   寸法には容器回収ボックスの寸法は含まれない。 

 注３ 物件番号ごとに指定されている自動販売機等の設置場所の寸法の範囲 

   内で、かつ、利用可能面積の範囲内であること。 

 注４ 自動販売機の機種によっては、商品の補充やメンテナンスのための扉 

   の開閉等に支障がある場合も考えられますので、事前に設置場所の確認 

   を行うこと。 

 (3) 設置期間 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで（伊崎出

張所については「１の（２）物件番号２備考欄」の期間まで） 

   ただし、設置事業者の行政財産の使用状況を勘案し、当該行政財産の用 

  途又は目的を妨げない限度において自動販売機等の使用を許可することが 

  できると消防局が判断した場合は、１年間の許可延長を２回まで可能とし、 

  引き続き設置することができる。 

 

２ 入札条件 

 (1) 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４に規定する

者でないこと。 

 (2) 下関市内に本店、支店又は営業所を有する法人であること。又は下関市 

  内に住所を有する個人（事業者に限る。）であること。 

 (3) この公告の日から選考日までの間に、下関市競争入札参加有資格者指名

停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。 

 (4) 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）に規定する暴力団又はそれらに関連すると認められるに足りる相当の 

  理由のある者でないこと。 

 (5) 市税を完納していること。 

 (6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立 



て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の 

申立てがなされている者（民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受け、 

かつその取消しの決定を受けていない者を除く。）でないこと。 

  (7)  応募の日から過去３年間において自動販売機等の設置実績を有する者で、 

  その間、健全な経営を行っている者。 

 (8) 下関市消防局が行う自動販売機の公募で設置事業者として、決定の取り

消し又は使用許可の取り消しを受けている者でないこと 

 

 

３ 事務を担当する課の名称及び所在地 

  下関市消防局総務課 

  〒７５０－００１４ 下関市岬之町１７－１ 下関市消防局 ２階 

   ＴＥＬ（０８３）２３３－９１１１ 

   ＦＡＸ（０８３）２２４－０５１９ 

 

４ 契約条項を示す場所 

  上記３の場所及び下関市ホームページとする。 

 

５ 入札参加手続等 

  設置事業者を選考する方法は、条件付き一般競争入札とする。 

 (1) 入札に必要な書類の交付期間及び場所 

   ① 交付期間 公告の日から入札参加資格の確認申請期限の日まで 

② 交付場所 上記３の場所に同じ 

          なお、下関市ホームページからもダウンロードできる。 

 (2) 入札参加資格の確認申請 

入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行 

わなければならない。 

  ① 申請期限 

    平成３１年１月２８（月）午後５時（必着）※閉庁日を除く 

  ② 提出場所 上記３の場所に同じ 

  ③ 提出書類 入札参加資格確認申請書（法人は様式第１号、個人は様式

第２号）及び添付資料 

  ④ 提出方法 持参又は、一般書留又は簡易書留にて郵送すること。 

封筒には、申請に係る業者名、申請者名、申請者の住所又は 

所在地を記入するとともに、「入札参加資格確認申請書在中」 

と朱書きすること。 



 (3) 仕様等に関する質問の受付及び回答 

   ① 質問方法 「仕様等に対する質問・回答書（様式第３号）」により 

          ＦＡＸ又は E-mail すること。 

   ② 提出期限 平成３１年１月２８日（月）の午後３時まで 

   ③ 宛  先 下関市消防局総務課 

           ＦＡＸ （０８３）２２４－０５１９ 

           E-mail  sbsomuka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp  

  ④ 回答方法 質問の回答は、後日に質問者のみにＦＡＸ又は E-mailで回

答する。 

    ※ 選考後仕様等についての不知又は不明を理由に異議を申し立てる     

ことはできない。  

 (4) 入札参加資格の決定 

入札参加資格の審査結果は、平成３１年１月３１日（木）までに郵送に 

て通知する。 

 

６ 入札日時等 

（1） 入札日時 平成３１年２月８日（金）午後２時  

（2） 入札場所 下関市岬之町１７番１号 消防局３階 講堂 

 

７ 落札者の決定方法 

（1)  落札者は、予定価格の範囲を超え、最も高額な価格をもって有効な入札を

した者を落札者とする。 

（2）開札した結果、落札者となるべき者がいないときは、再度の入札を行うも

のとし、詳細については別途連絡する。 

（3）入札回数は、初度を含め３回までとする。 

（4）落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、当該入札

をした者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。なお、当該入札

者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係

のない職員がくじを引くものとする。 

 

８ 入札に係る注意事項 

(1) 入札において使用する入札書は、別添様式（別紙１）を使用すること。

また、入札額は、消費税額を含んだ額を記載すること。 

(2) 代理人をして入札させるときは、委任状（別紙２）を代理人に持参させ

なければならない。 

(3) 次の入札は無効とする。 



① 入札に参加する資格の無い者がした入札及び関係法令等 

に違反した入札。 

② 入札参加者が入札日までに入札条件を満たさなくなった時、その者 

のした入札。 

 ③ 入札者が明瞭でないもの又は入札価格を判読できないもの。 

④ 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないもの。 

⑤ 代理人でその資格のないもの又は１人で２人以上の代理入札をした 

もの。 

  ⑥ 入札保証金の納付がないもの又は入札保証金が不足するもの。 

(4) 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、 

入札を中止し、又は延期する場合がある。 

(5) 入札参加資格確認申請に係る費用は全て申請者の負担とする。なお、入 

札参加資格の有無に関わらず、申請書類等は返還しない。 

(6) 入札会場への入場は、１入札者につき、１名までとする。 

(7) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなった時、又は指名停止 

措置を受けた時は、落札決定を取り消し、契約を行わない。 

 

９ 入札保証金 

  下関市契約規則による。ただし、納付が必要である者については、後日通

知する。 

    

１０ 設置条件 

 (1) 使用済容器回収ボックスの設置 

    物件番号ごとに販売する清涼飲料水等に適合した使用済容器の回収ボ 

ックスを設置すること。 

  (2) 自動販売機の規格等 

   ① 原則設置期間中は常に販売可能な状態を継続すること。 

   ② 装飾は公序良俗に反しないものであること。 

   ③ 新５００円硬貨及び１，０００円紙幣が使用できること。 

   ④ 環境負荷を低減したノンフロン対応機種であること。（フロン又は代

替フロンは使用しないこと。） 

   ⑤ 転倒防止対策を施すこと。 

   ⑥ 物件番号ごとに電気等の使用料を計測するための子メーターを設置 

すること。 

   ⑦ 音声又は電子音が発生する付属機能を搭載していないか若しくは発   

    生しない措置を講じること。 



   ⑧ 設置する自動販売機本体等を変更する場合は、事前に消防局に申し出

ること。 

 (3) 設置上の注意 

   設置に当たっては、電気設備の確認を行い、自動販売機及び回収ボック 

  ス等について庁舎管理上必要な指導を受けたときは、それに従うこと。 

 

１１ 行政財産使用許可 

   使用許可する面積は、自動販売機、回収ボックス、子メーター及び自動 

  販売機脚部に設置する転落防止用鉄板等を投影する部分であり、「１ 条件 

付き一般競争入札に付する事項」中「(2) 設置対象設置及び物件」の表中

に記載してある利用可能面積とする。 

   使用料は、利用可能面積を基に下関市行政財産使用料条例（平成１７年 

  条例第９１号）の定めるところにより算定した金額とする。 

   なお、中央消防署伊崎出張所は２０１９年９月３０日をもって廃止とな

るため、撤去が必要となる。 

 ※参考：平成２９年度の１㎡当たりの行政財産使用料（年額） 

   局・中央消防署              １６，４７６円/㎡ 

   中央消防署伊崎出張所        １１，２８０円/㎡ 

   東消防署              １１，３４６円/㎡ 

   東消防署小月出張所         １１，５２６円/㎡ 

   西消防署              １０，９３８円/㎡ 

   北消防署               ８，６２８円/㎡ 

   豊浦西消防署            １１，３４０円/㎡ 

   豊浦西消防署豊北出張所       １１，０１６円/㎡ 

   豊浦東消防署            １０，９６８円/㎡ 

   豊浦東消防署菊川出張所       １７，８４４円/㎡ 

   訓練センター（東消防署勝山出張所） １１，３１６円/㎡ 

    

   なお、条例の改正等により額が変更する場合がある。 

 

１２ 売上手数料 

 (1) 売上手数料は、入札金額とする。 

 (2) 売上手数料の納付方法等について、消防局と設置予定事業者が契約する。 

 (3) 売上手数料は、消防局が発行する納入通知書により、毎月指定する期日 

    までに納入すること。 

 (4) 売上手数料は、契約金額（見積金額）を１２で除した金額（100円未満 



  切捨て）を第２回目から第１２回目の納付額とし、その合計額と契約金額 

  との差額を第１回目の金額とする。 

  (5) 設置事業者は、売上実績報告書（様式第４号）を、毎月指定する期日ま 

    でに消防局に報告すること。 

  

１３ その他必要経費等 

 (1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等一切の費用は設置 

  事業者の負担とする。また、自動販売機の運転に必要な光熱水費の使用料 

 （実費弁償金）は、全額を設置事業者の負担とし、消防局が発行する納入通 

  知書により、毎月指定する期日までに全額納入すること。 

 (2) 実費弁償金の算定の基となる使用量は、設置事業者が設置する子メータ 

  ーの指示値を設置事業者が毎月指定された日までに計測し、毎月指定する 

  期日までに消防局に報告すること。 

 

１４ 使用条件 

   使用期間前及び使用期間中は、次のことを遵守すること。 

 (1) 使用許可の条件を遵守し、行政財産使用料を期日までに全額納入するこ 

  と。 

 (2) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 

 (3) 販売品の搬入、廃棄物の搬出時間及び経路については、消防局の指示に 

  従うこと。 

 (4) 販売品は、缶、ビン又はペットボトルの密閉式の容器入りの清涼飲料水 

  とし、多品目により構成するよう努めること。また、酒類（いわゆるノン 

  アルコール飲料を含む）の販売は行わないこと。 

 (5) メーカー希望小売価格（定価）以下で販売し、物件間で同一商品におけ 

  る販売価格に差が生じないこと。 

 

１５ 維持管理責任 

   次のことを遵守すること。 

 (1) 商品補充及び金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業 

  者が行うこと。また、商品の賞味期限が過ぎたものを販売しないように注 

  意するとともに、在庫及び補充管理を適切に行うこと。 

   なお、自動販売機の所有、設置管理、故障発生時等の対応、商品の補充 

  及び売上代金の回収等を他者に行わせようとする場合は、自動販売機を設 

  置するまでに当該他者との間で委託契約又は協定等を締結し、その場合に 

  あっては、設置事業者として決定を受けた後、「自動販売機の管理関係証明 



  書（様式第５号）」及び当該委託契約書又は協定書の書類の写しを消防局に 

  提出すること。 

 (2) 回収ボックス内にある使用済容器は、設置事業者の責任で適切に回収及 

  びリサイクルをすること。 

 (3) 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受け、許可書の写しを 

  設置事業者として決定を受けた後、消防局に提出するとともに、関係法令 

  等を遵守して衛生管理に万全を期すること。また、関係機関等への届出及 

  び検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。 

 (4) 自動販売機の設置に当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設 

  置すること。 

 (5)  自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置事業者の責 

  任において対応すること。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記す 

  ること。 

 

１６ 原状回復 

   設置事業者は、許可期間が満了又は許可が取り消された場合は、速やか 

  に原状回復すること。ただし、消防局が原状回復する必要がないと判断し 

  た場合は、この限りでない。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の 

  補償を消防局に請求することができない。 

   ※中央消防署伊崎出張所は２０１９年９月３０日をもって廃止となるた

め、その時点で撤去が必要となる。 

 

１７ 使用許可申請の手続き 

 (1) 設置予定事業者は、平成３１年２月２８日（木）までに、平成３１年度 

  分の行政財産使用許可申請書を提出すること。 

  〔行政財産使用許可申請提出書類〕 ※提出部数は各一通 

  ① 行政財産使用許可申請書（下関市公有財産取扱規則様式第４号） 

  ② 使用しようとする行政財産使用範囲を明らかにした図面（設置場所の 

   自動販売機、回収ボックス、子メーター及び自動販売機脚部に設置する 

   転倒防止用鉄板等の配置が分かる図面） 

  (2) ２０２０度及び２０２１年度に契約更新を希望する場合は、当該年度 

  分の行政財産使用許可申請書を提出すること。また、次年度以降の契約更 

  新を希望しない場合は、契約辞退・解除申請書（様式第６号）を提出する 

  こと。 

  (3) 次年度以降の行政財産使用許可申請書又は契約辞退・解除申請書の提出 

    期限 



     ２０２０年度分 ２０１９年１２月１日まで 

     ２０２１年度分 ２０２０年１２月１日まで 

 

１８ 契約辞退・契約解除について 

   設置予定事業者が契約を辞退しようとする場合は、遅滞なく契約辞退・ 

  解除申請書を提出しなければならない。 

   設置事業者が、契約後その契約を解除しようとする場合は、契約解除し 

  ようとする３か月以上前までに契約辞退・解除申請書を消防局に提出しな 

  ければならない。 

   なお、売上手数料について、契約を解除するまでの期間分は納付してい 

  ただきます。 

 

１９ 設置事業者としての決定の取消し又は使用許可の取消し 

   次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定の取消し又は

使用許可を取消す。 

 (1) 正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可の手続きに応じなか 

  った場合 

 (2) 設置事業者が「２ 入札条件」中の(1)から(4)までに該当しなくなった場 

  合 

 (3) 消防局に対して必要な報告をせず又は虚偽の報告をした場合 

 (4) 設置（予定）事業者としての決定の取消し又は使用許可の取消しを受け

た場合、以降３年間は下関市消防局が行う自動販売機の入札に参加できな

い。 

 

２０ 不可抗力による販売の休止について 

   天災、下関市の施工する工事等、設置事業者の非のない理由により、販 

  売を余儀なく休止しなければならない場合は、以下のとおりとする。 

 (1) 販売休止期間が１か月のうち５日以上の場合、その月の売上手数料の額 

  は、日割計算の方法によって算定する。 

 (2) 販売再開の目途が立たない場合は、販売休止の日をもって、契約を解除 

  することができる。 

 

２１ その他 

   使用許可等の手続きに関する一切の費用については、設置事業者の負担 

    とする。 

 



２２ 参考資料 

 (1) 消防庁舎に勤務する職員数等（平成３０年４月１日） 

   局・中央消防署       毎日勤務者 ５９人 交代制勤務者 ５９人 

   中央消防署伊崎出張所  交代制勤務者 １４人 

   東消防署        毎日勤務者 ５人 交代制勤務者 ２８人 

   東消防署小月出張所   交代制勤務者 １６人 

   西消防署        毎日勤務者 ５人 交代制勤務者 ２８人 

   北消防署        毎日勤務者 ５人 交代制勤務者 ２８人 

   豊浦西消防署      毎日勤務者 １人 交代制勤務者 １６人 

   豊浦西消防署豊北出張所 毎日勤務者 １人 交代制勤務者 １６人 

   豊浦東消防署      毎日勤務者 １人 交代制勤務者 １６人 

   豊浦東消防署菊川出張所 毎日勤務者 １人 交代制勤務者 １６人 

   訓練センター        毎日勤務者 ４人 交代制勤務者 １６人 

   （東消防署勝山出張所） 

       合計       ３３５人（嘱託職員等含む） 

 

  (2) 過去３か年度の売上額 

                             （単位：円） 

物件

番号 
設置場所 台数 28年度 29年度 

30年度 

※11月末時点 
備 考 

１ 局・中央消防署 １ 1,671,710  1,714,960 1,083,980   

２ 伊崎出張所 １ 380,330  321,550 192,810  

３ 東消防署 １ 1,314,540  1,058,980 651,540  

４ 小月出張所 １ 341,280  282,250 163,680  

５ 西消防署 １ 1,112,180  902,710 431,190  

６ 北消防署 １ 801,680  1,023,410 725,280  

７ 豊浦西消防署 １ 487,880  513,410 276,240  

８ 豊北出張所 １ 327,720  301,160 185,700  

９ 豊浦東消防署 １ 272,430 237,660 281,980  

１０ 菊川出張所 １ 491,600  328,050 208,500  

１１ 訓練センター １ 771,520  761,680 392,960  

合 計 １１ 7,972,870  7,445,820 4,593,860   

 

  (3) 庁舎図面 別添参照 


