
 

公立西知多総合病院自動販売機設置事業者募集要項 

 

 公立西知多総合病院（以下「病院」という。）に、飲料等自動販売機を設置し運営

する事業者（以下「設置事業者」という。）を募集します。 

これは、設置事業者を競争入札により決定し、病院内の自動販売機設置場所の貸

付契約を締結するもので、これにより病院施設の有効活用を図りながらサービスの

向上と地域経済の活性化を図ります。 

 公募型見積徴収の実施に際し、以下のとおり要項を定めます。 

 

１ 公募型見積徴収物件 

 (1) 施設名  公立西知多総合病院 

＊ ア 施設名  公立西知多総合病院 

＊ イ 所在地  東海市中ノ池三丁目１番地の１ 

 
名 称 設置場所 

貸付

面積 

設置

台数 

予定価格(月額・税別) 

※最低落札価格 

グ
ル
ー
プ
Ａ 

自動販売機１ エントランスホール 
1.6㎡ １台 

２，３９７円 
自動販売機２ 救急診療センター待合 

1.6㎡ １台 

グ
ル
ー
プ
Ｂ 

自動販売機３ ７階病棟 食堂・デイルーム 1.6㎡ １台 

７，１９１円 

自動販売機８ ４階病棟 食堂・デイルーム 1.6㎡ １台 

自動販売機９ ５階病棟 食堂・デイルーム 1.6㎡ １台 

自動販売機10 ６階病棟 食堂・デイルーム 1.6㎡ １台 

自動販売機11 ８階病棟 食堂・デイルーム 1.6㎡ １台 

自動販売機12 ９階病棟 食堂・デイルーム 1.6㎡ １台 

＊ 設置場所の詳細は、「自動販売機設置場所位置図」のとおり 

＊ グループ毎の公募型見積徴収とする。 

 

２ 貸付条件 



 

(1) 設置事業者の施設使用形態 

  自動販売機の設置は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と

いう。）第２３８条の４第２項第４号に基づき、西知多医療厚生組合（以下「組

合」という。）が設置事業者に対し、行政財産である建物の一部を貸付ける方法

により行う。 

(2) 貸付期間 

    平成３１年（２０１９年）４月１日から２０２３年３月３１日まで 

（更新なし） 

なお、平成３１年４月１日から５月１日までは、設置業者入替期間とする。 

(3) 貸付料 

   公募型見積徴収による落札決定金額は、見積書に記載された金額に当該金額

の１００分の８（平成３１年（２０１９年）９月末までの履行が確認できる分

の支払い）及び１００分の１０（平成３１年（２０１９年）１０月以降の履行

分の支払い）に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てた金額）（入札書記載金額に当該金額の１００

分の８に相当する額を加算した金額）に貸付期間の月数を乗じた金額を貸付料

とする。初年度の貸付料は、５月中に発行する納入通知書により、また、翌年

度以降の各年度の貸付料は、年度当初に発行する納入通知書により期限までに

納入すること。 

 

３ 参加資格 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項のいずれにも該当しない者であるこ

と。 

(3) 法人にあっては東海市又は知多市内に本店、支店、営業所又は事業所を有し、

個人にあっては東海市又は知多市内で営業を営んでいること。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）の適用となる著しく経営不振の状態でない者であること。 

(5) 飲料の自動販売機の設置業務において、飲料の自動販売機設置を目的とする



 

公有財産の貸付けに係る一般競争入札の公告の日現在で３年以上の実績を有し

ている者であること。 

(6) 公告の日から過去３か年以内に、国、地方公共団体、独立行政法人（独立行

政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政

法人をいう。）又は地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第

１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。）の施設に、自ら

が管理及び運営する飲料の自動販売機を設置した実績がある者であること。 

(7) 国税、都道府県税及び市町村税の未納がない者であること。 

(8) 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（以下「暴力団」という。）を経営に事実上参加

させ、不正に財産上の利益を得るために使用し、又は金銭若しくは物品その他

の財産上の利益を不当に与えた者でないこと。 

 

４ 自動販売機の設置条件 

(1) 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮した機器であること。 

 (2) エネルギー使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）に基づく

省エネルギー基準を達成している機器の使用に努めること。 

 (3) 災害対応型の自動販売機とし、大規模災害発生時等に病院が必要と判断した

場合には、自動販売機内の在庫飲料を設置事業者の負担により無料で提供する

こと。 

  (4) 販売品目は、清涼飲料水、お茶、牛乳等の飲料とし、酒類の販売を行っては

ならない。なお、商品の具体的な構成及び販売価格については、落札決定後、

事前に病院と協議すること。 

(5) 容器の種類は、缶、ペットボトルとする。 

 (6) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の

回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収、処分、リサイ

クル等を行うこと。 

 (7) 貸付面積には、使用済み容器回収ボックス及び放熱余地を含むものとする。 

 (8) 自動販売機及び使用済み容器回収ボックスを設置する際は、転倒防止対策を施



 

すものとする（設置方法等は病院と協議すること）。 

 (9) 自動販売機及び使用済み容器回収ボックス以外の備品の設置は許可しない。な

お、使用済み容器回収ボックスは各自動販売機に２台設置し、患者持込み分の回

収も行い、廃棄回収に支障が出ないようすること。また、自動販売機に過度な装

飾を施さないこと。 

(10) 商品補充、金銭管理等の維持管理については、事業者が行うこと。また、商

品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫及び補充管理を適切に行うこと。 

 (11) 関係法令等の遵守及び徹底を図るとともに、関係機関への届出、検査等が必

要な場合は、遅滞なく手続き等を行うこと。 

 (12) 自動販売機に連絡先を明記し、自動販売機の故障、苦情、問い合わせ等につ

いては事業者の責任において対応すること。 

 (13) 貸付期間満了前に自己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３か月前までに組合に書面により通知しなければならない。

この場合、納入済みの貸付料は還付しない。 

 (14) 事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに現状に回

復すること。なお、原状回復に際し、設置事業者は、一切の補償を組合に請求

することができない。 

 (15) 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。 

 

５ 費用負担 

 (1) 設置及び撤去等 

   自動販売機の設置、維持管理、撤去にかかる費用は、設置事業者の負担とする。

また、工事が必要な場合は、病院の指示に従うものとする。 

  (2) 電気料金 

  ア 設置事業者は、電気使用量を計測するための専用子メーターを設置しなけれ

ばならい。専用子メーターの設置費用は設置事業者の負担とする。 

イ 自動販売機の運転に必要な電気代は、全額設置事業者の負担とし、専用子メ

ーターの計測に基づき病院が算定した電気料金を、病院の指示に従い支払うも

のとする。 



 

 

６ 参加申込み 

  公募型見積徴収に参加を希望する者は、公募型見積徴収参加申込書に必要書

類を添えて次のとおり提出すること。 

 (1) 受付期間 

平成３１年３月１５日（金）から平成３１年３月２０日（水）まで（土曜日、

日曜日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く。） 

 (2) 提出書類 

ア 公募型見積徴収参加申込書（第１号様式） 

  イ 誓約書（第２号様式）（代理人により入札する場合は、申込者及び代理人の

誓約書） 

  ウ 事業概要（会社の概要書等及び入札参加資格(5)及び(6)に該当する者であ

ることを証する契約書の写し等を提出すること。） 

  エ 直近の納税証明書（未納がないことの証明。法人は法人税、法人都道府県

民税、法人市町村民税、消費税及び地方消費税。個人は所得税、個人事業税、

都道府県民税並びに市町村民税、消費税及び地方消費税。いずれも提出期限

前３か月以内のもので、写し可。） 

  オ 法人は商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、個人は事業主の身元証明書

（共に提出期限前３か月以内のもので、写し可。） 

  カ 法人は印鑑証明書、個人事業主は印鑑登録証明書（共に提出期限前３か月

以内のもので、写し可。） 

  キ 設置を予定する自動販売機、使用済み容器回収ボックス等のカタログ（仕

様、寸法、消費電力等がわかるもの） 

 (3) 提出先 

    公立西知多総合病院 ２階 管理課（以下「管理課」という。） 

(4) 提出方法 

   持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は、平成３１年３月２０日必着

とする。 



 

 

７ 参加資格審査 

(1) 審査の実施及び結果の通知 

    公募型見積徴収参加申込書を提出した者に対して、参加資格審査を実施する。

入札参加資格審査の結果は、資格審査後、参加資格審査結果通知書（以下「結果

通知書」という。）をメールにより通知する。 

(2) 審査結果についての問い合わせ 

資格審査の結果、資格無しとして通知を受けた者は、平成３１年３月２２日

（金）までに組合管理者に対し、文書（様式任意）をもって説明を求めることが

できる（受付は午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く。））。

この場合において、文書の提出先は管理課とし、当該文書は持参するものとする。 

 

８ 見積提出日時及び場所 

 (1) 見積提出日時 

平成３１年３月２５日（月） 午前１０時まで 

 (2) 見積提出場所  

管理課 

 

９ 選定方法 

  参加資格を有する者で公募型見積徴収を行い、予定価格以上の価格で、最高価

格の落札者を自動販売機設置事業者として決定する。公募型見積徴収は、グルー

プ毎実施する。 

 

10 見積書の記載等 

 (1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の１００分

の８（平成３１年（２０１９年）９月末までの履行が確認できる分の支払い）

及び１００分の１０（平成３１年（２０１９年）１０月以降の履行分の支払い）

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額）をもって決定価格とするので、見積者は、消費税



 

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の１０８分の１００（９月末までの履行が確認できる分の支払い）及び１

１０分の１００（１０月以降の履行分の支払い）に相当する金額を見積書に記

載すること。 

 (2) 入札書には、１月の貸付料を記載すること。 

 

11 注意事項 

(1) 提出書類等必要な資料を、申込書の受付と同日程で西知多医療厚生組合のホ

ームページに公開する。 

 (2) 当該要項に適合しないもの又は虚偽の内容が記載されているものは失格とす

る。 

 (3) 申込みに要する費用は、すべて申込者の負担とする。 

 (4) 申込みの際に提出された書類は、原則返却しない。 

 (5) 申込みに当たっては、入札及び契約事務に関する関係法令、規則、募集要項、

競争入札参加者心得書の規定を遵守すること。 

 

12 公立西知多総合病院の概要 

 (1) 施 設 名 公立西知多総合病院 

 (2) 所 在 地 愛知県東海市中ノ池三丁目１番地の１ 

(3) 施設概要 敷地面積 ４１，９５７．０９㎡ 

延床面積 ５４，６７５．８３㎡（立体駐車場３棟、保育所、増築棟等含む） 

階  数 （本棟）地下１階、地上９階、塔屋２階 

主要構造 （本棟）Ｓ・ＲＣ造り 免震構造 

稼動病床数 ４２３床（うちＩＣＵ８床、救急病床１２床、結核モデル病床 

１０床、緩和ケア病床２０床） 

看護単位 １３単位 

診 療 科 ３１科（内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内 

科、神経内科、血液内科、内分泌・代謝内科、小児科、外科、呼吸器外科、

消化器外科、血管外科、乳腺外科、緩和ケア外来、脳神経外科、整形外科、



 

形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、精神科、

リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、歯科口腔外科、救急科、麻

酔科、リウマチ科） 

外来患者数（Ｈ２９年度実績）３２６．９人（１日平均） 

入院患者数（Ｈ２９年度実績）８４７．７人（１日平均） 

人工透析 １０床 

外来化学療法室  １８床 

手 術 室 ９室（整形外科手術室１室、内視鏡手術室２室、汎用手術室４室、 

脳神経外科手術室１室、外来手術室１室） 

 

13 問い合わせ先 

〒477-8522 愛知県東海市中ノ池三丁目１番地の１ 

公立西知多総合病院 管理課 

電話 0562-33-5500 

FAX  0562-33-5900 

URL  http://nishichita-aichi.or.jp/ 

E-mail    kanri@nishichita-hp.aichi.jp 

 


