
令和３年３月１日 

条件付き一般競争入札の実施について（公告） 

  

富山県常願寺川公園、富山県五福公園、県民公園新港の森における植栽維持管理委

託業務について、次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、受託を希望する

方は応募書類を提出してください。 

  

                       公益財団法人富山県民福祉公園 

   理事長 山本 修 

 

１ 入札に付する事項 

（１）委託業務の名称 

① 常願寺川公園植栽維持管理その１委託業務 

② 常願寺川公園植栽維持管理その２委託業務 

③ 五福公園植栽維持管理委託業務 

④ 新港の森植栽維持管理委託業務 

（２）委託業務の場所 

① 立山町利田地内 

② 立山町利田地内 

③ 富山市五福地内 

④ 射水市作道地内 

（３） 委託業務の概要  ①、②、③、④、共通 

    植栽維持管理一式（詳細は、設計図書等による） 

（４） 委託業務の期間 

契約日から令和５年３月31日まで（２年間） 

 

（５） 財団が支出する委託費の上限額（１年分の業務で消費税及び地方消費税相当

額を除く。） 

① 常願寺川公園植栽維持管理その１委託業務  １１，５４０，０００円 

② 常願寺川公園植栽維持管理その２委託業務   ８，８２８，０００円 

③ 五福公園植栽維持管理委託業務       １０，６６０，０００円 

④ 新港の森植栽維持管理委託業務        ８，６６９，０００円 

（６）その他 

開札は①、②、③、④の順に行う。 

①、②、③、④の委託業務において、複数の入札に参加した者が委託業務を



落札したときは、当該者のそれ以降の委託業務に係る開札は行わない。 

 

２ 総合評価型方式 

  この入札は、入札価格と入札価格以外の技術的な要素を総合的に評価する総合評

価方式による。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。） 

  次に掲げる条件のすべてを満たす者であること。 

なお、入札参加資格の確認は、申請の期限の日現在の事実をもって行うものと

する。 

   ただし、同日において当該条件のすべてを満たしている者であっても、開札の

日時までの間に当該条件を満たさなくなった場合は、入札に参加することができ

ない。 

（１） 入札参加資格の確認の申請の期限の日からこの委託業務の開札の日までの間

において、富山県から富山県建設工事等指名停止要領に基づく指名停止を受け

ていない者であること。 

（２） 会社更生法（平成14年法律第 154号）第17条の規定により更生手続開始の申

立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第 225号）第21条の規定

により再生手続開始の申立てがなされている者（これらの者のうち、建設工事

の競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱第10条第１項に規定す

る申請を行い、再度の競争入札参加資格の認定を受けたものを除く。）でない

こと。 

（３）独占禁止法（昭和22年法律第54号）第49条に規定する排除措置命令を行っ

た場合において、当該排除措置命令が確定した者。 

（４）４の（１）に定める全ての応募書類を提出していること。 

（５）４の（１）に定める技術資料が技術的な提案の記載内容として適正なもの。 

（６）富山県の平成３１・３２年度建設工事競争入札参加資格者名簿（県内業者）に

造園工事として登録された者で、常願寺川公園及び五福公園は富山土木センター

（立山土木事務所を含む）が所轄する区域、新港の森は高岡土木センターが所管

する区域（旧高岡市及び射水市のみを対象とする。）に建設業法施行規則（昭和24

年建設省令第14号）第６条に規定する主たる営業所を有する者のうち、総合数値

７４０点以上の者又は平成２３年４月１日以降において当該する公園の２０，０

００㎡以上（一つの施設又は一つの公園の芝生の管理対象面積であり、年間の管

理作業の延べ面積ではない）の芝生維持管理業務を1年間程度以上実施した者（元

請けとして受注したものに限る。）  

（７）平成２３年４月１日から入札参加資格の確認の申請の期限の日（以下「申請



期限日」という。）までの間に、県立又は市立の施設で１年間に２０，０００㎡

以上（一つの施設又は一つの公園の芝生の管理対象面積であり、年間の管理作
業の延べ面積ではない）の芝生維持管理業務を実施した者。 

（８）（７）に定めた条件を満たした者が通算して２年以上の実績を有すること。 

 

４ 応募書類の提出 

（１）入札に参加を希望する者は、次の応募書類を同時に提出すること。 

   ア 入札応募書（様式１） 

   イ 入札参加資格確認書（様式２） 

ウ 技術資料（様式３） 

（２）（１）の応募書類は、公益財団法人富山県民福祉公園のホームページトップ画

面（下記ＵＲＬ）からダウンロードし、必要事項を記載すること。 

http://www.toyamap.or.jp/i-boshu2021-1/ 

（３）提出期間  

令和３年３月10日（水）から同月11日（木）までの午前８時30分から午後５時

まで 

（４）提出方法  

書留郵便等配達の記録が残る方法による郵送（提出期間の締切日までに必着）

又は持参とし、電送によるものは受け付けない。なお、直接持参される場合は、

受付は行うが、その場での審査は行わない。 

（５）提出先  

公益財団法人富山県民福祉公園 総務企画課 

〒939-0311 射水市黒河4774-6  電話 0766-56-5556 

 

５ 入札参加資格の確認 

入札参加資格の確認は、令和３年３月11日（木）現在の事実をもって行うものと

する。ただし、同日において３に掲げる条件を満たしている者であっても、開札の

日時までの間に当該条件を満たさなくなった場合は、入札に参加することができず、

既に入札書を提出しているときは、当該者の入札は無効とする。 

 

６ 公告等に関する質問 

（１）この公告及び９（１）の委託業務内容を示す仕様書等の資料に関する質問は、

次に示すメールアドレスに送信する方法により行うものとする。 

受付期間：令和３年３月１日（月）から同年3月６日（土）午後5時まで 

    受信メールアドレス：nyusatsu@toyamap.or.jp  

 

http://www.toyamap.or.jp/i-boshu2021-1/


（２）質問に対する回答は、公益財団法人富山県民福祉公園のホームページに掲載す

る。 

http://www.toyamap.or.jp/i-boshu2021-1/ 

 

７ 入札参加資格の確認の通知 

入札参加資格の有無の結果は、令和３年３月15日（月）までに応募者に文書で通

知する。 

 

８ 入札参加資格が無いとされた者の理由の説明の要求 

（１）入札参加資格が無い旨の通知を受けた者は、入札参加資格が無いとされた理由

について説明を求めることができる。 

（２）（１）の理由の説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を持参すること

により行うものとし、次のとおり受け付けるものとする。 

ア 受付期間：令和３年３月17日（水）午前８時30分から午後５時まで 

イ 受付場所：公益財団法人富山県民福祉公園 総務企画課 

電話 0766-56-5556 

（３）理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めた者に対し、令和３年３月22日

（月）までに文書で回答する。 

 

９ 委託業務内容を示す仕様書等の資料 

（１）委託業務内容を示す仕様書等の資料は、公益財団法人富山県民福祉公園のホー

ムページに掲載する。 

http://www.toyamap.or.jp/i-boshu2021-1/ 

 

（２）縦覧期間 令和３年３月1日（月）から同年3月11日（木）まで 

 

10 総合評価方式に関する事項 

（１）総合評価の方法 

  ア 総合評価の方法は、次の式により算出して得られる数値（以下「評価値」と

いう。）をもって行うものとする。 

    評価値（注）＝技術評価点÷入札価格（単位：百万円） 

          ＝（標準点＋技術加算点）÷入札価格（単位：百万円） 

    （注）評価値の有効数字は、５桁（６桁目の数字を四捨五入）とする。 

  イ 標準点とは、要求する要件を最低限満たしているが加算点を加えないときの

技術提案について与える点数（ 100点）をいう。 

  ウ 技術加算点とは、（２）に規定する評価項目及び評価基準により算出される

http://www.toyamap.or.jp/i-boshu2021-1/
http://www.toyamap.or.jp/i-boshu2021-1/


点数をいう。 

（２）評価項目及び評価基準 

ア 芝生管理及び樹木管理の実績（10点） 

評価項目 評価内容及び評価基準 配点 

業務実績 

（３の（６）・

（７）・（８）

の業務実績） 

 

平成２３年

４月１日か

ら令和２年

度までの期

間における

業務実績（都

市公園にお

ける実績） 

 

 

業務実績の場

所 

当該公園に業務実績あり。 （注１） 

（1年間程度以上） 
６点 

富山土木センター又は高岡土木センターが

所管する区域内において、県立都市公園で

の業務実績あり。       （注２）  

４点 

富山県内の都市公園で業務実績あ

り。 

２点 

上記以外 ０点 

上記の受託形

態 

 

２年間以上、連続して

同一施設を元請として

受託した施設がある。 

あり ２点 

なし ０点 

上記の作業内

容 

２年間以上、連続して同

一施設の全ての作業を

直営で実施した施設が

ある。 

あり ２点 

なし ０点 

注１：当該公園とは、応募した公園のみを対象とする。 

注２：業務実績とは、管理対象面積が２０，０００㎡以上の芝生の管理実績が

あることをいう。 

注３：業務実績の場所における土木センター所管の区域については、１の（１）

に明示した委託業務①、②、③は富山土木センター管内（立山土木事務

所を含む）とし、④については高岡土木センター管内を基本とする。 

 

イ 地域性（配点計２点） 

評価項目 評価内容及び評価基準 配点 

本業務の活動

拠点となる事

務所の所在地 

当該公園の管理事務所から半径5km以内 ２点 

当該公園の管理事務所から半径10km以内 １点 

当該公園の管理事務所から半径10km以上 ０点 

 

ウ 有資格者（配点計８点） 

評価項目 評価内容及び評価基準 配点 

有資格者種別 

 

樹木医を雇用 ２人以上 ４点 

１人 ２点 

なし ０点 



造園技能士１級の雇用人数 ２人以上 ２点 

１人 １点 

なし ０点 

緑の安全管理士を１人以上雇用 あり １点 

なし ０点 

公園管理運営士を１人以上雇用 あり １点 

なし ０点 

 

エ 植物管理における考え方、取り組み、技術的な提案、対応能力及び実績 

（配点計16点） 

評価項目 評価内容 評価基準 配点 

基本方針 植物管理に対する基

本的な考え方（気象変

化や利用形態などを

踏まえるなど）とこれ

までの具体的な組み

及びそれに基づく実

現可能な計画の提案 

基本的な考

え方 

優 ４点 

良 ２点 

上記外 ０点 

具体的な取

り組み 

あり ２点 

なし ０点 

具体的な提

案 

優 ４点 

良 ２点 

上記外 ０点 

作業の臨機対

応 

維持管理上の問題及びトラブルを

想定し、臨機にかつ的確な対応の提

案 

 

あり 
芝生 ２点 

樹木 ２点 

なし ０点 

減農薬管理の

実績 

減農薬に向けた進取な取り組みの

実績 
あり ２点 

なし ０点 

 

（３）技術加算点の算定 

   技術加算点の満点は、15点とする。よって、（２）により算出された点数の合
計を次の式により割り変えた点数を技術加算点とする。 

 
  技術加算点＝入札参加者の点数の合計×技術加算点の満点（15点）÷配点点数

の満点（ 36点） 

（４）その他 

技術資料の内容に虚偽記載または不誠実な表記があった場合には、申請を無効

とし、以降の申請・入札に参加させないことがある。 

 

11 入札期日等 

（１）入札日 令和３年３月24日（水）（時刻は、応札予定者に通知する） 



（２）入札の場所 公益財団法人富山県民福祉公園  

（太閤山ランド 赤い屋根ギャラリー） 

 

12 入札の方法等 

（１）入札は、出場入札による。 

（２）応札価格は、１年分の費用額（税別）とする。 

なお、契約は、２年間の総額で契約する。 

（３）落札者の決定に当たっては、提出された入札書の金額に当該金額の 100分の10

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

数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

（４）入札回数は、１回とする。 

 

13 入札保証金 

  入札保証金は、免除する。 

 

14 落札者の決定方法 

（１）落札者は、次の要件を満たす入札参加者のうち、評価値が最も高い者とする。 

ア 技術資料の内容が、要求する要件を最低限満たしていること。 

イ 応札価格が１の（５）に示す上限額を超えていないこと。 

ウ 評価値が、次の式により算出して得られる基準評価値を下回っていないこと。 

基準評価値＝100点（標準点）÷予定価格（単位：万円） 

（２）評価値の最も高い者が２者以上あるときは、入札価格が低い者を落札者とする。 

 

15 その他 

（１）この委託業務の入札の執行等に当たっては、この公告に定めるもののほか、地

方自治法その他の法令、公益財団法人富山県民福祉公園会計規則等の定めるとこ

ろによる。 

（２）入札参加資格確認申請書その他の入札に参加するに当たって提出を求める書 

類（以下「申請書等」という。）の作成に要する費用は申請者の負担とする。 

（３）提出された申請書等は当該業務委託に係る入札以外の目的には使用しない。 

（４）提出された申請書等は返却しない。 

（５）書類の汚損などやむを得ない理由がある場合以外は申請書等の差替えを認めな

い。 



（６）入札書を提出するに当たっては、公告６に関する質問等の最終回答の内容を確

認すること。なお最終回答は、「最終回答」として令和３年３月８日（月）までに

掲載する。 

（７）応募書に記載した事項に虚偽又は重大な誤りがあった場合は、入札に参加させ

ないことがある。また、落札後、業務委託契約期間中にこれが明らかになった場

合は契約を解除し、その後の業務の支障となる事項についてはこれを補償させる

ことがあるものとする。この場合、公益財団法人富山県民福祉公園は申請者に対

して何らの補償も行わないものとする。 

（８）契約後において業務の一部を他者に再委託しようとする場合は、受託者自らで

施工できない理由書及び再委託予定者に関する技術資料を添えて申請しなけれ

ばならない。 

（９）その他不明な点については、公益財団法人富山県民福祉公園 総務企画課（電

話0766-56-5556）又は公園管理課（電話0766-56-6116）に問い合わせること。 

 

 


