
様式第１号 １／６

番号 委託名 委託場所 委託概要
中央地区公園等 中央区 箇所数53か所

維持管理業務委託 旭町地内外 管理面積：134,995㎡

千葉公園等 中央区 箇所数19か所

維持管理業務委託 弁天３丁目 管理面積：147,775㎡

地内外

仁戸名地区公園等 中央区 箇所数72か所

維持管理業務委託 仁戸名町 管理面積：243,473㎡

地内外

臨港地区公園等 中央区 箇所数:23か所

維持管理業務委託 中央港１丁目 管理面積：49,123㎡

地内外

みなと公園 中央区 箇所数:1か所

維持管理業務委託 千葉港地内 管理面積：33,840㎡

都心部公園等 中央区 箇所数:9か所

維持管理業務委託 中央１丁目 管理面積：18,516㎡

地内外

蘇我地区公園等 中央区 箇所数73か所

維持管理業務委託 宮崎２丁目 管理面積：121,149㎡

地内外

登戸地区公園等 中央区 箇所数:31か所

維持管理業務委託 登戸５丁目 管理面積：52,900㎡

地内外

蘇我スポーツ公園地区 中央区 箇所数:10か所

公園等維持管理 川崎町 管理面積：184,388㎡

業務委託 地内外

稲毛地区公園等 稲毛区 箇所数47か所

維持管理業務委託 稲毛１丁目 管理面積：111,847㎡

地内外

1 申込日 平成３０年２月１６日（金）、１９日（月）　１０：００～１６：３０　（２日間限りですので、ご注意ください） 5  その他

2 申込場所 美浜公園緑地事務所　２階　会議室

3 申込用紙 希望型指名競争入札参加申請書（様式第２号）を使用すること。

4 担当課 千葉市都市局公園緑地部花見川公園緑地事務所（電話043－286－8740）

8

～

平成31年3月31日

～

平成31年3月31日

9 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

緑地管理・道路清掃

7 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

6

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

平成31年3月31日

平成30年4月1日

～

3

4 緑地管理・道路清掃

平成31年3月31日

平成31年3月31日

～

平成31年3月31日

平成30年4月1日

2

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

5 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないこともあります。

本委託に係る予算が議会の議決を得られないときは、契約手続きを中止します。

また、指名後に資格要件等に適合しなくなった場合には、指名を取り消すことがあります。

都市局　委託発注表（希望型指名競争入札）
業種 委託期間

1 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

資格要件
①千葉市内に本店を構え、平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿に登載され
ている者で、登録業種（大分類）が「緑地管理・道路清掃」であり、かつ登録希望順位が１位
であること。
② 平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（中分類）に「除草・緑地
管理」、「樹木管理」及び「公園清掃」の３つの登録がされていること。
③ 平成２５年度以降に元請けとして、本業務又は同種業務に準じる履行実績（官庁等）が
あること。
④主任技術者（造園施工管理技士１級または２級、造園技能士１級または２級、公園緑地
等管理業務において指導経験１０年以上の技術者の内、いずれかに該当する者）を専任配
置すること。
⑤希望型指名競争入札による本業務を受託できる件数は上限を１件までとする。
⑥平成２９年度本業務を受託した業者は、公園緑地等年間維持管理委託業務検査要綱に
基づき評定した評定点(第１回及び第２回検査の平均)が５５点未満でないこと。
⑦平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（大分類）「緑地管理・道
路清掃」の登録者を構成員に含む組合や協会ではないこと。
【注意事項】
・千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種は、平成３０年３月１日時点の登録内容で審
査を行います。
・資格要件③、⑤及び⑥の本業務とは、本市公園緑地部発注の公園等維持管理業務委託
を指す。
・資格要件③の同種業務とは、年間を通しての公共公益施設（公園緑地、道路、河川、庁
舎、学校等）の緑地の「清掃、草刈、除草、剪定業務等の年間を通じての維持管理業務」を
指す。
・資格要件③の実績については、入札参加申請に際し、実績を証する契約書ならびに業務
内容が分かる書類の写しを添付すること。
・資格要件④の資格等については、入札参加申請に際し、資格者証の写し（指導経験１０年
以上の場合はその実績が分かる任意様式の経歴書）と、公的機関が発行した雇用関係を
証する書類の写し（被保険者標準報酬決定通知書、健康保険被保険者証、住民税特別徴
収税額通知書など）を添付すること。
なお、申請受付時には原本を確認しますので、持参してください。
・１件落札した時点で、以降の入札参加資格を失います。
・入札参加申請は、複数の業務委託に行うことができます。なお、複数申請する場合につい
ては、資格要件③及び④に係る添付資料は1部のみ提出で結構です。

10 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

全業務委託に共通する入札参加資格、入札参加申請書様式については、希望型指名競争入札の手引き（千葉市都市局）にてご確認下さい。 

上記の資格要件以外にも資格が設定されています（例：指名停止措置を受けていないこと、千葉市競争入札参加者資格者名簿に登録されていることなど） 

希望型指名競争入札制度の手引き（千葉市都市局）は、千葉市ホームページ http://www.city.chiba.jp/toshi/somu/toshikibou.html からダウンロードできます。 



様式第１号 ２／６

番号 委託名 委託場所 委託概要
穴川地区公園等 稲毛区 箇所数43か所

維持管理業務委託 穴川４丁目 管理面積：116,642㎡

地内外

小仲台地区公園等 稲毛区 箇所数59か所

維持管理業務委託 小仲台８丁目 管理面積：109,700㎡

地内外

長沼地区公園等 稲毛区 箇所数:31か所

維持管理業務委託 長沼町 管理面積：134,291㎡

地内外

小深地区公園等 稲毛区 箇所数35か所

維持管理業務委託 小深町 管理面積：53,547㎡

地内外

こてはし台地区公園等 花見川区 箇所数:25か所

維持管理業務委託 こてはし台４丁目 管理面積：105,017㎡

地内外

花見川地区公園等 花見川区 箇所数46か所

維持管理業務委託 作新台2丁目 管理面積：107,801㎡

地内外

幕張地区公園等 花見川区 箇所数:31か所

維持管理業務委託 幕張町５丁目 管理面積：103,309㎡

地内外

さつきが丘地区公園等 花見川区 箇所数15か所

維持管理業務委託 さつきが丘２丁目 管理面積：90,941㎡

地内外

検見川地区公園等 花見川区 箇所数30か所

維持管理業務委託 朝日ケ丘４丁目 管理面積：54,082㎡

地内外

宇那谷地区公園等 花見川区 箇所数:9か所

維持管理業務委託 み春野１丁目 管理面積：55,312㎡

地内外

1 申込日 平成３０年２月１６日（金）、１９日（月）　１０：００～１６：３０　（２日間限りですので、ご注意ください） 5  その他 審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないこともあります。

2 申込場所 美浜公園緑地事務所　２階　会議室

3 申込用紙 希望型指名競争入札参加申請書（様式第２号）を使用すること。 本委託に係る予算が議会の議決を得られないときは、契約手続きを中止します。

4 担当課 千葉市都市局公園緑地部花見川公園緑地事務所（電話043－286－8740）

平成31年3月31日

平成30年4月1日

～

18

～

平成31年3月31日

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

平成31年3月31日

平成31年3月31日

19 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

緑地管理・道路清掃

17 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

16

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

平成30年4月1日

12

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

15 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

13

14

また、指名後に資格要件等に適合しなくなった場合には、指名を取り消すことがあります。

都市局　委託発注表（希望型指名競争入札）
業種 委託期間

11 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

資格要件
①千葉市内に本店を構え、平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿に登載さ
れている者で、登録業種（大分類）が「緑地管理・道路清掃」であり、かつ登録希望順位
が１位であること。
② 平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（中分類）に「除草・緑
地管理」、「樹木管理」及び「公園清掃」の３つの登録がされていること。
③ 平成２５年度以降に元請けとして、本業務又は同種業務に準じる履行実績（官庁等）
があること。
④主任技術者（造園施工管理技士１級または２級、造園技能士１級または２級、公園緑
地等管理業務において指導経験１０年以上の技術者の内、いずれかに該当する者）を専
任配置すること。
⑤希望型指名競争入札による本業務を受託できる件数は上限を１件までとする。
⑥平成２９年度本業務を受託した業者は、公園緑地等年間維持管理委託業務検査要綱
に基づき評定した評定点(第１回及び第２回検査の平均)が５５点未満でないこと。
⑦平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（大分類）「緑地管理・
道路清掃」の登録者を構成員に含む組合や協会ではないこと。
【注意事項】
・千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種は、平成３０年３月１日時点の登録内容で
審査を行います。
・資格要件③、⑤及び⑥の本業務とは、本市公園緑地部発注の公園等維持管理業務委
託を指す。
・資格要件③の同種業務とは、年間を通しての公共公益施設（公園緑地、道路、河川、
庁舎、学校等）の緑地の「清掃、草刈、除草、剪定業務等の年間を通じての維持管理業
務」を指す。
・資格要件③の実績については、入札参加申請に際し、実績を証する契約書ならびに業
務内容が分かる書類の写しを添付すること。
・資格要件④の資格等については、入札参加申請に際し、資格者証の写し（指導経験１
０年以上の場合はその実績が分かる任意様式の経歴書）と、公的機関が発行した雇用
関係を証する書類の写し（被保険者標準報酬決定通知書、健康保険被保険者証、住民
税特別徴収税額通知書など）を添付すること。
なお、申請受付時には原本を確認しますので、持参してください。
・１件落札した時点で、以降の入札参加資格を失います。
・入札参加申請は、複数の業務委託に行うことができます。なお、複数申請する場合に
ついては、資格要件③及び④に係る添付資料は1部のみ提出で結構です。

20 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

全業務委託に共通する入札参加資格、入札参加申請書様式については、希望型指名競争入札の手引き（千葉市都市局）にてご確認下さい。 

上記の資格要件以外にも資格が設定されています（例：指名停止措置を受けていないこと、千葉市競争入札参加者資格者名簿に登録されていることなど） 

希望型指名競争入札制度の手引き（千葉市都市局）は、千葉市ホームページ http://www.city.chiba.jp/toshi/somu/toshikibou.html からダウンロードできます。 



様式第１号 ３／６

番号 委託名 委託場所 委託概要
瑞穂地区公園等 花見川区 箇所数:17か所

維持管理業務委託 瑞穂１丁目 管理面積：73,676㎡

地内外

泉地区公園等 若葉区 箇所数9か所

維持管理業務委託 野呂町 管理面積：81,173㎡

地内外

みつわ台地区公園等 若葉区 箇所数21か所

維持管理業務委託 みつわ台１丁目 管理面積：91,909㎡

地内外

加曽利地区公園等 若葉区 箇所数44か所

維持管理業務委託 加曽利町 管理面積：147,989㎡

地内外

千城台地区公園等 若葉区 箇所数22か所

維持管理業務委託 千城台南１丁目 管理面積：80,843㎡

地内外

都賀の台北地区公園等 若葉区 箇所数:48か所

維持管理業務委託 若松町 管理面積：72,711㎡

地内外

都賀の台南地区公園等 若葉区 箇所数:29か所

維持管理業務委託 都賀２丁目 管理面積：79,855㎡

地内外

大宮台地区公園等 若葉区 箇所数:21か所

維持管理業務委託 大宮町 管理面積：82,794㎡

地内外

小倉北地区公園等 若葉区 箇所数:32か所

維持管理業務委託 御成台３丁目 管理面積：81,788㎡

地内外

小倉南地区公園等 若葉区 箇所数:17か所

維持管理業務委託 千城台西１丁目 管理面積：72,315㎡

地内外

1 申込日 平成３０年２月１６日（金）、１９日（月）　１０：００～１６：３０　（２日間限りですので、ご注意ください） 5  その他 審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないこともあります。

2 申込場所 美浜公園緑地事務所　２階　会議室

3 申込用紙 希望型指名競争入札参加申請書（様式第２号）を使用すること。 本委託に係る予算が議会の議決を得られないときは、契約手続きを中止します。

4 担当課 千葉市都市局公園緑地部花見川公園緑地事務所（電話043－286－8740）

平成31年3月31日

平成30年4月1日

～

28

～

平成31年3月31日

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

平成31年3月31日

平成31年3月31日

29 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

緑地管理・道路清掃

27 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

26

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

平成30年4月1日

22

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

25 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

23

24

また、指名後に資格要件等に適合しなくなった場合には、指名を取り消すことがあります。

都市局　委託発注表（希望型指名競争入札）
業種 委託期間

21 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

資格要件
①千葉市内に本店を構え、平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿に登載さ
れている者で、登録業種（大分類）が「緑地管理・道路清掃」であり、かつ登録希望順位
が１位であること。
② 平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（中分類）に「除草・緑
地管理」、「樹木管理」及び「公園清掃」の３つの登録がされていること。
③ 平成２５年度以降に元請けとして、本業務又は同種業務に準じる履行実績（官庁等）
があること。
④主任技術者（造園施工管理技士１級または２級、造園技能士１級または２級、公園緑
地等管理業務において指導経験１０年以上の技術者の内、いずれかに該当する者）を
専任配置すること。
⑤希望型指名競争入札による本業務を受託できる件数は上限を１件までとする。
⑥平成２９年度本業務を受託した業者は、公園緑地等年間維持管理委託業務検査要綱
に基づき評定した評定点(第１回及び第２回検査の平均)が５５点未満でないこと。
⑦平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（大分類）「緑地管理・
道路清掃」の登録者を構成員に含む組合や協会ではないこと。
【注意事項】
・千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種は、平成３０年３月１日時点の登録内容
で審査を行います。
・資格要件③、⑤及び⑥の本業務とは、本市公園緑地部発注の公園等維持管理業務委
託を指す。
・資格要件③の同種業務とは、年間を通しての公共公益施設（公園緑地、道路、河川、
庁舎、学校等）の緑地の「清掃、草刈、除草、剪定業務等の年間を通じての維持管理業
務」を指す。
・資格要件③の実績については、入札参加申請に際し、実績を証する契約書ならびに業
務内容が分かる書類の写しを添付すること。
・資格要件④の資格等については、入札参加申請に際し、資格者証の写し（指導経験１
０年以上の場合はその実績が分かる任意様式の経歴書）と、公的機関が発行した雇用
関係を証する書類の写し（被保険者標準報酬決定通知書、健康保険被保険者証、住民
税特別徴収税額通知書など）を添付すること。
なお、申請受付時には原本を確認しますので、持参してください。
・１件落札した時点で、以降の入札参加資格を失います。
・入札参加申請は、複数の業務委託に行うことができます。なお、複数申請する場合に
ついては、資格要件③及び④に係る添付資料は1部のみ提出で結構です。

30 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

全業務委託に共通する入札参加資格、入札参加申請書様式については、希望型指名競争入札の手引き（千葉市都市局）にてご確認下さい。 

上記の資格要件以外にも資格が設定されています（例：指名停止措置を受けていないこと、千葉市競争入札参加者資格者名簿に登録されていることなど） 

希望型指名競争入札制度の手引き（千葉市都市局）は、千葉市ホームページ http://www.city.chiba.jp/toshi/somu/toshikibou.html からダウンロードできます。 



様式第１号 ４／６

番号 委託名 委託場所 委託概要
土気地区公園 緑区 箇所数20か所

維持管理業務委託 土気町 管理面積：36,151㎡

地内外

誉田西地区公園等 緑区 箇所数:33か所

維持管理業務委託 誉田町１丁目 管理面積：86,073㎡

地内外

大野台中央公園 緑区 箇所数:1か所

維持管理業務委託 大野台１丁目 管理面積：61,780㎡

地内

あすみが丘地区公園 緑区 箇所数:25か所

維持管理業務委託 あすみが丘４丁 管理面積：96,260㎡

目地内外

創造の杜公園 緑区 箇所数:1か所

維持管理業務委託 あすみが丘５丁 管理面積：91,524㎡

目地内

あすみが丘水辺の郷公園 緑区 箇所数:1か所

維持管理業務委託 あすみが丘８丁 管理面積：72,590㎡

目地内

おゆみ野東地区公園等 緑区 箇所数:7か所

維持管理業務委託 おゆみ野中央 管理面積：115,906㎡

６丁目地内外

おゆみ野西地区公園等 緑区 箇所数:13か所

維持管理業務委託 おゆみ野有吉 管理面積：136,797㎡

地内外

おゆみ野南地区公園等 緑区 箇所数:21か所

維持管理業務委託 おゆみ野南 管理面積：85,063㎡

６丁目地内外

おゆみ野北地区公園 緑区 箇所数:25か所

維持管理業務委託 おゆみ野１丁目 管理面積：81,094㎡

地内外

1 申込日 平成３０年２月１６日（金）、１９日（月）　１０：００～１６：３０　（２日間限りですので、ご注意ください） 5  その他 審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないこともあります。

2 申込場所 美浜公園緑地事務所　２階　会議室

3 申込用紙 希望型指名競争入札参加申請書（様式第２号）を使用すること。 本委託に係る予算が議会の議決を得られないときは、契約手続きを中止します。

4 担当課 千葉市都市局公園緑地部花見川公園緑地事務所（電話043－286－8740）

平成31年3月31日

平成30年4月1日

～

38

～

平成31年3月31日

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

平成31年3月31日

平成31年3月31日

39 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

緑地管理・道路清掃

37 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

36

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

平成30年4月1日

32

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

35 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

33

34

また、指名後に資格要件等に適合しなくなった場合には、指名を取り消すことがあります。

都市局　委託発注表（希望型指名競争入札）
業種 委託期間

31 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

資格要件
①千葉市内に本店を構え、平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿に登載さ
れている者で、登録業種（大分類）が「緑地管理・道路清掃」であり、かつ登録希望順位
が１位であること。
② 平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（中分類）に「除草・緑
地管理」、「樹木管理」及び「公園清掃」の３つの登録がされていること。
③ 平成２５年度以降に元請けとして、本業務又は同種業務に準じる履行実績（官庁等）
があること。
④主任技術者（造園施工管理技士１級または２級、造園技能士１級または２級、公園緑
地等管理業務において指導経験１０年以上の技術者の内、いずれかに該当する者）を専
任配置すること。
⑤希望型指名競争入札による本業務を受託できる件数は上限を１件までとする。
⑥平成２９年度本業務を受託した業者は、公園緑地等年間維持管理委託業務検査要綱
に基づき評定した評定点(第１回及び第２回検査の平均)が５５点未満でないこと。
⑦平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（大分類）「緑地管理・
道路清掃」の登録者を構成員に含む組合や協会ではないこと。
【注意事項】
・千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種は、平成３０年３月１日時点の登録内容で
審査を行います。
・資格要件③、⑤及び⑥の本業務とは、本市公園緑地部発注の公園等維持管理業務委
託を指す。
・資格要件③の同種業務とは、年間を通しての公共公益施設（公園緑地、道路、河川、
庁舎、学校等）の緑地の「清掃、草刈、除草、剪定業務等の年間を通じての維持管理業
務」を指す。
・資格要件③の実績については、入札参加申請に際し、実績を証する契約書ならびに業
務内容が分かる書類の写しを添付すること。
・資格要件④の資格等については、入札参加申請に際し、資格者証の写し（指導経験１
０年以上の場合はその実績が分かる任意様式の経歴書）と、公的機関が発行した雇用
関係を証する書類の写し（被保険者標準報酬決定通知書、健康保険被保険者証、住民
税特別徴収税額通知書など）を添付すること。
なお、申請受付時には原本を確認しますので、持参してください。
・１件落札した時点で、以降の入札参加資格を失います。
・入札参加申請は、複数の業務委託に行うことができます。なお、複数申請する場合に
ついては、資格要件③及び④に係る添付資料は1部のみ提出で結構です。

40 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

全業務委託に共通する入札参加資格、入札参加申請書様式については、希望型指名競争入札の手引き（千葉市都市局）にてご確認下さい。 

上記の資格要件以外にも資格が設定されています（例：指名停止措置を受けていないこと、千葉市競争入札参加者資格者名簿に登録されていることなど） 

希望型指名競争入札制度の手引き（千葉市都市局）は、千葉市ホームページhttp://www.city.chiba.jp/toshi/somu/toshikibou.html からダウンロードできます。 



様式第１号 ５／６

番号 委託名 委託場所 委託概要
大百池公園 緑区 箇所数:1か所

維持管理業務委託 おゆみ野中央 管理面積：106,764㎡

２丁目地内外

あすみが丘第８緑地外 緑区 箇所数:12か所

維持管理業務委託 あすみが丘 管理面積：95,653㎡

６丁目地内外

誉田東地区公園等 緑区 箇所数:21か所

維持管理業務委託 越智町 管理面積：85,852㎡

地内外

幸町地区公園等 美浜区 箇所数:12か所

維持管理業務委託 幸町１丁目 管理面積：89,980㎡

地内外

稲毛海岸地区公園等 美浜区 箇所数:11か所

維持管理業務委託 稲毛海岸４丁目 管理面積：58,399㎡

地内外

高浜東地区公園等 美浜区 箇所数:8か所

　　　維持管理業務委託 高浜１丁目 管理面積：88,151㎡

地内外

高浜西地区公園等 美浜区 箇所数:12か所

維持管理業務委託 高洲４丁目 管理面積：85,820㎡

地内外

真砂西地区公園等 美浜区 箇所数:12か所

維持管理業務委託 真砂５丁目 管理面積：111,379㎡

地内外

真砂東地区公園等 美浜区 箇所数:10か所

維持管理業務委託 真砂２丁目 管理面積：108,876㎡

地内外

磯辺地区公園等 美浜区 箇所数:11か所

維持管理業務委託 磯辺６丁目 管理面積：63,292㎡

地内外

1 申込日 平成３０年２月１６日（金）、１９日（月）　１０：００～１６：３０　（２日間限りですので、ご注意ください） 5  その他 審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないこともあります。

2 申込場所 美浜公園緑地事務所　２階　会議室

3 申込用紙 希望型指名競争入札参加申請書（様式第２号）を使用すること。 本委託に係る予算が議会の議決を得られないときは、契約手続きを中止します。

4 担当課 千葉市都市局公園緑地部花見川公園緑地事務所（電話043－286－8740）

平成31年3月31日

平成30年4月1日

～

48

～

平成31年3月31日

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

平成31年3月31日

平成31年3月31日

49 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

緑地管理・道路清掃

47 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

46

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

平成30年4月1日

42

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

45 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

43

44

また、指名後に資格要件等に適合しなくなった場合には、指名を取り消すことがあります。

都市局　委託発注表（希望型指名競争入札）
業種 委託期間

41 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

資格要件
①千葉市内に本店を構え、平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿に登載さ
れている者で、登録業種（大分類）が「緑地管理・道路清掃」であり、かつ登録希望順位
が１位であること。
② 平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（中分類）に「除草・緑
地管理」、「樹木管理」及び「公園清掃」の３つの登録がされていること。
③ 平成２５年度以降に元請けとして、本業務又は同種業務に準じる履行実績（官庁等）
があること。
④主任技術者（造園施工管理技士１級または２級、造園技能士１級または２級、公園緑
地等管理業務において指導経験１０年以上の技術者の内、いずれかに該当する者）を専
任配置すること。
⑤希望型指名競争入札による本業務を受託できる件数は上限を１件までとする。
⑥平成２９年度本業務を受託した業者は、公園緑地等年間維持管理委託業務検査要綱
に基づき評定した評定点(第１回及び第２回検査の平均)が５５点未満でないこと。
⑦平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（大分類）「緑地管理・
道路清掃」の登録者を構成員に含む組合や協会ではないこと。
【注意事項】
・千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種は、平成３０年３月１日時点の登録内容で
審査を行います。
・資格要件③、⑤及び⑥の本業務とは、本市公園緑地部発注の公園等維持管理業務委
託を指す。
・資格要件③の同種業務とは、年間を通しての公共公益施設（公園緑地、道路、河川、庁
舎、学校等）の緑地の「清掃、草刈、除草、剪定業務等の年間を通じての維持管理業務」
を指す。
・資格要件③の実績については、入札参加申請に際し、実績を証する契約書ならびに業
務内容が分かる書類の写しを添付すること。
・資格要件④の資格等については、入札参加申請に際し、資格者証の写し（指導経験１０
年以上の場合はその実績が分かる任意様式の経歴書）と、公的機関が発行した雇用関
係を証する書類の写し（被保険者標準報酬決定通知書、健康保険被保険者証、住民税
特別徴収税額通知書など）を添付すること。
なお、申請受付時には原本を確認しますので、持参してください。
・１件落札した時点で、以降の入札参加資格を失います。
・入札参加申請は、複数の業務委託に行うことができます。なお、複数申請する場合につ
いては、資格要件③及び④に係る添付資料は1部のみ提出で結構です。

50 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

全業務委託に共通する入札参加資格、入札参加申請書様式については、希望型指名競争入札の手引き（千葉市都市局）にてご確認下さい。 

上記の資格要件以外にも資格が設定されています（例：指名停止措置を受けていないこと、千葉市競争入札参加者資格者名簿に登録されていることなど） 

希望型指名競争入札制度の手引き（千葉市都市局）は、千葉市ホームページ http://www.city.chiba.jp/toshi/somu/toshikibou.html からダウンロードできます。 



様式第１号 ６／６

番号 委託名 委託場所 委託概要
花見川緑地外 美浜区 箇所数:4か所

維持管理業務委託 打瀬２丁目 管理面積：140,918㎡

地内外

幕張西地区公園等 美浜区 箇所数:11か所

維持管理業務委託 幕張西２丁目 管理面積：41,146㎡

地内外

浜田地区公園等 美浜区 箇所数:10か所

維持管理業務委託 幕張西６丁目 管理面積：79,507㎡

地内外

幕張海浜緑地 美浜区 箇所数:1か所

維持管理業務委託 幕張西６丁目 管理面積：105,774㎡

地内外

若葉緑地外 美浜区 箇所数:4か所

維持管理業務委託 浜田１丁目 管理面積：92,317㎡

地内外

打瀬西地区公園等 美浜区 箇所数10か所

維持管理業務委託 打瀬2丁目 管理面積：68,270㎡

地内外

稲毛海浜公園検見川地区 美浜区 箇所数:1か所

維持管理業務委託 磯辺２丁目地内 管理面積：93,346㎡

打瀬東地区公園等 美浜区 箇所数:5か所

維持管理業務委託 打瀬１丁目 管理面積：45,097㎡

地内外

大野台中央緑地外 緑区 箇所数:5か所

維持管理業務委託 大野台２丁目 管理面積：85,852㎡

地内外

1 申込日 平成３０年２月１６日（金）、１９日（月）　１０：００～１６：３０　（２日間限りですので、ご注意ください） 5  その他 審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないこともあります。

2 申込場所 美浜公園緑地事務所　２階　会議室

3 申込用紙 希望型指名競争入札参加申請書（様式第２号）を使用すること。 本委託に係る予算が議会の議決を得られないときは、契約手続きを中止します。

4 担当課 千葉市都市局公園緑地部花見川公園緑地事務所（電話043－286－8740）

58

～

平成31年3月31日

平成30年4月1日

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

平成31年3月31日

平成31年3月31日

59 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

緑地管理・道路清掃

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

57

56

平成31年3月31日

平成30年4月1日

～

52

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

～

平成31年3月31日

緑地管理・道路清掃

55 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

53

54 緑地管理・道路清掃

また、指名後に資格要件等に適合しなくなった場合には、指名を取り消すことがあります。

都市局　委託発注表（希望型指名競争入札）
業種 委託期間

51 緑地管理・道路清掃

平成30年4月1日

～

平成31年3月31日

資格要件
①千葉市内に本店を構え、平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿に登載さ
れている者で、登録業種（大分類）が「緑地管理・道路清掃」であり、かつ登録希望順位
が１位であること。
② 平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（中分類）に「除草・緑
地管理」、「樹木管理」及び「公園清掃」の３つの登録がされていること。
③ 平成２５年度以降に元請けとして、本業務又は同種業務に準じる履行実績（官庁等）
があること。
④主任技術者（造園施工管理技士１級または２級、造園技能士１級または２級、公園緑
地等管理業務において指導経験１０年以上の技術者の内、いずれかに該当する者）を専
任配置すること。
⑤希望型指名競争入札による本業務を受託できる件数は上限を１件までとする。
⑥平成２９年度本業務を受託した業者は、公園緑地等年間維持管理委託業務検査要綱
に基づき評定した評定点(第１回及び第２回検査の平均)が５５点未満でないこと。
⑦平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種（大分類）「緑地管理・
道路清掃」の登録者を構成員に含む組合や協会ではないこと。
【注意事項】
・千葉市委託入札参加資格者名簿の登録業種は、平成３０年３月１日時点の登録内容で
審査を行います。
・資格要件③、⑤及び⑥の本業務とは、本市公園緑地部発注の公園等維持管理業務委
託を指す。
・資格要件③の同種業務とは、年間を通しての公共公益施設（公園緑地、道路、河川、庁
舎、学校等）の緑地の「清掃、草刈、除草、剪定業務等の年間を通じての維持管理業務」
を指す。
・資格要件③の実績については、入札参加申請に際し、実績を証する契約書ならびに業
務内容が分かる書類の写しを添付すること。
・資格要件④の資格等については、入札参加申請に際し、資格者証の写し（指導経験１０
年以上の場合はその実績が分かる任意様式の経歴書）と、公的機関が発行した雇用関
係を証する書類の写し（被保険者標準報酬決定通知書、健康保険被保険者証、住民税
特別徴収税額通知書など）を添付すること。
なお、申請受付時には原本を確認しますので、持参してください。
・１件落札した時点で、以降の入札参加資格を失います。
・入札参加申請は、複数の業務委託に行うことができます。なお、複数申請する場合につ
いては、資格要件③及び④に係る添付資料は1部のみ提出で結構です。

全業務委託に共通する入札参加資格、入札参加申請書様式については、希望型指名競争入札の手引き（千葉市都市局）にてご確認下さい。 

上記の資格要件以外にも資格が設定されています（例：指名停止措置を受けていないこと、千葉市競争入札参加者資格者名簿に登録されていることなど） 

希望型指名競争入札制度の手引き（千葉市都市局）は、千葉市ホームページ http://www.city.chiba.jp/toshi/somu/toshikibou.html からダウンロードできます。 


