
物件調書（物件番号 １） 

所在地 三島市南田町４－４０ 

施設名称 富士山南東消防本部（三島消防署２階） 設置場所 ２階食堂前 

貸付面積 自動販売機及び回収 BOX 1800mm×1000mm 

貸付期間 平成 30年 10月１日から平成 33年９月 30日（３年間） 

販売品目 清涼飲料水（缶、ペットボトル） 主な利用者 消防職員 

販売価格 原則として(1)350ml以下のもの：100円 (2)500ml以下のもの：130円 

年間売上実績(H29) ９，２５５（本） 最低手数料率 非公開 

所管課 総務課 基本電源工事 なし 

開庁時間 年間を通じて 24時間（消防施設のため常に消防職員が常駐） 

備考 物件番号２との同時申込み不可 

（１）施設平面図 

 

（２）設置場所詳細図 

 



物件調書（物件番号 ２） 

所在地 三島市南田町４－４０ 

施設名称 富士山南東消防本部（三島消防署２階） 設置場所 ２階食堂前 

貸付面積 自動販売機及び回収 BOX 1800mm×1000mm 

貸付期間 平成 30年 10月１日から平成 33年９月 30日（３年間） 

販売品目 清涼飲料水（缶、ペットボトル） 主な利用者 消防職員 

販売価格 原則として(1)350ml以下のもの：100円 (2)500ml以下のもの：130円 

年間売上実績(H29) １１，９４３（本） 最低手数料率 非公開 

所管課 総務課 基本電源工事 なし 

開庁時間 年間を通じて 24時間（消防施設のため常に消防職員が常駐） 

備考 物件番号１との同時申込み不可 

（１）施設平面図 

 

（２）設置場所詳細図 

 



物件調書（物件番号 ３） 

所在地 三島市南田町４－４０ 

施設名称 三島消防署１階 設置場所 玄関ホール 

貸付面積 自動販売機及び回収 BOX 1800mm×1000mm 

貸付期間 平成 30年 10月１日から平成 33年９月 30日（３年間） 

販売品目 清涼飲料水（缶、ペットボトル） 主な利用者 消防職員 

販売価格 原則として(1)350ml以下のもの：100円 (2)500ml以下のもの：130円 

年間売上実績(H29) 新規設置 最低手数料率 非公開 

所管課 総務課 基本電源工事 なし 

開庁時間 年間を通じて 24時間（消防施設のため常に消防職員が常駐） 

備考 ・新規設置のため売上実績なし 

・消防職員及び庁舎利用者の購入が見込まれる 

（１）施設平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）設置場所詳細図 
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物件調書（物件番号 ４）  

所在地 裾野市石脇 515（裾野消防署）、裾野市茶畑 850-3（茶畑分遣所） 

施設名称 裾野消防署３階、茶畑分遣所屋外 設置場所 下記のとおり 

貸付面積 自動販売機及び回収 BOX 1800mm×1000mm ２台 

貸付期間 裾野消防署 平成 30年 10月１日から平成 33年９月 30日（３年間） 

茶畑分遣所 平成 30年 10月１日から平成 32年３月 31日 

販売品目 清涼飲料水（缶、ペットボトル） 主な利用者 消防職員 

販売価格 原則として(1)350ml以下のもの：100円 (2)500ml以下のもの：130円 

年間売上実績(H29) 裾野消防署 ５，２２２（本） 

茶畑分遣所 ２，００３（本） 

最低手数料率 非公開 

所管課 総務課 基本電源工事 なし 

開庁時間 年間を通じて 24時間（消防施設のため常に消防職員が常駐） 

備考 物件番号５との同時申込み不可、茶畑分遣所のみ貸付期間が異なるため注意 

（１）裾野消防署（屋内） 

（２）茶畑分遣所（屋外） 

                             

駐車場 

茶畑分遣所 

道 路 

伊

豆

島

田

深

良

線

1-4 

電柱 

裾野消防署 ３階 

３台並列にて設置予定 

 缶・ペットボトル式 ２台 

 紙パック式 １台 



物件調書（物件番号 ５） 

所在地 裾野市石脇 515（裾野消防署）、裾野市須山 1545-8（須山分遣所） 

施設名称 裾野消防署３階、須山分遣所屋外 設置場所 下記のとおり 

貸付面積 自動販売機及び回収 BOX 1800mm×1000mm ２台 

貸付期間 平成 30年 10月１日から平成 33年９月 30日（３年間） 

販売品目 清涼飲料水（缶、ペットボトル） 主な利用者 消防職員 

販売価格 原則として(1)350ml以下のもの：100円 (2)500ml以下のもの：130円 

年間売上実績(H29) 裾野消防署 ７，１２８（本） 

須山分遣所 １，３２３（本） 

最低手数料率 非公開 

所管課 総務課 基本電源工事 なし 

開庁時間 年間を通じて 24時間（消防施設のため常に消防職員が常駐） 

備考 物件番号４との同時申込み不可 

（１）裾野消防署（屋内） 

 

(２）須山分遣所（屋外） 裾野消防署 ３階 
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物件調書（物件番号 ６） 

所在地 裾野市石脇 515 

施設名称 裾野消防署３階 設置場所 ３階事務室奥 

貸付面積 自動販売機及び回収 BOX 1800mm×1000mm 

貸付期間 平成 30年 10月１日から平成 33年９月 30日（３年間） 

販売品目 清涼飲料水（紙パック式） 主な利用者 消防職員 

販売価格 原則として 90円 

年間売上実績(H29) １，６４９（本） 最低手数料率 非公開 

所管課 総務課 基本電源工事 なし 

開庁時間 年間を通じて 24時間（消防施設のため常に消防職員が常駐） 

備考 特になし 

（１）施設平面図 

（２）設置場所詳細図 
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物件調書（物件番号 ７） 

所在地 裾野市石脇 515 

施設名称 裾野消防署１階 設置場所 玄関ホール横 

貸付面積 自動販売機及び回収 BOX 1800mm×1000mm 

貸付期間 平成 30年 10月１日から平成 33年９月 30日（３年間） 

販売品目 清涼飲料水（缶、ペットボトル） 主な利用者 消防職員 

販売価格 原則として(1)350ml以下のもの：100円 (2)500ml以下のもの：130円 

年間売上実績(H29) 新規設置 最低手数料率 非公開 

所管課 総務課 基本電源工事 なし 

開庁時間 年間を通じて 24時間（消防施設のため常に消防職員が常駐） 

備考 ・新規設置のため売上実績なし 

・消防職員及び庁舎利用者の購入が見込まれる 

（１）施設平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



物件調書（物件番号 ８） 

所在地 駿東郡長泉町中土狩９１０－１ 

施設名称 富士山南東消防本部長泉消防署 設置場所 ２階食堂前 

貸付面積 自動販売機及び回収 BOX 1800mm×1000mm 

貸付期間 平成 30年 10月１日から平成 33年９月 30日（３年間） 

販売品目 清涼飲料水（缶、ペットボトル）及び加工食品 主な利用者 消防職員 

販売価格 

(原則として) 

清涼飲料水(1)350ml以下のもの：100円 (2)500ml以下のもの：130円 

加工食品 標準小売価格以下（菓子、パン、栄養食等） 

年間売上実績(H29) ５，３０８（本） 最低手数料率 非公開 

所管課 総務課 基本電源工事 なし 

開庁時間 年間を通じて 24時間（消防施設のため常に消防職員が常駐） 

備考 物件番号９との同時申込み不可 

（１）施設平面図 

 

（２）設置場所詳細図 

 



物件調書（物件番号 ９） 

 

所在地 駿東郡長泉町中土狩９１０－１ 

施設名称 富士山南東消防本部長泉消防署 設置場所 ２階食堂前 

貸付面積 自動販売機及び回収 BOX 1800mm×1000mm 

貸付期間 平成 30年 10月１日から平成 33年９月 30日（３年間） 

販売品目 清涼飲料水（缶、ペットボトル） 主な利用者 消防職員 

販売価格 原則として(1)350ml以下のもの：100円 (2)500ml以下のもの：130円 

年間売上実績(H29) ４，８８６（本） 最低手数料率 非公開 

所管課 総務課 基本電源工事 なし 

開庁時間 年間を通じて 24時間（消防施設のため常に消防職員が常駐） 

備考 物件番号８との同時申込み不可 

（１）施設平面図 

 

（２）設置場所詳細図 

 


