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鳥取県東部庁舎 



１ 目 的 

  この要項は、庁舎の一部を借り受けて自動販売機による清涼飲料水等の販売を行う事

業者を公募により選定するため、必要な手続等について定める。 

 

２  提出書類の内容 

  本件公募に参加しようとする事業者は、別紙１「自動販売機設置事業者募集に係る条

件等」及び別紙２「貸付条件」を熟知の上、次の書類を提出すること。なお、各書類の

詳細については別紙３「提出書類一覧」を確認すること。 

（１）提案書 

    ア 提案書（様式第１号） 

    イ 貸付範囲を示す図面 

       設置場所における、次の設置機器等の投影面積の分かる図面 

       設置機器等：自動販売機本体のほか､使用済容器回収ボックス､転倒防止用鉄板及

び放熱余地を含む 

（２）登記事項証明書又は身分証明書の写し 

   法人の場合は登記事項証明書、個人事業者の場合は市町村長の発行する身分証明書

の写しを提出すること。 

（３）納税証明書 

   提案書の提出日前３月以内に発行されたものであること。 

    ア 法人の場合 

    法人税、消費税及び地方消費税（延滞税及び加算税を含む。）に未納（納期限が到

来していないものを除く。）がないことを証する納税証明書並びに鳥取県の県税（延

滞金及び加算金を含み、地方消費税を除く。）に未納（納期限が到来していないもの

を除く。）がないことを証する納税証明書 

    イ 個人事業者の場合 

    所得税、消費税及び地方消費税（延滞税及び加算税を含む。）に未納（納期限が到

来していないものを除く。）がないことを証する納税証明書並びに鳥取県の県税（延

滞金及び加算金を含み、個人県民税及び地方消費税を除く。）に未納（納期限が到来

していないものを除く。）がないことを証する納税証明書 

（４）県内で自動販売機の設置及び管理運営について、２年以上の実績が確認できる書類 

（５）設置自動販売機及び販売商品のパンフレット（ユニバーサルデザインに関する事項

は、できるだけ具体的な説明資料を添付すること） 

（６）県内の営業所等の一覧表 

（７）県内産商品を活用する場合は、その内容が確認できる書類（県内産商品は、県内企

業が製造又は県内で生産される原材料を使用したものとする） 

（８）提案書の４社会貢献実績を記載する場合は、その事実が確認できる書類 

（９）グループ協定書の写し（グループで応募する場合のみ） 

（10）上記提出書類のうち該当のないものについて申立書（様式第２号） 

 

３ 鳥取県東部庁舎自動販売機設置業者選定審査委員会等 

（１） 審査委員会は東部庁舎内の各所属から推薦された委員７名により、審査を行う。 

（２） 公告の日から、自動販売機設置業者の選定審査が終了する日までに、審査委員に働

きかけ等行った者については失格とする。 

    

４ その他留意事項 

（１）提出された提案書等の内容に関して、電話等による確認・問合せを行うことがある。 

（２）提出された書類は返却しない。 

（３）書類提出後の問合せには応じない。 



（４）書類提出後、書類等の追加・修正は受け付けない。 

（５）提出された書類や審査結果は、鳥取県情報公開条例（平成１２年鳥取県条例第２号）

の規定に基づき開示することがある。 

（６）審査結果に対する異議申立ては受け付けない。 

（７）販売数量等の実績は別添１「年間販売見込み金額、個数等について」を参照するこ 

と。 



別紙１ 

                          自動販売機設置事業者募集に係る条件等 

 

１ 概要 

（１）設置する自動販売機の種類 

    ア 食品用自動販売機 

イ 清涼飲料水等自動販売機 

（２）設置場所及び最大貸付面積等 

種類 内容 設置場所 台数及び 

その条件 

最大貸付面積 

幅×奥行き（㎝） 

備  考 

食品用自

動販売機 

パン、カップめ

ん、おにぎり、

菓子類等 

１階憩い

のスペー

ス 

２台 （自動販売機設置面積） 

500×120 

 

（使用済容器回収ボック

ス、湯沸し器等設置面積） 

160×60 

① ユニバーサルデザ

イン対応は必須。 

 

➁ 任意で電子レン 

 ジ、湯沸し器の設置

可（ただし、設置者

が管理すること） 

 

③ 酒類は取扱禁止商

品とする。 

清涼飲料

水自動販

売機 

カップ １台 

缶、ペットボト

ル、ビン、紙容

器等 

２台 

缶、ペットボト

ル、ビン 

３階リフ

レッシュ

コーナー 

１台 （自動販売機及び使用済

容器回収ボックス設置面

積） 

210×120 

缶、ペットボト

ル、ビン 

５階ホワ

イエ 

１台 （自動販売機及び使用済

容器回収ボックス設置面

積） 

180×110 

※ 電気料金を算定するため、計量法(平成４年法律第５１号)に基づく検査に合格した子メ

ーターを設置すること。 

（３）利用対象者 

   来庁者、県及び団体等の職員等 

 

２ 貸付期間 

   令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

    貸付期間満了後は、契約の更新及び貸付期間の延長は行わない。 

 

３ 貸付面積 

（１） 設置機器等（自動販売機本体のほか、使用済容器回収ボックス、転倒防止用鉄板

及び放熱余地を含む）の投影面積とする。 

（２） 貸付面積は、自動販売機設置事業者選定後、協議し決定する。 

 

４ 貸付料等 

（１）貸付料 

ア 貸付料は貸付面積に応じて算定するものとする。 

イ 貸付料は公有財産事務取扱要領（平成２１年７月２４日付第２００９０００６２

４８２号総務部長通知）に基づき、貸付面積に応じて算定した金額によるものとす

る。 

    ウ 貸付料年額の算定方法は、別添２「貸付料年額の算定方法」による。 



  エ 貸付料は上記イの取扱要領の改訂により算定額が変更となる場合、その都度改定

を行う。  

（２）取扱手数料 

   取扱手数料は、売上額に提案書記載の取扱手数料率を乗じた額（１円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。 

（３）光熱水費 

     自動販売機の運転に必要な光熱水費が必要となる。 

（４）貸付料等の納付 

   貸付料、取扱手数料及び光熱水費は、県の発行する納入通知書により、その指定す

る期日までに納付しなければならない。 

（５）遅延利息 

   貸付料を滞納したときは、鳥取県公有財産事務取扱規則（昭和３９年鳥取県規則第

２７号）第２１条第２項の規定により算定した遅延利息を納付しなければならない。 

（６）報告 

   事業者は、販売数量及び売上額を４月から３か月ごとに取りまとめ、鳥取県東部地

域振興事務所東部振興課総務・庁舎管理担当に、翌月の１５日までに報告しなければ

ならない。 



別紙２ 

 

                                        貸付条件 

 

１ 自動販売機設置日 

  自動販売機設置事業者（以下「事業者」という。）は令和５年４月１日に自動販売機を

設置すること。 

 

２ 清涼飲料水等の種類 

（１） 事業者は、販売する清涼飲料水等の種類及び金額を鳥取県東部地域振興事務所に 

通知し、その承認を受けなければならない。また、その内容を変更するときも同様 

とする。 

（２）（１）の承認については、消費税及び地方消費税の税率変更に伴う価格の変更の場合

も同様に取り扱う。 

 

３ 県有財産への出入り 

  自動販売機への清涼飲料水等の補充、代金回収、使用済容器の回収及び自動販売機の

保全補修のため、事業者が設置場所へ出入りすることを承認する。ただし、庁舎へ立ち

入る場合は、事業者及びその従業員であることが判別できるよう名札等を着用すること。 

 

４ 事業者は、自動販売機の維持保全を行い、次の各号の費用を負担すること。 

（１）自動販売機の設置及び撤去に要する一切の費用（水道管接続工事等／コップ式のみ） 

（２）電気料金を算定するための子メーターを設置する費用 

     子メーターは計量法（平成４年法律第 51号）に基づく検査に合格したものに限る。 

（３）付属品の取替え、補修、毀損箇所の修理等 

（４）清涼飲料水等の納入に伴う廃棄物及び使用済容器の処分 

 

５ 自動販売機の管理等 

（１） 事業者は、自動販売機を直接管理することとし、業務を第三者に委託してはならな 

い。ただし、県の書面による承認を得た場合はこの限りではない。 

（２） 県は、再委託する業務に、設置した自動販売機の管理等の中核となる部分が含まれ 

   ている場合は、（１）の再委託の承認をしないものとする。ただし、事業者に特段の 

理由がある場合にはこの限りではない。 

（３） 事業者が、商品補充等の業務を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、（１） 

に規定するとおり、県の書面による承認を要する。 

 

６ 苦情の処理等 

（１） 事業者は、設置した自動販売機の利用者等からの苦情については、事業者の責任に 

おいて対応するものとする。 

（２）事業者は、設置した自動販売機に、苦情受付先を明記しなければならない。 

   

７ 損害賠償 

  事業者は、設置した自動販売機により、県又は第三者に損害が生じた場合は、責任の

所在が明らかな場合を除き、その損害を賠償しなければならない。 

 

８ 改善の要求 

  県は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業者に対してその

改善を要求することができることとし、事業者は要求を受けたときは、直ちに対処する



ものとする。 

（１）自動販売機の管理等が不適当であるとき 

（２）販売する清涼飲料水等の種類、パッケージの表示内容等が不適切であるとき 

 

９  法令、諸規則の遵守等 

  食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）、庁舎管理上の諸規則その他の法令、規則等

に基づいた事業運営を行うこと。 

 

１０ 容認事項 

（１）県は、庁舎管理のため３年ごとに１回の停電作業を行う。 

（２）県が庁舎等施設管理のため、自動販売機の移動等を事業者に依頼することがある。 

 

１１ 権利譲渡等の禁止 

   事業者は、県の書面による承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し、又は、この

契約によって取得した権利を第三者に譲渡してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

提出書類一覧 

書 類 名 説 明 

（１）提案書 

  ア 提案書（様式第１号） 

  イ 貸付範囲を示す図面 

   設置場所における、次の設置機器等の投影面積

の分かる図面 

    設置機器等：自動販売機、使用済容器回収ボッ

クス、転倒防止用鉄板及び放熱余地 

○貸付範囲を示す図面作成にあたっては、別添２

「貸付料年額の算定方法」記載の自動販売機の投

影（貸付）面積を参考とすること 

（２）登記事項証明書又は身分証明書の写し 

   法人の場合は登記事項証明書、個人事業者の

場合は市町村長の発行する身分証明書の写しを

提出すること。 

○提案書の提出日前３か月以内に発行されたも

のであること。 

○グループで応募する場合は、構成団体ごとに提

出すること 

（３）納税証明書 

     提案書の提出日前３月以内に発行されたもの

であること。 

    ア 法人の場合 

    法人税、消費税及び地方消費税（延滞税及

び加算税を含む。）に未納（納期限が到来して

いないものを除く。）がないことを証する納税

証明書並びに鳥取県の県税（延滞金及び加算

金を含み、地方消費税を除く。）に未納（納期

限が到来していないものを除く。）がないこと

を証する納税証明書 

    イ 個人事業者の場合 

    所得税、消費税及び地方消費税（延滞税及

び加算税を含む。）に未納（納期限が到来して

いないものを除く。）がないことを証する納税

証明書並びに鳥取県の県税（延滞金及び加算

金を含み、個人県民税及び地方消費税を除

く。）に未納（納期限が到来していないものを

除く。）がないことを証する納税証明書 

○提案書の提出日前３か月以内に発行されたも

のであること。 

○グループで応募する場合は、構成団体ごとに提

出すること 

（４）県内で自動販売機の設置、管理、運営につい

て２年以上の実績が確認できる書類 

○グループで応募する場合は、構成団体ごとに提

出すること 

（５）設置自動販売機及び販売商品のパンフレット 

 

○設置する自動販売機の種類ごとに提出するこ

と 

○ユニバーサルデザインに関する事項は、自動販

売機の機能の必須項目としているため、できるだ

け具体的な説明資料を添付すること 

（６）県内の営業所等の一覧表 

 

○グループで応募する場合は、構成団体ごとに提

出すること 

（７）県内産商品を活用する場合は、その内容が確

認できる書類 

 

○県内産商品とは、県内企業が製造又は県内で生 

産される原材料を使用したものとする。 

（８）提案書の４社会貢献実績を記載する場 

合は、その事実が確認できる書類 

○グループで応募する場合は、構成団体ごとに提

出すること 



（９）グループ協定書の写し（グループで応 

募する場合のみ） 

○グループの構成団体間における本業務に係る

各団体の役割、経費に関する連帯責任の割合につ

いて記載がある書類の写し 

（10）上記提出書類のうち該当のないもの 

について申立書（様式第２号） 

○上記提出書類のうち、該当がないものがある場

合のみ提出 

 


