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提案要領（説明書）

「秋田運輸支局自動販売機設置営業」の受託を希望する者は、本提案要領に従い企画提案
書を作成し提出すること。

記

１．業務概要
（１）業務名

秋田運輸支局自動販売機設置営業
（２）業務内容

秋田運輸支局１階正面玄関風除室内に自動販売機（清涼飲料水）を設置し、来庁者
の利便に資することを目的とする。

（３）業務場所
秋田市泉字登木７４－３
秋田運輸支局（別添図面参照）

（４）業務期間
令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年とし、更新はしない。
なお、業務の開始時期については、施設の状況等により変更もあり得る。

２．国有財産の使用許可
（１）本業務を行う者は、業務に係る国有財産の使用許可を得なければならない。
（２）国有財産の使用許可は、東北運輸局長 吉田 耕一郎（以下「甲」という ）が行う。。
（３）国有財産の使用許可の相手方（以下「乙」という ）は、以下の条件を満たしている。

こと。
①業務上必要とされる関係法令及び規則等を遵守できること。
②「国有財産使用許可書」に掲げる使用許可条件を遵守できること。

（４）乙は、使用する面積に応じた国有財産使用料及び使用した電気料を甲に支払わなけれ
ばならない。

（５）以下に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は変更することがある。
①国が使用財産を使用する必要が生じたとき。
②乙が使用許可条件に違背したとき。

３．企画競争参加資格
（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令１６５号）第７０条及び７１条の規定に該当し

ない者であること。
（２）甲から指名停止を受けている期間中でないこと。
（３）良質な商品又は優良なサービスを提供できる能力と実績を有すること。
（４）国税及び地方税を完納していること。
（５）経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務履

行が確保される者であること。
（６）説明会に参加した者であること。
（７）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号から第４号又は第６号の規程に該当しない者であること。さらに、公共の安全及び
福祉を脅かす恐れのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす恐れのある団体に属する
者ではないこと。

４．営業条件
別紙のとおり



５．企画提案書の提出等
（１）提案要領等に関する質問等の受付

令和元年１１月２８日１７時まで、書面による質問のみ下記担当部局①において受付
することとする （郵送及びファクシミリ可）。
担当部局：①〒983-8537仙台市宮城野区鉄砲町１番地

東北運輸局総務部会計課担当：管財係 中山
電話 022-791-7506 内線238 ファクシミリ022-299-8874

②〒010-0816秋田市泉字登木７４－３
東北運輸局秋田運輸支局総務企画部門担当：田口
電話 018-863-5811 ファクシミリ 018-862-9907

回答は、令和元年１２月２日の１５時以降にファクシミリにて質問者あて担当部局①
より送信する。
なお、評価基準の配点に関する質問は受け付けられない。

（２）企画提案書の提出期限、場所及び方法
令和元年１２月１２日１７時までに、上記(1)担当部局①②のいずれかへ持参または

郵送にて提出すること （郵送の場合は、書留郵便とし、提出期限必着とする ）。 。
ファックス、電子メール、インターネットによる受付は行わない。
提出部数は、下記（３）提出書類②提案書のみ５部、その他各１部（①、③～⑩）と

する。

（３）提出書類
①企画提案書表紙（様式１）
②企画提案書（Ａ４版片面１１枚以内）
提案内容は別紙１参照。

③会社等概要（様式２）
④店舗別営業開始日一覧表（様式３）
⑤過去３年間の社会的信用失墜行為の有無（様式４）
⑥過去３年間の保健所等からの指摘事項及び改善措置状況（様式５）
⑦経営規模等調査票（様式６）
⑧納税金額

直近３期分の納税申告書の写し及び納税証明書又は領収書の写し。
法人税（法人の場合 、所得税（個人の場合 、消費税及び地方消費税にかかる納） ）

税証明書（発行後３ヶ月以内のもので原本 （電子納税証明書を含む））
（個人の場合は「その３の２ 、法人の場合は「その３の３ ）」 」

⑨法人の場合・・登記事項証明書（発行後３ヶ月以内のもので原本）
個人の場合・・住 民 票（発行後３ヶ月以内のもので原本）

⑩直近３期分の決算書
法人の場合・・貸借対照表、損益計算書、利益金処分（損益処理）計算書（又は株主

資本等変動計算書）
個人の場合・・決算等財務状態が確認できる書類

６．企画提案書の評価基準
、 、 、 （ 、 ）、経営内容 販売品目 販売価格 営業方針 廃棄物の回収方法 省エネルギーへの配慮等

国有財産使用料について評価を行い、各評価項目の点数を合算し、合計点が最も高い企画提
案書を特定する。
合計点の最も高い企画提案書が複数ある場合には、そのうちから企画競争委員会の委員長

が特定する。

７．留意事項
（１）５ （２）の提出期限までに５ （１）に到達しなかった企画提案書は、いかなる理． ．

由をもっても特定されない。
（２）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
（３）提出された企画提案書は、当該提案者に無断で他の目的に使用しない。
（４）特定しなかった企画提案書は原則返却することとし、返却を希望しない提案者はその

旨を担当部局に提出する際申し出ることとする。
（５）企画提案書に虚偽の記載を行った場合、又は、国有財産使用料の提案において、国が

算定する選定基準の金額より低い使用料の提案を行った場合は、当該企画提案書は無効
にする。



【参考】平成３１年度国有財産年額使用料 13,175円／㎡（税抜）

（６）特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があ
った場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害する恐れのないものについて、予
め「開示」を予定している書類とする。

（７）特定された者は、企画競争の実施結果、最適な者として特定しただけであり、上記２
の国有財産の使用許可手続きの完了までは、国から国有財産の使用を許可されたもので
はない。

（８）最適な提案書を特定したときは、その提案書を提出した企業等に対して、当該提案書
を特定した旨の通知を令和元年１２月２３日まで、書面にて行うものとする。

（９）提案書を提出したもののうち提案書を特定しなかった応募企業等に対して、当該提案
書を特定しなかった旨及び特定しなかった理由（以下 「非特定理由」という ）を書、 。
面により通知するものとする。

（10）実施結果については、特定通知後速やかに公表するものとし、少なくとも契約締結日
までの間は公表するものとする。
なお、この場合、各提案者の提案内容については、その内容の二次的使用を回避・保

護する観点から原則として公表しないこととする。
（11）通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日以内に書面により、実施部

局に対して、非特定理由についての説明を求めることができるものとする。なお、７日
以内には、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する
行政機関の休日は、含まないものとする。

（12）非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の
翌日から起算して、１０日以内に、書面等により回答するものとする。

（13）非特定理由の通知においては、特定した者の提案書と比して提案書の評価基準の各項
目のいずれの観点から特定しなかったかを明らかにするものとする。

８．設置事業者の決定について
（１）令和元年１２月２３日まで、特定した旨の通知を書面で行うものとする。
（２）東北運輸局掲示板及びホームページ、秋田運輸支局掲示板にて特定した提案を行った

企業等の名称、住所及び代表者氏名、特定した日並びに提案者の評価得点の合計を公表
する。



【自動販売機（清涼飲料水）】
項　　　　目 営　　業　　条　　件

施設の目的

営業開始予定日 令和２年４月１日

営業日 通年とする。

衛生管理等 衛生管理及び安全管理は、業者において全責任を負うものとする。

契約期間 契約の期間は５年とし、更新はしない。

報告事項等 契約書（案）による。

条件 国有財産使用許可書（案）に掲げる使用許可条件を遵守できること。

提供価格 ３５０ｍｌ程度の飲料１３０円以下、５００ｍｌ程度の飲料１６０円以下とすること。

庁舎への出入り等 庁舎管理規程に従うものとする。

営業時間 ２４時間

サービス方法 自動販売機方式とする。

精算方法 現金及びその他システムの提案があれば提案すること。

メニュー

備品類

消耗品類 運営上必要な消耗品類については、業者が用意すること。

経費の負担

国有財産使用料

その他

自動販売機等その他運営上必要な備品類については業者が用意すること。
備品類の修理及び更新等は、業者において行うものとする。

営　　　業　　　条　　　件

秋田運輸支局への来庁者の利便に資することを目的とし、良質で低廉な物資の
供給とサービス提供のための施設である。

ただし、当方との打ち合わせによって双方が合意すれば、営業時間の変更は可
能とする。

３０種類以上のコーヒー、紅茶、ジュース、お茶等の缶飲料、ペットボトル飲料等
提供することとし、常に不足の無いよう補充すること。
銘柄については、当方の要望に応じるよう努めること。

上記費用の他、設置及び撤去に要する工事費、光熱水料費、人件費、保健衛
生費、設備費、公租公課及びその他運営に必要な費用は、業者が負担するこ
と。

 ・施設の営業に当たり、保健所等への申請又は届け出が必要な場合は業者が
行うものとする。
 ・ 電気料は、個別メーターを設置し係る費用の一切を負担すること。
 ・自動販売機には、地震等に備え必ず転倒防止装置を講ずること。
 ・空き缶等の回収は、支局備え付けのゴミ箱を利用するものとし、毎週回収する
こと。（ただし、ゴミ袋等の消耗品購入にかかる費用の一切は事業者負担とす
る。）
 ・上記条件に記載のない項目については、別途協議する。

営業条件に係る補足説明事項
１．営業に当たっては食品衛生法等の法令及び規則を遵守すること。

２．営業内容の第三者への譲渡又は請負を禁止する。

使用料は、提案された金額に使用面積を乗じ、当該金額に消費税及び地方消
費税相当額を加えたものとする。使用料は年１回の納付とする。納付時期は別
途指示するものとする。（ 設置可能面積として、Ｗ１．３０ｍ×Ｄ０．９０ｍの１．１
７㎡程度（転倒防止装置を含む）を予定している。）
なお、使用料は国有財産の規定に基づき毎年度改定される。

平成31年度における１㎡当たりの年額使用料は１３，１７５円（税抜）

４．設備及び物品の善良なる管理者の注意義務で管理すること。

５．営業時間を遵守し、品質、分量、規格及び価額については来庁者及び職員等の利用しやすいも
のにすること。

６．契約の期間は５年とし、更新はしない。期限経過後は速やかに施設等の現状回復を行うこと。

７．営業条件に定めのない事項に関しては、必要に応じて協議する。

３．事業設備の第三者への貸与及び許可した業種以外の利用は禁止する。



提出部数 備考
① 企画提案書表紙 １部 様式１
② 企画提案書（A４版片面１１枚以内、記載内容別紙１のとおり） ５部 任意

※販売品目及び価格設定 別紙２
③ 会社等概要 １部 様式２
④ 店舗別営業開始日一覧表 １部 様式３
⑤ 過去３年間の社会的信用失墜行為の有無 １部 様式４
⑥ 過去３年間の保健所からの指導事項及び改善措置状況 １部 様式５
⑦ 経営規模等調査票 １部 様式６
⑧ 直近３期分の納税申告書の写し及び納税証明書又は領収書の写し 各１部

法人税（法人の場合）、所得税（個人の場合）、消費税及び地方消費税
にかかる納税証明書（発行後３ヶ月以内のもので原本） １部
（電子納税証明書を含む）
      （個人の場合は「その３の２」、法人の場合は「その３の３」）

⑨ 法人の場合→登記事項証明書 １部
個人の場合→住民票

⑩ 直近３期分の決算書 １部
法人の場合→貸借対照表、損益計算書、利益金処分（損益処理）計算書
　　　　　　　　　（又は株主資本等変動計算書）
個人の場合→決算等財務状態が確認できる書類

※ 個人の申請等で該当がない場合は、「該当なし」で提出すること。

企画提案書及び添付書類一覧

提　　出　　書　　類

発行後３ヶ月以
内のもので原本

発行後３ヶ月以
内のもので原本



（様式１）

　　　令和　　　年　　　月　　　日

東北運輸局長　殿

（申請者）

郵便番号

住　　所

商号又は名称

代表者氏名 印

担当者氏名

電話番号

　＊申請印は実印を使用すること。　

　　　秋田運輸支局自動販売機の設置営業を希望しますので、関係書類を添えて申請します。

　　  なお、この提案書及び関係書類の記載事項については、事実と相違ないことを制約します。

　

秋田運輸支局自動販売機設置営業に係る企画提案書



別　紙　１

１． 商品の構成及び価格（別紙２に記入のこと）

　 自動販売機で予定している主な商品の販売品目及び価格がわかるもの

２． サービスの構成

　 自動販売機で予定しているサービス

３． 社員の教育・訓練

　 社員の教育・訓練等についての考え方や体制等についてわかるもの

４． クレーム等への対応

　利用者からのクレーム・要望等に対する体制等がわかるもの

５． 安全・食品衛生

６． 自動販売機での収支計画

７． 自動販売機の省エネルギーへの配慮

８． 廃棄物の回収方法及びそれに対する工夫点等

９． 社会貢献事業が可能であること

　災害時の対応など

１０． １㎡あたりの国有財産使用料（１年間の使用料、消費税及び地方消費税除く）を提案

１１． その他特筆すべき事項

　上記以外で特筆すべき事項があれば記載すること。

　 自動販売機の商品から発生する空き缶等についてはリサイクル用の分別回収を行うもの
とし、その回収及び処分方法・工夫点を記載すること。

提案書の記載内容

　 利用者・社員の安全管理、食品衛生管理について、事故防止の体制及び事故への対応
策がわかるもの

　 向後３年間の収支計画を作成すること。

　 自動販売機の名称・能力・消費電力量の一覧表を作成すること。また、省エネルギーにつ
いて特に工夫した点等があれば記載すること。

　国有財産使用料は、国が算定する選定基準以上で提案された額とする。



別　紙　２

【自動販売機（清涼飲料水）】

商品名 規格 価格 備考

販売品目と価格設定（自動販売機）



商号又は名称

所　　在　　地

創業開始年月日

資　本　金　等

主な営業区域

役　　員　　数

　　　　会　社　等　概　要

（様式２）

事  業  内  容

特　　　　　　色

従  業  員  数

　　注）　会社概要のパンフレットがあれば添付してください。

　正社員　　　　　　　名、準社員　　　　　　　名、パート　　　　　　　名

　その他　　　　　　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円



（様式３）

所在市町村 営業開始日 施設規模 備　　　考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

所在市町村 営業開始日 施設規模 備　　　考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

　注）　主な店舗欄は、官公庁・民間毎に１０まで記入すること。

　　　　 官公庁にて営業している場合は、当該官公庁名を、民間にて営業している場合は、当該会社名を

　　　　 必ず明記すること。

施設規模欄には、当該営業店舗における月間利用者数を記入すること。

　　　　　店舗別営業開始日一覧表

店舗名（官公庁名）

主　　な　　店　　舗

店舗名（会社名）



（様式４）

発生年月日

　注）　該当がない場合は、「該当なし」と記入すること。

　　　過去３年間の社会的信用失墜行為の有無

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容



（様式５）

指摘年月

　注）　該当がない場合は、「該当なし」と記入すること。

過去３年間の保健所等からの指摘事項及び改善措置状況

指　　摘　　事　　項 改　　善　　措　　置



（様式６）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

人 人 人

３年間平均

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

× 100＝ ％

３年間平均

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

× 100＝ ％

指摘店舗総数 指摘店舗総数

表彰店舗総数 表彰店舗総数

総店舗数 １店舗平均人員

総店舗数 １店舗平均人員

保健所等からの表彰状況

保健所等からの指摘状況

衛
生
管
理
状
況

総人数

総人数

過去３ヶ年の総回数

過去３ヶ年の総回数

経
営
状
況

調理師の配置状況

栄養士の配置状況

営業（経験）年数

　　　　　　　　　　　　　　　年

休業（廃業）の期間

　　　　年　　月～　　　　年　　月

現組織への変更

　　　　　　　　　年　　　月

経
営
比
率

営業年数
創業

年　　月

平成３０年度分

総
資
本
利
益
率

区         分

総利益

総資本

　３年間平均総利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

　３年間平均総資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

合計

決　　 算　 　時 決　　 算　 　時 決　　 算　 　時

平成２８年度分 平成２９年度分

流動資産

流動負債

流
動
比
率

　３年間平均流動資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

　３年間平均流動負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

区         分 合計

決　　 算　 　時 決　　 算　 　時 決　　 算　 　時

平成２８年度分 平成２９年度分 平成３０年度分

平成３０年度分

直前決算時 余剰（欠損）金処分

合　　　計

（常時勤務する従業員数）

自
己
資
本
金

資本金

新株式払込金等

準備金・積立金

次期繰越利益（損失）金

従業員総数 店舗総数 １店舗平均従業員数

年
間
売
上
高

合　　　　　　計区　　　　分

合　　　　計

従業員数

平成２８年度分 平成２９年度分
年間平均

    年 　月 ～　 年　 月    年 　月 ～　 年　 月    年 　月 ～　 年　 月

経営規模等調査票

商号又は名称 本社（店）所在地

経
　
営
　
規
　
模



自動販売機（清涼飲料水）設置場所　　秋田運輸支局１階風除室内　

販売見込数　　 年間約14,000本程度

使用可能面積　１．１７㎡程度（W1.30m×D0.9m以下）　　　

電　　　　力　　　１００V

施　　設　　概　　要

　　

風除室

秋田運輸支局１階平面図

拡大図

玄関


