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尼崎市が行う自動販売機（清涼飲料水）設置事業者（以下「設置事業者」という。）の公

募見積合せに応募される方は、この実施要領をよく読み、次の各事項の内容を十分把握し

た上でお申込みください。

１ 公募物件 

(1) 対象件数は２０物件（２１台）。１物件ごとに設置事業者を選定する。ただし物件番
号１４の消防局防災センターは２台併せて１物件として取扱う。

(2) 販売品目については、清涼飲料水のみとする。
各物件の詳細については、公募物件一覧表及び物件個別明細書のとおり。

(3) 現場見学を希望する場合は、各物件個別明細書に記載の担当者へ問い合わせること。

２ 応募資格 

次の各号に掲げる条件を全て満たした者に限りる。

(1)  法人であること。
(2) 自動販売機の設置事業者として十分な資力、信用、実績及び管理運営能力を有する
こと。参加申込みを行う日の属する事業年度の前年度における貸借対照表で債務超過

でないこと。

(3) 国税及び尼崎市税の滞納がないこと。
(4) 会社更生法に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続の開始
の申立てがなされている者でないこと。

(5) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(6) 本件公募に係る契約を締結する能力を有しない者でないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３２条第１項第３号又は第４号
に掲げる者に該当しないこと。

(8) 尼崎市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団又は同条第４号に規定する暴
力団密接関係者（前号に該当するものを除く。）でないこと。

(9) 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後３年を経過しない
もの及びその者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。

ア 本市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の

品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

イ 本市が実施した競争入札、公募抽選又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨

げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 落札者が本市との契約を締結すること又は本市との契約者が契約を履行すること

を妨げた者 

エ 本市が実施した地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実

施に当たり本市の職員の職務の執行を妨げた者 
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オ 正当な理由なく本市との契約を履行しなかった者 

カ アからオまでのいずれかに該当する者でその事実があった後３年を経過しないも

のを本市との契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人とし

て使用した者 

３ 自動販売機の設置条件等 

(1)  使用許可等
ア 設置事業者の施設使用手続 

    物件番号１から物件番号１４まで及び物件番号１６については、地方自治法第２

３８条の４第７項の規定に基づき行政財産使用許可を受けて使用すること。

物件番号１５及び物件番号１９については、土地賃貸借契約（以下「契約」とい

う。）の締結を行い使用すること。

物件番号１７及び物件番号１８については、地方公営企業法第３３条第３項の規

定に基づき企業用財産使用許可を受けて使用すること。

物件番号２０については建物賃貸借契約を締結し使用すること。

イ 使用許可及び賃貸借契約の期間 

    使用許可及び賃貸借契約（以下「使用許可等」という。）の期間は、令和５年４月

１日から令和６年３月３１日まで（予定）とする。ただし、設置場所を公用又は公

共用に供する必要性（用途変更及び廃止を含む。）や使用者の使用状況等を勘案して、

本市が支障がないと判断する場合は、１年以内の範囲で使用許可等を更新すること

ができる。なお、更新については、応募時の条件を変更しないことを原則とし、４

回の更新（最大設置期間は５年）を限度とする。なお、使用許可等の更新の際は、

別途、更新申請書を提出すること。 

ウ 使用許可等の取消し 

本市は、使用許可等期間中であっても、設置事業者において使用許可等の条件に

違反する行為があると認められる場合及び本市が公用又は公共用に供する場合（用

途変更、廃止及び長期閉鎖等を含む。）は、使用許可等を取り消すことができる。

また事業者が上記２に定める応募資格の要件を満たさなくなった場合は、本市は

使用許可を取り消すことができる。なお使用許可等が取り消されたことにより生じ

た損害等があっても、本市はその補償等は一切行わない。

1. 使用料及び貸付料（以下「使用料等」という。) 

使用料等については、本市の設定する最低使用料等年額以上で、かつ、最高金額を

もって有効な見積をした者の金額とする。（最低使用料等年額については「Ｐ１０公募

物件一覧表」を参照のこと。）

使用料等は、年度ごとに本市が指定する納付書により、本市の指定する期日までに

当該年度分を全額納付するものする。なお、遅延した場合は、尼崎市公有財産規則等
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に定める遅延利息を支払わなくてはならない。

１年に満たない使用期間については、使用料等を３６５で除して得た金額に、日割

り対象期間の日数を乗じて得た額とする。なお、１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てるものとする。

(2)  必要経費
自動販売機の設置及び撤去に要する工事費（電力使用料計測用子メーター設置費用

等を含む。）、移転費等の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についても、全額を設置事業者の負担とする。

電気使用料の請求額については、原則として設置した子メーターの指示値により計

測した使用量に電気料金単価を乗じて得た額とする。

(3) 販売品目
ア 清涼飲料水については、一般市場で認知、支持されているお茶、水、炭酸飲料、

ジュース類、コーヒー、紅茶などとする。 

イ 酒類及びタバコの販売をしないこと。 

(4) 使用上の制限
ア 自動販売機は、各物件個別明細書に示した場所に、指定サイズ内（業務の支障及

び通行の妨げにならない範囲）で設置すること。設置する自動販売機の外形寸法に注

意し、事前に設置場所を確認すること。 

イ 使用許可等の期間中に、自動販売機設置にかかる許認可等の取消しを受けていな

いこと（該当の場合のみ）。 

ウ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはなら

ないこと。 

エ グリーン購入法の適合機とすること。 

オ 販売品の搬入、廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、各施設管理者の

指示に従うこと。また、自動販売機に商品ＰＲ用のシール等を貼る場合についても、

事前に各施設管理者に確認すること。 

カ 標準小売価格を上回る価格での販売をしないこと。 

キ 自動販売機の売上額及び売上本数については、月別に集計を行い、公有財産課が

指定する方法で、公有財産課に報告すること。 

ク 特記事項については、各物件個別明細書を確認すること。 

(5) 維持管理責任
ア 商品補充、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、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理も適切に行うこと。 

イ 設置事業者は食品衛生法等に基づき品質管理の徹底を図ること。また、設置事業

者は、その自動販売機を利用した者が、その商品により健康上の障害を生じた場合、

その一切の責任を負うこと。 
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ウ 原則として自動販売機に併設して、自動販売機１台に１個の割合で容器の回収ボ

ックスを設置し、設置事業者の責任で適切に容器を回収・リサイクルすること。 

エ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守・徹底を図るとともに、関

係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続を行うこと。 

オ 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転倒防止対策を講

じる等の安全設置をすること。自動販売機の転倒等により、第三者又は施設等に損害

を与えた場合は、設置事業者においてその損害を賠償するものとする。 

カ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、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示すること。 

キ 第三者による損害又は自然災害等による故障が生じても、本市は修理費等を負担

しないものとする。 

４ 応募申込み等 

(1)  申込みに必要な書類
ア 応募申込書 

物件によって応募申込書の様式が異なるので注意すること（物件番号１から物件

番号１５までは「尼崎市長あて」様式、物件番号１６は「尼崎市教育委員会教育長

あて」様式、物件番号１７から物件番号２０までは「尼崎市公営企業管理者あて」

様式）。 

イ 印鑑証明書 

ウ 資格審査資料 

① 参加申込みを行う日の属する事業年度の前年度における損益計算書及び貸借対

照表 

② 国税に滞納がないことを証する書類（納税証明書その３の３「法人税」及び「消

費税及地方消費税」について未納税額のない証明用） 

事業所が尼崎市にある場合は、前段の書類に加え、尼崎市税に滞納がないこと

を証する書類 

③ 商業登記規則第３０条第１項第２号に掲げる事項の全部に係る履歴事項証明書 

④ 法人の概要を説明する書類（会社案内パンフレット等） 

エ 設置しようとする自動販売機の仕様、寸法、グリーン購入法適合がわかる書類 

オ 見積合せ立会申込書（見積合せの立会を希望する場合に限る。） 

※各証明書は、発行後３ケ月以内のものに限る。また、そのコピーによる提出を

可とする。 

※提出された書類は返却しない。また、当該書類は、必要に応じて公開する場合

がある。経営のノウハウに関するもの等で公開できない場合は、その旨明記する

こと。 
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(2)  申込みの手続
郵送又は持参すること。郵送する場合は、書留等の送配達した事実が証明できる方法に

よること。なお、応募件数に制限はない。 

(3)  応募申込書の受付
ア  期間 

令和５年１月５日（木）から同月２４日（火）まで（日曜日、土曜日及び祝日（以

下「日曜日等」という。）を除く。） 

     午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

    （郵送の場合は、期間最終日の午後５時必着） 

イ  場所 

    下記「１０事務局（提出先）」のとおり 

(4) 応募資格の審査
資格審査により応募要件を満たさないと判断した場合（応募資格不備等）のみ、そ

の旨について電話連絡を行う。

資格審査に合格した者へは、「入札書」封筒を送付する。

なお、本市の審査期間は令和５年１月２５日（水）から同月２７日（金）までとす

る。

５ 質疑書の提出 

(1) 質疑の手続
質疑事項は所定の質疑書に記載し、持参又は電子メールで提出すること。 

(2) 質疑書に対する回答
適宜、本市のホームページで公開する。 

(3)  質疑書の受付期間
ア  期間 

令和５年１月５日(木)から同月２０日（金）まで（日曜日等を除く。） 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

    （電子メールの場合は、期間最終日の午後５時必着） 

イ  提出先 

    下記「１０事務局（提出先）」のとおり 

    各物件の詳細に関する質疑についても、事務局に提出すること。 

(4) その他
各物件の応募状況等に関する問い合わせは受け付けない。
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６ 見積書の提出 

(1) 提出の手続
本市が送付する「入札書」封筒に物件番号及び会社名を記載し「入札書」封筒に物

件番号ごとに１件ずつ見積書を封入し、まとめて別の封筒（任意）に入れて、郵送又は

持参すること。郵送する場合は、書留等の送配達した事実が証明できる方法によること。 

物件によって応募申込書の様式が異なるので注意すること（物件番号１から物件番

号１５までは「尼崎市長あて」様式、物件番号１６は「尼崎市教育委員会教育長あて」

様式、物件番号１７から物件番号２０までは「尼崎市公営企業管理者あて」様式）。

また、一度受付をした見積書に関しては、いかなる理由があろうとも、返還・差替

え等には応じない。 

(2) 見積書の無効
 次のいずれかに該当する見積書は、無効とする。

ア 応募資格のない者がしたもの 

イ 所定の見積書によらないもの 

ウ 本市が送付した所定の入札書封筒によらないもの 

エ 入札書用封筒に異なる物件番号の見積書又は複数の見積書を封入したもの 

オ 見積金額が最低使用料等年額未満の額のもの 

カ 応募者の記名押印がないもの 

キ 申込書の申込者印(実印)と異なる印鑑を押印したもの 

ク 応募者が同一物件について２通以上の見積書を提出した場合、その全部のもの 

ケ 見積金額、応募者の氏名その他主要部分が識別し難いもの 

コ 見積金額が訂正されたもの 

サ 見積に関し、不正な行為を行った者がしたもの 

シ 見積金額のすべてにアラビア数字が用いられていないもの 

ス 見積金額の直前に円記号が記載されていないもの 

セ 黒字又は青字のボールペン以外のものを使用したもの 

ソ 応募申込みしていない物件の見積がされたもの 

タ その他見積書に関する条件に違反したもの 

(3) 見積書の受付
ア  期間 

令和５年１月３０日（月）から同２月１３日（月）まで（日曜日等を除く。） 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（郵送の場合は、期間最終日の午後５時必着） 

イ  提出先 

    下記「１０事務局（提出先）」のとおり 
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７ 見積合せ 

(1)  日時
令和５年２月１４日（火）午後２時から

(2)  場所
兵庫県尼崎市東七松町 1丁目２３番１号
尼崎市役所本庁舎８階８－２会議室

別途立会申込みをした者のみ立会可能。

(3) 設置事業者の決定
本市が設定する最低使用料等年額以上で最高価格の見積をした者を設置事業者とす

る。

本市が設定する最低使用料等年額以上で最高価格の見積をした者が２者以上あると

きは、後日指定する日時にくじにより設置事業者を決定する。

当該応募者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者（選定事務

に関係のない本市職員）が応募者に代わってくじを引き、設置事業者を決定する。そ

の場合、くじの結果について異議を申し立てることはできない。

(4) 見積合せの中止
不正な見積書提出が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他緊急等やむ

を得ない理由があるときは、見積合せを中止又は延期することがある。なお、この場

合において、当該見積合せに要した費用を本市に請求することはできない。

(5) 見積結果の公表
見積結果については、物件ごとに応募申込件数、決定した設置事業者名及び決定金

額を本市ホームページにて公表する。

８ 設置事業者決定の取消し 

設置事業者において、次のいずれかに該当する場合は設置事業者の決定を取り消し、

次点者を設置事業者とする。次点者が辞退等の場合は下位の次点者について同様とする。

この場合、決定した次点者は自身が提示した金額で設置することとする。

なお、本市は決定取消しの事業者に対して、それにより生じた損害賠償を請求する場

合がある。

(1)  設置事業者の決定を辞退した場合
(2)  正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可等の手続を行わなかった場合
(3)  使用許可等の手続完了までに設置事業者が設置条件や募集条件を満たしていないこ
とが判明した場合、又は失った場合（使用許可等の手続完了後にあっては、別に定め

るところにより対応する。）
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９ その他 

(1)  本募集及び使用許可等の手続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。

(2)  自動販売機の設置の際は、安全管理に努めること。
(3)  自動販売機の設置後において、本市が設置事業者の財務状況について必要な資料の
提供を求めたときは誠実に対応すること。

(4)  本実施要領に定めのない事項は、地方自治法、同施行令、尼崎市契約規則、尼崎市
公有財産規則等の関連諸法令に定めるところによって処理する。

１０ 事務局（提出先） 

尼崎市 資産統括局 財務部 公有財産課

〒660-8501 
所在地：兵庫県尼崎市東七松町 1丁目 23番 1号

（尼崎市役所本庁舎北館４階）

     電話：06－6489－6230 
     電子メール：ama-kanzai@city.amagasaki.hyogo.jp 

担当：東山、難波
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手続スケジュール 

項目 日時 実施要領該当箇所 

応募申込書の受付 
令和 5年 1月 5日（木）から 

1 月 24 日（火）まで 

P4～P5 

「4 応募申込み等」 

質疑書の受付 
令和 5年 1月 5日（木）から 

1 月 20 日（金）まで 

P5 

「5 質疑書の提出」 

資格等の審査 
令和 5年 1月 25 日（水）から 

1 月 27 日（金）まで 

P5 

「4 応募申込み等(4)」 

見積書の受付 
令和 5年 1月 30 日（月）から 

2 月 13 日（月）まで 

P6 

「6 見積書の提出」 

見積合せ 令和 5年 2月 14 日（火） 
P7 

「7 見積合せ」 

使用許可等の手続 令和 5年 2月 15 日（水）から順次 
P7 

「8 使用許可等の手続」 

使用許可等の開始 令和 5年 4月 1 日（土）  
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グリーン
購入法
適合

ユニバー
サル
デザイン

ロケー
ション
対応

災害救助
対応

1 本庁舎 北館6階ロビー 尼崎市東七松町1丁目23-1 1 清涼飲料水 22,758円 屋内 課税 4,920 2,185 ○ × ○ × 尼崎市長 紙コップ機である

2 市政情報センター 1階出入り口 尼崎市東七松町1丁目5-20 1 清涼飲料水 22,758円 屋内 課税 3,146 1,745 ○ ○ ○ × 尼崎市長

3 教育・障害福祉センター 3階ロビー 尼崎市三反田町1丁目1-1 1 清涼飲料水 22,758円 屋内 課税 5,394 3,103 ○ ○ ○ ○ 尼崎市長

4 A-LAB 玄関前 尼崎市西長洲町2丁目33-1 1 清涼飲料水 9,753円 屋外 非課税 1,504 1,243 ○ ○ × × 尼崎市長

5 中央北生涯学習プラザ 3階ロビー 尼崎市東難波町2丁目14-1 1 清涼飲料水 22,758円 屋内 課税 - 629 ○ ○ ○ ○ 尼崎市長 令和2年度以前に設置実績有り

6 小田北生涯学習プラザ 1階玄関 尼崎市潮江1目11-1-101 1 清涼飲料水 22,758円 屋内 課税 2,380 1,468 ○ ○ ○ ○ 尼崎市長

7 大庄南生涯学習プラザ 1階ロビー 尼崎市大庄西町3丁目6-14 1 清涼飲料水 22,758円 屋内 課税 - - ○ ○ ○ ○ 尼崎市長 令和2年度以前に設置実績有り

8 武庫西生涯学習プラザ 1階ロビー  ア 尼崎市武庫の里1丁目13-29 1 清涼飲料水 22,758円 屋内 課税 4,173 2,811 ○ ○ ○ ○ 尼崎市長

9 武庫西生涯学習プラザ 1階ロビー　イ 尼崎市武庫の里1丁目13-29 1 清涼飲料水 22,758円 屋内 課税 2,277 1,355 ○ × ○ × 尼崎市長 紙コップ機である

10 開明庁舎 南玄関西側外 尼崎市開明町2丁目1番地の1 1 清涼飲料水 9,753円 屋外 非課税 4,773 2,382 ○ ○ ○ × 尼崎市長

11 市営西昆陽住宅 共用エントランス外 尼崎市西昆陽2丁目19-26 1 清涼飲料水 9,753円 屋外 非課税 - - ○ ○ × × 尼崎市長 新規物件につき売上実績なし

12 市営時友住宅 ２号棟共用エントランス横 尼崎市武庫之荘8丁目 1 清涼飲料水 9,753円 屋外 非課税 - - ○ ○ × × 尼崎市長 新規物件につき売上実績なし

13 市営西昆陽ヨウダ住宅 共用エントランス外 尼崎市西昆陽1丁目 1 清涼飲料水 9,753円 屋外 非課税 - - ○ ○ × × 尼崎市長 新規物件につき売上実績なし

1階南出入口 1 清涼飲料水 9,753円 屋外 非課税 4,332 2,548 ○ ○ × ○ 尼崎市長

2階食堂出入口 1 清涼飲料水 22,758円 屋内 課税 4,618 2,323 ○ ○ × ○ 尼崎市長

15 市有地 西難波3丁目(バス停前) 尼崎市西難波3丁目334番地の2 1 清涼飲料水 15,300円 屋外 非課税 3,009 1,515 ○ ○ × × 尼崎市長

16 琴ノ浦高校 本館１階中央口 尼崎市北城内47番地の1 1 清涼飲料水 18,965円 屋内 課税 7,855 4,818 ○ ○ ○ ×
尼崎市

教育委員会教育長

17 神崎浄水場 1階ロビー 尼崎市次屋4丁目6-1 1 清涼飲料水 22,758円 屋内 課税 3,391 1,677 ○ ○ × ×
尼崎市

公営企業管理者

18 東部浄化センター(屋外) 駐車場(テニスコート側) 尼崎市松島町32 1 清涼飲料水 9,753円 屋外 非課税 2,190 1,296 ○ ○ × ×
尼崎市

公営企業管理者

19 西門前 1 清涼飲料水 9,753円 屋外 非課税 2,386 555 ○ ○ × ×
尼崎市

公営企業管理者

20
メインスタンド1階キッズ
スペース(モーヴィ)

1 清涼飲料水 22,758円 屋内 課税 - 2,014 ○ ○ × ×
尼崎市

公営企業管理者
令和4年度新設のため令和3年度売上
実績なし

14

売上実績
（Ｒ3.4月
～Ｒ4.3月）
（本数）

申込書等宛名台数
最低使用料等
年額(税込）

消費
税等

※　上記「申込書等宛名」のとおり、物件ごとに応募申込書、見積書に記載する宛名が異なるため、宛名ごとに様式を区別していますのでご注意ください。

※　各物件の配置図や条件、担当部署等の詳細については、別添の物件個別明細書を参照してください。

設置
箇所
区分

売上実績
（Ｒ4.4月
～R4.9月）
（本数）

販売品目

ボートレース尼崎 尼崎市水明町199-1

消防局防災センター(中消防
署)

尼崎市昭和通2丁目6-75

公募物件一覧表

物件
番号

設置施設名 設置場所 所在地 備考

追加機能

1
0



見積書用封筒 

※注意 

 物件番号は必ず「〇番」と記載すること。(例:１番) 

 入札者は必ず会社名を記載すること。 
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物件番号 1
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

　　　　　　　　　　　設置場所

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 本庁舎
尼崎市東七松町1丁目23-1
約1,400人
約3,000人
令和3年度年間実績 4,920本　　令和4年度上半期実績 2,185本
庁舎管理課/中前/06-6489-6207
北館6階EVホール
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
22,758円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

課税

北館6階、中館2階、北館1階、南館1階に各1台設置済

紙コップ機である。

③ロケーション対応型 必要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
紙コップ
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物件番号 2
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

設置場所

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 市政情報センター
尼崎市東七松町1丁目5-20
75人
下記特記事項参照
令和3年度年間実績 3,146本　　令和4年度上半期実績 1,745本
庁舎管理課/中前/06-6489-6207
1階エントランスホール
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
22,758円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

課税

・本施設は職員研修施設であり、年間1,500人程度が利用する。（従前は3,000人以上の利用があったが、
新型コロナウイルス感染症の影響で減少している）
・市民来庁者は一日3人程度であるが、住民税非課税世帯向けの臨時特別給付金等の窓口を設けること
があり、その場合は多いときで一日100人以上の利用がある。

無

③ロケーション対応型 必要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）

エントランス

ホール

中央

監視

業務

員控

室

事務室

多目的ホール
多目的

ホール

倉庫

研修室 EV

ワーク

ステーション

室

行政資料

コーナー

能力開

発

支援担

当

事務室

面談室

面談室
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物件番号 3
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

　　 　　設置場所

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 教育・障害福祉センター
尼崎市三反田町1丁目1-1
225人
不明
令和3年度年間実績 5,394本　　令和4年度上半期実績 3,103本
庁舎管理課/中前/06-6489-6207
3階ロビー
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
22,758円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

課税

無

③ロケーション対応型 必要
④災害救助ベンダー対応 必要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）
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物件番号　4
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

保育所

公道 A-LAB

出入口
花壇

設置場所 駐車場

公道

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 A-LAB
尼崎市西長洲町2丁目33-1
2人
約10人
令和3年度年間実績 1,504本　　令和4年度上半期実績 1,243本
文化振興課/藤平/06-6489-6385
玄関前（野外）
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
9,753円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

非課税

なし

尼崎市のアート発信基地として、若手アーティストの発表・創造の場として活用している。展覧会等を不定
期に開催し、年間約4,000人程度の集客を見込む。また近隣には保育所や中学校があり、北側公道は歩
行者も多く、集客を見込むことができる。

③ロケーション対応型 不要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）
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物件番号　5
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 中央北生涯学習プラザ
尼崎市東難波町2丁目14-1
18
300
令和3年度年間実績無し 　　令和4年度上半期実績 629本
中央地域課/木下　義則/06-6482-1760
3階
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
22,758円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

課税

１階に1台設置済　２階に１台設置済

③ロケーション対応型 必要
④災害救助ベンダー対応 必要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）
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物件番号　6
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 小田北生涯学習プラザ
尼崎市潮江1丁目11-1-101
5人
約200人
令和3年度年間実績 2,380本　　令和4年度上半期実績 1,468本
小田地域課/中川/06-6488-5441
小田北生涯学習プラザ　1階　玄関内側
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
22,758円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

課税

無し

2階に別途1台設置していたが令和5年3月末をもって撤去する。

③ロケーション対応型 必要
④災害救助ベンダー対応 必要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）

設置場所
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物件番号　7
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

設置場所

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 大庄南生涯学習ﾌﾟﾗｻﾞ
尼崎市大庄西町3丁目6-14
15
100
令和3年度売上実績なし　　令和4年度上半期売上実績なし
大庄地域課/柏原/06-6419-8221
大庄南生涯学習プラザ　1階ロビー
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
22,758円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

課税

無

③ロケーション対応型 必要
④災害救助ベンダー対応 必要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）
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物件番号　8
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 武庫西生涯学習プラザ  ア
尼崎市武庫の里1丁目13-29
30人
約100人
令和3年度年間実績 4,173本　　令和4年度上半期実績 2,811本
武庫地域課/壽/06-6431-7884
1階ロビー　ア
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
22,758円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

課税

隣接して1台設置有

自習室（15席程度）があり、中高生等の利用率も高い。

③ロケーション対応型 必要
④災害救助ベンダー対応 必要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）

武庫西生涯学習プラザ　１階

ホール

コミュニティールーム
会議室

コミュニティールーム
談話室

ＥＶ女子
WC

多目的
ＷＣ

通用口

社会福祉協議会
武庫支部

武庫地域振興センター

補導連絡所

応接室

相談室２

相談室１

入口

保健・福祉申請
受付窓口

会議室２
湯沸

会議室１

倉庫
ロビー

男子
WC

女子
更衣室

男子
更衣室

階
段

設置場所
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物件番号　9
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 武庫西生涯学習プラザ　　イ
尼崎市武庫の里1丁目13-29
30人
約100人
令和3年度年間実績 2,277本　　令和4年度上半期実績 1,355本
武庫地域課/壽/06-6431-7884
1階ロビー
1台/900mm×1,700mm(紙コッブ用ゴミ箱を含む)
22,758円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 不要

課税

隣接して1台設置有

紙コップ機である。自習室（15席程度）があり、中高生等の利用率も高い。

③ロケーション対応型 必要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
紙コップ

武庫西生涯学習プラザ　１階

ホール

コミュニティールーム
会議室

コミュニティールーム
談話室

ＥＶ女子
WC

多目的
ＷＣ

通用口

社会福祉協議会
武庫支部

武庫地域振興センター

補導連絡所

応接室

相談室２

相談室１

入口

保健・福祉申請
受付窓口

会議室２
湯沸

会議室１

倉庫
ロビー

男子
WC

女子
更衣室

男子
更衣室

階
段

設置場所
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物件番号　10
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 尼崎市役所　開明庁舎
尼崎市開明町2丁目1-1
70人
130人
令和3年度年間実績 4,773本　　令和4年度上半期実績 2,382本
観光振興課/内海俊仁/06-6489-6675
開明庁舎  南玄関西側外
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
9,753円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

非課税

無

③ロケーション対応型 必要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）
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物件番号　11
①所在地
②施設内居住者数
③一日の平均来客者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 市営西昆陽住宅
尼崎市西昆陽2丁目19-26
約250人
約80人
新規施設につき売上実績無し
住宅管理担当/城後/06-6489-6632
集会所付近
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
9,753円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

非課税

無し

③ロケーション対応型 不要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）

集会所

東
棟

南棟

駐輪場

設置場所

集会所付近

N
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物件番号　12
①所在地
②施設内居住者数
③一日の平均来客者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 市営時友住宅
尼崎市武庫之荘８丁目30
約500人
約200人
新規施設につき売上実績無し
住宅管理担当/城後/06-6489-6632
２号棟共用エントランス横
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
9,753円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

非課税

無し

③ロケーション対応型 不要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）

１
号
棟

２
号
棟

集
会
所

高校

N

設置場所

Ｅ
Ｎ
Ｔ
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物　件　個　別　明　細　書
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物件番号　14
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 尼崎市防災センター（中消防署）
尼崎市昭和通2丁目6-75
150人
50人～100人
令和3年度年間実績 4,332本　　令和4年度上半期実績 2,548本
財務担当/西川/06-6481-3963
１階南出入口東側
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
9,753円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

非課税

2階食堂出入口西側に1台設置

令和５年度～令和６年度の間、大規模改修工事を実施する予定ですが、勤務人数等に変更は無く、利用
状況に変更は生じない見込みです。

③ロケーション対応型 不要
④災害救助ベンダー対応 必要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）

電気室

訓練場訓練塔

受付

ＥＶ
トイレ

防災展示ホール

倉庫

消毒室

倉庫

車　庫
玄関

駐車場

設置場所

防
災
セ
ン
タ
ー
事
務
室

ト
イ
レ
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物件番号　14
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 尼崎市防災センター（中消防署）
尼崎市昭和通2丁目6-75
52人
職員専用区域への設置
令和3年度年間実績 4,618本　　令和4年度上半期実績 2,323本
財務担当/西川/06-6481-3963
2階食堂出入口西側
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
22,758円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

課税

1階南出入口東側に1台設置

令和５年度～令和６年度の間、大規模改修工事を実施する予定ですが、勤務人数等に変更は無く、利用
状況に変更は生じない見込みです。

③ロケーション対応型 不要
④災害救助ベンダー対応 必要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）

仮眠室図書室

倉庫 食堂 浴室会議室

ＥＶ

視聴覚室 中消防署事務室

実験室
トイレ

設置場所
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物件番号　15
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

無し

現在ある電気引き込み用のポールはそのまま使えますが使用する電気は、電力会社と直接契約するこ
と。

③ロケーション対応型 不要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）

1台/1,200mm×2,000mm(リサイルボックスを含む)
15,300円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

非課税

令和3年度年間実績 3,009本　　令和4年度上半期実績 1,515本
公有財産課/東山/06-6489-6230
国道２号線沿い西難波バス停前(屋外

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 市有地・西難波町3丁目バス停前
尼崎市西難波町3丁目334-2
無し
不明
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物件番号　16
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 琴ノ浦高校
尼崎市北城内４７－１
46人
371人
令和3年度年間実績 7,855本　　令和4年度上半期実績 4,818本
教育委員会施設課/名和/06-4950-0304
本館１階中央口
1台/750mm×1,700mm(リサイクルボックスを含む)
18,965円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

課税

有　設置場所横にも1台設置済み

リサイクルボックスは自販機向かいに別途設置スペースがある。

③ロケーション対応型 必要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）
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物件番号　17
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

課税

無

③ロケーション対応型 不要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）

令和3年度年間実績 3,391本　　令和4年度上半期実績 1,677本
浄水センター/三浦/06-6499-0345
1階ロビー
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
22,758円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 不要

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 神崎浄水場
尼崎市次屋4丁目6-1
22名
不明
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物　件　個　別　明　細　書

31



物件番号　19
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 ボートレース尼崎西門前
尼崎市水明町199-1
レース開催日は約300人、非開催日は約50人
レース開催日は約2,000人、非開催日は不明
令和3年度年間実績 2,386本　　令和4年度上半期実績 555本
ボートレース事業部ボートレース施設課　/　谷口　/　06-6419-3181
西門前
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
9,753円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

非課税

ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ1階（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ2台、紙ｺｯﾌﾟ4台)、3階(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ4台、紙ｺｯﾌﾟ6台)他

設置場所は歩道上から約１３０㎜ほど高くなっています。

③ロケーション対応型 不要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ビン・缶・ペットボトル（密封容器）
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物件番号　20
①所在地
②施設内勤務者数
③一日の平均来庁者数
④既設自動販売機売上数
⑤担当部署/担当者/連絡先
⑥設置場所
⑦設置台数/スペース
⑧最低使用料等(年額)
⑨消費税等

⑪販売品目
⑫販売種別
⑬他の自動販売機の有無
◎特記事項

物　件　個　別　明　細　書
施設名称 ボートレース尼崎　キッズスペース（モーヴィ）
尼崎市水明町199-1
約30人
約215人（4月～10月までの期間で利用した合計人数を当該期間中に営業した日数で除した平均人数）

令和3年度年間実績 無し　　令和4年度上半期実績 2,014本
ボートレース事業部開催運営課/谷盛/06-6419-3181
ボートレース尼崎メインスタンド1階キッズスペース（モーヴィ）
1台/900mm×1,700mm(リサイルボックスを含む)
22,758円

⑩設置機種

①グリーン購入法適用 必要
②ユニバーサルデザイン 必要

課税

メインスタンド内1階紙コップ4台・ペットボトル2台、3階ペットボトル2台、アイス2台

・令和4年4月にオープンした子どものあそび場（保護者同伴必須）。
・平日2クール（1クール：120分）、土日祝及び夏休み、冬休み、春休み3クール（1クール：90分）
・1クールの上限：100人（最大140人であるが、コロナ禍により人数制限している）
※オープン以降、1クールの上限は100人としてる。
※上限人数は、今後のコロナの状況により変動あり。
・令和4年度は、自動販売機2台設置しているが、令和5年度からは1台のみ設置とする。

③ロケーション対応型 不要
④災害救助ベンダー対応 不要
清涼飲料水（お茶・水・ジュース・コーヒー等）
ペットボトル（密封容器）　※ビン・缶不可

モーヴィ

設
置
場
所
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物件番号 1 

本庁舎 

物件番号 2 

市政情報センター 

物件番号 3 

教育・障害福祉センター 

物件番号 4 

A-LAB 

物件番号 5 

中央北生涯学習プラザ 

物件番号 6 

小田北生涯学習プラザ 

物件番号 7 

大庄南生涯学習プラザ 

物件番号 8 

武庫西生涯学習プラザ ア 
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物件番号 9 

武庫西生涯学習プラザ  イ 

物件番号 10 

開明庁舎   

物件番号 11 

市営西昆陽住宅 

物件番号 12 

市営時友住宅 

物件番号 13 

市営西昆陽ヨウダ住宅 

物件番号 14 

消防局防災センター(中消防署) 

物件番号 15 

消防局防災センター(中消防署) 

物件番号 15 

市有地 
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物件番号 16 

琴ノ浦高校 

物件番号 17 

神崎浄水場 

物件番号 18 

東部浄化センター(屋外) 

物件番号 19 

ボートレース尼崎 西門前 

番号 20  

ボートレース尼崎 モーヴィ 
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（物件番号 1～15 用様式） 

（ 表面 ）

  受付番号      

令和５年  月  日

応募申込書

尼崎市長 あて

 自動販売機設置事業者公募見積合せ実施要領の各条項を承知の上、次のとおり申し込

みます。

 なお、ホームページに決定金額及び設置事業者の法人名を掲載することに同意します。

（〒   －    ）

申込者 所在地

法人名

代表者氏名

印 

（担当責任者）

所 属

職・氏名

電話             

ＦＡＸ

Ｅメール 

・応募物件

  応募する物件番号を○で囲ってください。（複数物件の申込も可能です。）

  （物件番号の間違いがないよう確認の上、記入してください。）

物   件   番   号

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ １０

１１ １２ １３ １４ １５

注１ 申込者の印鑑は、見積書の応募者の印鑑と必ず同一のものを使用してください。

 注２ 法人の印鑑証明の代表者印を使用してください。
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（物件番号 1～15 用様式） 

（ 裏面 ）

誓約書 

自動販売機設置事業者募集に応募するにあたり、下記の事項を誓約します。 

１ 自動販売機設置事業者公募見積合せ実施要領（以下「実施要領」という。）の内容

をすべて承知しています。 

２ 自動販売機設置に伴う使用許可等を受ける内容、状況を把握しています。 

３ 実施要領における応募資格の内容をすべて満たしています。 

４ 尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条第２号に規定す

る暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団密接関

係者（以下「暴力団等」という。）に該当しません。 

５ 市長から役員等の氏名その他の上記４に掲げる事項を確認するために必要な情報

の提供を求められたときは、速やかに、当該情報を市長に提供します。 

６ 暴力団等から公募物件に対する権利行使の妨害その他不当な要求を受けたときは、

直ちに、その旨を市長に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行いま

す。 

７ 事業者選定への暴力団等の関与を排除するために公募物件に係る使用許可等が取

り消されたことにより損害が生じても、尼崎市に対しその損害の賠償等の請求を行

いません。 
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（物件番号 1～13・15 用様式） 

見 積 書 

令和５年  月  日

尼崎市長 あて

応 募 者 

所 在 地  

法人名及び代表者名 

                                ○印

自動販売機設置事業者公募見積合せ実施要領の各条項を承知の上、見積し

ます。

物件番号

  対象の物件番号を○で囲ってください。（物件番号の間違いがないよう確

認の上、記入してください。）

物   件   番   号

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ １０

１１ １２ １３ － １５

価 格 円 

  件 名  

自動販売機設置事業者の公募見積合せ

（注）１ 価格は使用料等の年額（課税取引の場合は、消費税相当額を含む金額とする。）

を記載すること。 

２ 金額はアラビア数字１、２、３・・とし、数字の頭に￥マークを入れること。

３ 黒又は青のボールペンを使用すること。

４ 応募者の印鑑は、応募申込書に押印した実印鑑を使用すること。

５ 物件ごとに指定の封筒に入れ、提出すること。
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（物件番号 14 用様式） 

見 積 書 
令和５年  月  日

尼崎市長 あて

応 募 者 

所 在 地  

法人名及び代表者名 

                                ○印

自動販売機設置事業者公募見積合せ実施要領の各条項を承知の上、見積し

ます。

物件番号

  対象の物件番号を○で囲ってください。（物件番号の間違いがないよう確

認の上、記入してください。）

物 件  番  号

１４

 ①1階南出入口（屋外・非課税） 

価 格 円 

 ②2階食堂出入口（屋内・課税） 

価 格 円 

 ①＋②合算 

価 格 円 

  件 名  

自動販売機設置事業者の公募見積合せ

（注）１ 価格は使用料等の年額（課税取引の場合は、消費税相当額を含む金額とする。）

を記載すること。 

２ 金額はアラビア数字１、２、３・・とし、数字の頭に￥マークを入れること。

３ 黒又は青のボールペンを使用すること。

４ 応募者の印鑑は、応募申込書に押印した実印鑑を使用すること。

５ 物件ごとに指定の封筒に入れ、提出すること。
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（物件番号 16 用様式） 

( 表面 ）

  受付番号      

令和５年  月  日

応募申込書

尼崎市教育委員会教育長 あて

 自動販売機設置事業者公募見積合せ実施要領の各条項を承知の上、次のとおり申し込

みます。

 なお、ホームページに決定金額及び設置事業者の法人名を掲載することに同意します。

（〒   －    ）

申込者 所在地

法人名

代表者氏名

印 

（担当責任者）

所 属

職・氏名

電話             

ＦＡＸ

Ｅメール 

・応募物件

 （物件番号の間違いがないよう確認の上、記入してください。）

物  件  番  号

１６

注１ 申込者の印鑑は、見積書の応募者の印鑑と必ず同一のものを使用してください。

 注２ 法人の印鑑証明の代表者印を使用してください。

43



（物件番号 16 用様式） 

（ 裏面 ）

誓約書 

自動販売機設置事業者募集に応募するにあたり、下記の事項を誓約します。 

１ 自動販売機設置事業者公募見積合せ実施要領（以下「実施要領」という。）の内容

をすべて承知しています。 

２ 自動販売機設置に伴う使用許可等を受ける内容、状況を把握しています。 

３ 実施要領における応募資格の内容をすべて満たしています。 

４ 尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条第２号に規定す

る暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団密接関

係者（以下「暴力団等」という。）に該当しません。 

５ 尼崎市教育委員会教育長から役員等の氏名その他の上記４に掲げる事項を確認す

るために必要な情報の提供を求められたときは、速やかに、当該情報を尼崎市教育

委員会教育長に提供します。 

６ 暴力団等から公募物件に対する権利行使の妨害その他不当な要求を受けたときは、

直ちに、その旨を市長等に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行い

ます。 

７ 事業者選定への暴力団等の関与を排除するために公募物件に係る使用許可等が取

り消されたことにより損害が生じても、尼崎市に対しその損害の賠償等の請求を行

いません。 
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（物件番号 16 用様式） 

見 積 書 

令和５年  月  日

尼崎市教育委員会教育長 あて

応 募 者 

所 在 地  

法人名及び代表者名 

                                ○印

自動販売機設置事業者公募見積合せ実施要領の各条項を承知の上、見積し

ます。

物件番号

  対象の物件番号を○で囲ってください。（物件番号の間違いがないよう確

認の上、記入してください。）

物 件  番  号

１６

価 格 円 

  件 名  

自動販売機設置事業者の公募見積合せ

（注）１ 価格は使用料等の年額（課税取引の場合は、消費税相当額を含む金額とする。）

を記載すること。 

２ 金額はアラビア数字１、２、３・・とし、数字の頭に￥マークを入れること。

３ 黒又は青のボールペンを使用すること。

４ 応募者の印鑑は、応募申込書に押印した実印鑑を使用すること。

５ 物件ごとに指定の封筒に入れ、提出すること。
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（物件番号 17～20 用様式） 

( 表面 ）

  受付番号      

令和５年  月  日

応募申込書

尼崎市公営企業管理者 あて

 自動販売機設置事業者公募見積合せ実施要領の各条項を承知の上、次のとおり申し込

みます。

 なお、ホームページに決定金額及び設置事業者の法人名を掲載することに同意します。

（〒   －    ）

申込者 所在地

法人名

代表者氏名

印 

（担当責任者）

所 属

職・氏名

電話             

ＦＡＸ

Ｅメール 

・応募物件

  応募する物件番号を○で囲ってください。（複数物件の申込も可能です。）

  （物件番号の間違いがないよう確認の上、記入してください。）

物   件   番   号

１７ １８ １９ ２０

注１ 申込者の印鑑は、見積書の応募者の印鑑と必ず同一のものを使用してください。

 注２ 法人の印鑑証明の代表者印を使用してください。
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（物件番号 17～20 用様式） 

（ 裏面 ）

誓約書 

自動販売機設置事業者募集に応募するにあたり、下記の事項を誓約します。 

１ 自動販売機設置事業者公募見積合せ実施要領（以下「実施要領」という。）の内容

をすべて承知しています。 

２ 自動販売機設置に伴う使用許可等を受ける内容、状況を把握しています。 

３ 実施要領における応募資格の内容をすべて満たしています。 

４ 尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条第２号に規定す

る暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団密接関

係者（以下「暴力団等」という。）に該当しません。 

５ 尼崎市公営企業管理者から役員等の氏名その他の上記４に掲げる事項を確認する

ために必要な情報の提供を求められたときは、速やかに、当該情報を尼崎市公営企

業管理者に提供します。 

６ 暴力団等から公募物件に対する権利行使の妨害その他不当な要求を受けたときは、

直ちに、その旨を尼崎市公営企業管理者に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必

要な協力を行います。 

７ 事業者選定への暴力団等の関与を排除するために公募物件に係る使用許可等が取

り消されたことにより損害が生じても、尼崎市に対しその損害の賠償等の請求を行

いません。 
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（物件番号 17～20 用様式） 

見 積 書 

令和５年  月  日

尼崎市公営企業管理者 あて

応 募 者 

所 在 地  

法人名及び代表者名 

                                ○印

自動販売機設置事業者公募見積合せ実施要領の各条項を承知の上、見積し

ます。

物件番号

  対象の物件番号を○で囲ってください。（物件番号の間違いがないよう確

認の上、記入してください。）

物   件   番   号

１７ １８ １９ ２０

価 格 円 

  件 名  

自動販売機設置事業者の公募見積合せ

（注）１ 価格は使用料等の年額（課税取引の場合は、消費税相当額を含む金額とする。）

を記載すること。 

２ 金額はアラビア数字１、２、３・・とし、数字の頭に￥マークを入れること。

３ 黒又は青のボールペンを使用すること。

４ 応募者の印鑑は、応募申込書に押印した実印鑑を使用すること。

５ 物件ごとに指定の封筒に入れ、提出すること。
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（共通様式） 

自動販売機設置事業者公募見積合せ

質 疑 書

令和５年１月  日

応募者 所在地

法人名

連絡先等 所属部署 担当者名

電話番号 FAX番号

電子メールアドレス

質疑内容
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（共通様式） 

  受付番号      

令和５年  月  日

見積合せ立会申込書

尼崎市長 あて

尼崎市教育委員会教育長 あて

尼崎市公営企業管理者 あて

 自動販売機設置事業者の選定に係る見積合せについて、次のとおり立会を申し込みま

す。

（〒   －    ）

申込者 所在地

法人名

代表者氏名

                                  （押印不要） 

（担当責任者）

所 属

職・氏名

電話

ＦＡＸ

Ｅメール 

・立会者

 ※1事業者 1人のみとする。
 ※応募申込みとあわせて提出すること。なお、それ以後の立会申込みは受け付けな

い。

職 名 氏 名
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