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城市告示第 ８８ 号 
 

一般競争入札公告 
 

新庄第１健民運動場及び新町公園球技場芝生管理アドバイザー業務委託について、次の通り一
般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規
定により公告します。  

 
令和 4 年 7 月 7 日 

 
城市長 阿古 和彦    

 
第１ 競争入札に付する事項 

1. 業 務 名 新庄第１健民運動場及び新町公園球技場芝生管理アドバイザー業務委託 
2. 施工場所 城市 新町 他 地内 
3. 委託期間 契約日 から 令和 5 年 3 月 31 日（金） まで 
4. 事業概要  

新庄第１健民運動場及び新町公園球技場（以下、グラウンド）は、天然芝のグラウンドで
あり、市や県等の様々なスポーツ行事で使用されている。年間を通してグラウンドの天然
芝を良好な状態で維持していくため、芝生管理の知識と経験だけでなく、当グラウンド内
の芝生の特性を理解した有資格者からのアドバイスを受けながら、円滑に維持管理作業を
行うため、アドバイザー業務を必要とする。 

5. 予定価格（消費税及び地方消費税を除く。）   700,000 円 
6. 最低制限価格（消費税及び地方消費税を除く。） 設定なし 
7. 条件付一般競争入札（事後審査型） 
8. 落札者の決定 予定価格の制限の範囲以内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を

落札候補者とし、開札後、落札候補者の入札参加資格の有無を確認し、落札者を決定しま
す。なお、落札候補者となるべき同価格の入札者が２人以上ある場合は、「くじ」で決定し
ます。 

 
第２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

本業務の入札には、次に掲げる要件を全て満たす者のみが参加することができます。 
1. 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 
2. 法人格を有し、本店、支店または営業所を有していること。 
3. 毒物劇物取扱責任者、農薬管理指導士または（社）緑の安全推進協会が認定している緑の
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安全管理士のうちのいずれかの資格を取得している技術者が最低１人在籍していること。 
4. 公益社団法人日本スポーツ施設協会主催のスポーツターフ管理者講習会を受講しているこ

と。 
5. 過去１０年以内（平成２4 年４月１日～令和 4 年３月３１日）に、官公庁が発注した本件

業務と同種同規模以上（※この公告において同規模以上とは、競技場で芝生（天然芝）面
積が７，５００㎡以上の芝生管理アドバイス業務をいう）の芝生管理実績を有すること。 

6. 参加資格審査に必要な資料（ただし、令和４・５年度 城市建設工事等入札参加審査に登
録済みの場合は以下の書類は省略可能です。） 

 (1)商業登記簿謄本（写し）又は履歴事項全部証明書（写し）･･･管轄の法務局で発行  
(2)印鑑証明書（写し）･･･法務局で発行  
(3)事業者概要（任意様式）  
(4)納税関係書類（発行から３ヶ月以内のもの）  

すべての税目について未納又は滞納がない旨の証明書  
【Ａ：市内本店業者及び市内に営業所等のある業者】 ⇒市税・県税・国税（消 

費税及び地方消費税を含む）  
【Ｂ：県内業者及び県内に委任を受けた支店・営業所等のある県外本店業者】  

⇒県税・国税（消費税及び地方消費税を含む）  
【Ｃ：県外業者】 ⇒国税（消費税及び地方消費税を含む）  

※代表者が市内在住の場合は、代表者個人にかかる市税についても納 
税証明書が必要です。  

※市税の納税証明書は必ず原本（写し不可）を添付してください。  
※国税は、所轄税務署発行の納税証明書(様式その３の２[申告所得税] 

又はその３の３[法人税])を添付してください。（指定様式以外の証 
明書不可） 

7. 会社更生法（平成１４年法律第１５４号。以下「新法」といいます。）第１７条の規定によ 
 る更生手続開始の申立て（新法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更 

生事件（以下「旧更生事件」といいます。）に係る新法による改正前の会社更生法（昭和２７ 
年法律第１７２号。以下「旧法」といいます。）第３０条に規定する更生手続開始の申立てを 
含みます。）をしていない者又は申立てをされていない者であること。ただし、新法に基づく 
更生手続き開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。）を 
受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者 
とみなす。 

8. 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。  
9. 奈良県又は 城市の工事等請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止期間中でな

いこと。また、一般競争入札参加申請書の提出期限から入札執行の日までの期間に指名停
止を受けていないこと。  
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10. 城市建設工事等暴力団排除措置要綱（平成２４年 城市告示第１２５号）別表に掲げる 
措置要件の１から５までのいずれかに該当する者でないこと。  

11. 地方自治法施行令第 167 条の 5 に規定する資格を有する者で、過去 2 年間に本市、国(公 
社及び公団を含む。)又はその他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ又はそれ以上の 
導入実績を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であること。 

12. その他入札説明書に記載している要件を満たしていること。 
 
第３ 入札日程 手続等 

手続等 期間 場所等 
入札説明書・申請書類・
仕様書の交付（ 城市ホ
ームページからダウンロ
ードしてください） 

令和 4 年 7 月 7 日（木）から 
令和 4 年 7 月 19 日（火）まで 
。 

ホームページアドレス 
https://www.city.katsuragi.na
ra.jp/ 

一般競争入札参加表明書 
（様式０）の提出期間 

令和 4 年 7 月 7 日（木）から 
令和 4 年 7 月 19 日（火）までの 
土曜日、日曜日、祝日を除く、 
毎日午前９時から午後４時まで。 
ただし、正午から午後１時を除く。
（持参又は郵送） 

奈良県 城市柿本１６６番地 
城市総務部管財課 

（新庄庁舎４階） 
郵送の場合は 
令和 4 年 7 月 19 日（火） 
必着 

仕様書等に関する質問受
付期限 

令和 4 年 7 月 19 日（火）の正午 
まで。 
（事前連絡の上での電送に限る。） 

城市教育部 体育振興課 
（コミュニティセンター） 
TEL：0745-69-6961 
FAX：0745-69-6965 

仕様書等に関する質問に
対する回答 

令和 4 年 7 月 26 日（火） 
電送による。 

 

入札書到着期限 令和 4 年８月 2 日（火） 
郵便入札については別紙「郵便入札
の手引き」を参照すること。 

左記期日までに「大和高田郵
便局留 城市役所総務部管
財課宛」で郵送すること。 

開札 令和 4 年８月 3 日（水） 
午後 ４ 時 

城市役所新庄庁舎 
４階会議室 

競争入札参加資格確認申
請書等の提出（落札候補
者のみ） 

令和 4 年８月 4 日（木） 
午後３時まで。（持参に限る。） 

奈良県 城市柿本１６６番地 
城市総務部管財課 

（新庄庁舎４階） 
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第４ 入札の方法等  
1. 本入札は郵便入札により実施しますので、別紙「郵便入札の手引き」により入札書等を作成

のうえ、郵送してください。 
2. 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。  
3. 入札執行回数は、１回とします。 
4. 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、 城市契約規則

（平成１６年 城市規則第３４号）その他関係法令等を遵守してください。  
 
第５ 競争入札参加資格の確認  

落札候補者は、開札後、入札説明書に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書及び競
争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格があることの
確認を受けなければなりません。 
 
第６ その他 
1. 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 免除 
(2) 契約保証金 免除 

2. 入札の無効 
城市入札者心得又は入札条件に違反した者の入札は、無効とします。  

3. 入札金額内訳書の提出 
(1) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した入札金額内訳書の提出を求めます。  
(2) 入札金額内訳書は、本調達にかかる物品等の金額を明らかにし、記名押印が必要です。 
(3) 入札金額内訳書は、参考として提出を求めるもので、契約上の権利義務を生じさせるもの 

ではありませんが、記載内容等に不備がある場合は、失格となることがありますので十分 
ご注意ください。 

4. 申請書等に関する書類の作成に要する経費は、提出者の負担とします。  
5. 提出された申請書等は返却しません。また、提出期限の日以降における当該書類の差し替え 

及び再提出は認めません。 
6. 契約書の作成等を要します。 

城市契約規則第１９条の規定により契約書を作成し、落札決定後速やかに契約を締結しま
す。ただし、落札（候補者）者が契約締結までの間に、入札参加資格の喪失又は 城市の指
名停止措置を受けた場合は、契約を締結しません。  
 

第７ 入札手続きを担当する課 
〒 ６３９－２１９５ 
奈良県 城市柿本１６６番地（新庄庁舎） 
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城市総務部 管財課  
電話０７４５－４４－８２１７（直通） 
 
 
 

城市建設工事等暴力団排除措置要綱抜粋 

別表（第３条、第４条関係） 

（措置要件） 

１ 役員等が暴力団員であるとき。 

２ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。 

３ 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三

者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴

力団員を利用しているとき。 

４ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると

き。 

５ 上記３及び４に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に

非難されるべき関係を有しているとき。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


