委

託

等

発 注

予

定

表

希望票提出期間：平成 30 年 2 月 7 日（水）から平成 30 年 2 月 15 日（木）午後４時まで（ただし、平日に限る）
この委託等発注予定表案件の申込は、当協会本社９階窓口（新宿区歌舞伎町 2-44-1）で受付けております。 ※郵送では受付をしておりません。

【注意事項：希望表を提出される前に必ずお読みください】
（１） 委託等発注予定表の「記載方法」及び「提出方法」についてのご不明点等は、財務課経理係までご連絡ください。
（電話番号：０３－３２３２－３１０７）
（２） 委託等発注予定表及び工事等希望票（公園協会指定の書式）は、当協会ホームページにて掲出しています。
（３） 工事等希望票には、当協会の登録番号、東京都における平成２９・３０年度の格付（等級・順位）を記入してください。
今回は、配置予定技術者の記入、証明書の添付の必要はありません。
（４） 「申込条件・その他」の項目に記載されている事項は、希望できる条件になります。必ず確認してください。
（５） 同一期間の発注予定案件につき、申込は１案件のみです。
（６） この注意事項に反した場合は、申込んだ全ての案件の希望を無効とします。
（７） 内容、数量等は変更する場合があります。
（８） 希望申出をされても、必ずしも指名されるとは限りませんので、予めご了承ください。
（９） 希望票の提出結果に関するお問合せには、お答えできませんので、予めご了承ください。

整理
番号

業種

件名

施行場所

委託等概要

工期

発注
等級

道路・
公園管理

戸山公園園地清掃委託

①取扱品目「03 河川・公園 戸山公園
清掃」を取得しているこ
と。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。

【園地清掃】
ごみ箱および周囲掃き清掃（大久保地区） 5 箇所×315 回
ごみ箱および周囲掃き清掃（箱根山地区） 3 箇所×180 回
拾い掃き清掃（大久保地区） 588.2a×315 回
拾い掃き清掃（箱根山地区） 1007.6a×180 回
流れ清掃 箱根山地区上の池 3.2a×48 回
流れ清掃 箱根山地区下の池 3.7a×48 回
徒歩池清掃 268 ㎡×3 回
貯水槽清掃 52 ㎡×1 回

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

Ｂ級

道路・
公園管理

砧公園園地等清掃委託

①取扱品目「03 河川・公園 砧公園
清掃」及び「04 公衆トイ
レ清掃」を取得している
こと。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。

【園地清掃】
拾い集め清掃 2,990a×104 回
拾い掃き清掃 A（通年）396a×144 回
拾い掃き清掃 B（4 月、3 月）1878a×10 回
桜花期対象地区清掃 1,508a×10 回
仮設ゴミ置場清掃：3 箇所×10 回
落葉清掃 38a×35 回
【便所清掃】
便所日常清掃 461 ㎡×144 回

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

Ｂ級
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申込条件
その他

便所日常清掃（桜花期） 18 基×10 回
便所定期清掃 461 ㎡×12 回
便所天井清掃 461 ㎡×2 回、便所内壁清掃
便所照明器具清掃 142 基×2 回
【更衣棟清掃】
更衣棟清掃 174 ㎡×104 回
更衣棟床ワックス清掃 115 ㎡×4 回
更衣棟便所日常清掃 45 ㎡×144 回
更衣棟便所定期清掃 45 ㎡×12 回
更衣棟便所天井清掃
更衣棟便所内壁清掃

45 ㎡×2 回
45 ㎡×2 回

461 ㎡×2 回

整理
番号

業種
道路・
公園管理

64

件名

申込条件
その他

施行場所

城北中央公園園地その他清 ①取扱品目「03 河川・公園 城北中央公園
掃委託
清掃」及び「04 公衆トイ
レ清掃」を取得している
こと。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。

委託等概要
【園地清掃】
ごみ箱および周囲掃き清掃 18 箇所×192 回
拾い掃き清掃 294a×104 回
砂場ふるい清掃 121 ㎡×1 回
砂場日常清掃 121 ㎡×2 回
落葉清掃 286.3a×75 回
【建物清掃】
床清掃 238.6 ㎡×101 回
床ワックス清掃 119.3 ㎡×4 回
シャワー室清掃 27.2 ㎡×101 回 窓ガラス清掃

工期

発注
等級

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 4 月 31 日まで

Ｂ級

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

Ｂ級

106 ㎡×2 回

照明器具清掃 49 基×1 回
便所清掃：218.9 ㎡（日常 228 回、定期 12 回、天井 2 回、
内壁 2 回）
便所照明清掃 66 基×2 回
道路・
公園管理

光が丘公園園地その他清掃 ①取扱品目「03 河川・公園 光が丘公園
委託
清掃」及び「04 公衆トイ
レ清掃」を取得している
こと。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。
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【園地清掃】
ごみ箱および周囲掃き清掃（単独くずかご）19 箇所×130 回
ごみ箱および周囲掃き清掃（ダストボックス）1 箇所×130 回
ごみ箱および周囲掃き清掃（三連協会型） 15 箇所×150 回
拾い掃き清掃 759a×140 回
拾い集め清掃 4,128a×140 回
落葉清掃 165a×16 回 落葉清掃（テニスコート）53a×20 回
桜花期清掃 716a×10 回 仮設ゴミ置き場清掃 8 箇所×10 回
【便所清掃】
便所日常清掃 670 ㎡×150 回
仮設便所清掃（桜花期）10 基×15 回
便所定期清掃 670 ㎡×6 回、便所巡回清掃 670 ㎡×180 回
便所天井清掃 11 棟×2 回、便所内壁清掃 11 棟×2 回
便所照明器具清掃 117 基×2 回
【管理所清掃】
床清掃 89 ㎡×52 回、床ワックス清掃 89 ㎡×2 回
便所日常清掃 21 ㎡×52 回、照明器具清掃 37 基×1 回
ブラインド清掃 12 ㎡×1 回、窓ガラス清掃 29 ㎡×2 回
【更衣棟清掃】
床清掃 100 ㎡×120 回、床ワックス清掃 91 ㎡×2 回
便所日常清掃 34 ㎡×52 回、シャワー室清掃 95 ㎡×120 回
照明器具清掃 22 基×1 回、窓ガラス清掃 26 ㎡×2 回
【弓道場清掃】
床清掃 158 ㎡×52 回、床ワックス清掃 138 ㎡×2 回
シャワー室清掃 7 ㎡×52 回、便所日常清掃 30 ㎡×52 回
照明器具清掃 72 基×1 回、窓ガラス清掃 59 ㎡×1 回

整理
番号

業種
道路・
公園管理

件名
清澄庭園園地ほか清掃委託

申込条件
その他

施行場所

① 取扱品目「03 河川・公園 清澄庭園
清掃」及び「04 公衆トイ
レ清掃」を取得している
こと。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。

委託等概要
【園地清掃】
〇庭園部
拾い掃き清掃（園地広場）134a×134 回
拾い集め清掃（植込地） 98a×52 回
落葉清掃 134a×49 回
ごみ箱清掃（2 連木製）1 箇所×162 回
ごみ箱清掃（3 連木製）1 箇所×162 回
〇公園部
桜花期清掃 343a×10 回
落葉清掃 133a×49 回
拾い掃き清掃 400a×125 回
ごみ箱清掃（三連協会型）：5 箇所×162 回
【建物清掃】
〇庭園部便所清掃
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日常清掃(庭園 66 ㎡×174 回、管理所 3 ㎡×52 回、
涼亭 10 ㎡×91 回、大正記念館 38 ㎡×54 回)
定期清掃(庭園部 66 ㎡×2 回、涼亭・記念館 48 ㎡×2 回）
○管理所清掃
床ワックス清掃 62 ㎡×2 回、窓ガラス清掃 29 ㎡×2 回
照明器清掃 30 基×1 回
○大正記念館清掃
日常清掃 343 ㎡×10 回、定期清掃 343 ㎡×2 回
床ワックス清掃 303 ㎡×2 回、窓ガラス清掃 89 ㎡×6 回
照明器具清掃 121 基×1 回
○涼亭清掃
拭き掃除 123 ㎡×25 回、雑巾がけ 123 ㎡×23 回
定期清掃 123 ㎡×4 回、窓ガラス清掃 50 ㎡×6 回
照明器具清掃 23 基×1 回
〇公園部便所清掃
便所日常清掃 68 ㎡×159 回、便所定期清掃 68 ㎡×2 回

工期
平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

発注
等級

Ｂ級

整理
番号

業種
道路・公園管
理

件名
神代植物公園園地清掃委託

申込条件
その他

施行場所

①取扱品目「03 河川・公園 神代植物公園
清掃」を取得しているこ
と。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。

委託等概要
【本園】
拾い掃き清掃（主園路）213a×87 回
拾い掃き清掃（主園路/工事期間中 1 月～2 月）199a×15 回
落葉清掃（主園路）287a×12 回
落葉清掃（主園路/工事期間中 11 月～1 月）273a×19 回
拾い掃き清掃（園路） 116a×84 回
落葉清掃（園路） 42a×19 回
落葉清掃（外周歩道）16a×9 回
拾い集め清掃（植込地）1,286a×66 回
池清掃 12a×12 回
ゴミ箱分別収集 36 個×167 回
灰皿清掃 4 個×165 回
野外卓清掃 40 基×35 回
【植物多様性センター】
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拾い掃き清掃（園路）19a×84 回
落葉清掃（園路）19a×19 回
拾い集め清掃（植込地）43a×68 回
ゴミ箱分別収集 3 個×104 回
【自由広場】
拾い掃き清掃（園路）52a×84 回
落葉清掃（園路） 52a×19 回
拾い集め清掃（植込地）443a×68 回
【水生植物園】
落葉清掃（舗装園路）19a×9 回
拾い集め清掃（植込地）242a×68 回
【東・北地区園地】
落葉清掃（外周歩道）6a×9 回
拾い集め清掃（利用頻度大区域）267a×68 回
拾い集め清掃（利用頻度小区域）688a×68 回
【飛地園地】
拾い集め清掃（利用頻度小区域）45a×68 回

工期
平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

発注
等級

Ｂ級

整理
番号

業種
道路・公園管
理

件名
神代植物公園便所清掃委託

申込条件
その他

施行場所

①取扱品目「04 公衆トイレ 神代植物公園
清掃」を取得しているこ
と。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。
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委託等概要
対象便所：21 箇所
【本園】556 ㎡ 11 箇所
日常 51 回／定期 37 回／巡回 179 回／天井・内壁 3 回
照明器具 164 ヶ所×2 回
【水生植物園】60 ㎡ １箇所
日常 51 回／定期 37 回／巡回 179 回／天井・内壁 3 回
照明器具 25 ヶ所×2 回
【多様性センター】83 ㎡ 2 箇所
日常 51 回／定期 37 回／巡回 179 回／天井・内壁 3 回
照明器具 47 ヶ所×2 回

工期
平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

発注
等級

Ｂ級

【開放区域】110 ㎡ 3 箇所
日常 51 回／定期 37 回／巡回 179 回／天井・内壁 3 回
照明器具 32 ヶ所×2 回／年末年清掃 2 回
【職員用】22 ㎡ 3 箇所
日常 53 回 /天井・内壁 3 回
【深大寺門詰所】3 ㎡ １箇所
日常 3 回（4 月～5 月のみ）
樹木・緑地等

桜ヶ丘公園草刈ほか作業委 ①営業種目「133：樹木・緑 桜ヶ丘公園

【草地管理】

平成 30 年 4 月 1 日から

保護

託

草刈①：934.8ａ（311.6a×3 回）
草刈②：1,652.4ａ（413.1a×4 回）
草刈③：229.5ａ（76.5a×3 回）
草刈④：231.6ａ（1 回）
草刈⑤：89.1ａ（29.7a×3 回）
草刈⑥：284.4ａ（71.1a×4 回）
芝刈：927.6ａ（231.9a×4 回）
林床草刈：170.5ａ（1 回） 手刈：3.2ａ（1 回）
【低木管理】

平成 30 年 11 月 30 日まで
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地等保護」を取得してい
ること。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。

Ｂ級

刈込物手入：5,139 ㎡（1 回）
樹木・緑地等
保護

70

砧公園草刈作業委託

①営業種目「133：樹木・緑 砧公園
地等保護」を取得してい
ること。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。

【内容】
芝刈 1（集草園外処分）：9,530.4a（1,588.4a×6 回）
芝刈 2（刈りっぱなし）：488a（97.6a×5 回）
草刈 1（刈りっぱなし）：1,364a（272.8a×5 回）
草刈 2（刈りっぱなし）：1,260a（315a×4 回）
草刈 3（集草園外処分）：76.8a（19.2a×4 回）
野球場芝刈（集草園外処分）：670.4a（877a×8 回）

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 30 年 11 月 30 日まで

Ｂ級

整理
番号

71

業種

件名

申込条件
その他

施行場所

樹木・緑地等 小山田緑地草刈ほか作業委託 ①営業種目「133：樹木・緑 小山田緑地
保護
地等保護」を取得してい
ること。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。

委託等概要

工期

【草地管理】
平成 30 年 4 月 1 日から
草地草刈Ⅰ：2,113.2ａ（704.4a×3 回）
平成 30 年 12 月 20 日まで
草地草刈Ⅱ：71.2ａ（35.6a×2 回）
草地草刈Ⅲ：78.2ａ（39.1a×2 回）
草地草刈Ⅳ：80ａ（40a×2 回）
草地草刈Ⅴ：640.8ａ（213.6a×3 回）
斜面地草刈Ⅰ：83.8ａ（1 回）／斜面地草刈Ⅱ：119.7ａ（1 回）
外周草刈：446.2ａ（223.1a×2 回）
植込地草刈：73.8ａ（36.9a×2 回）／疎林地草刈：12ａ（1 回）
林床草刈：369.9ａ（1 回）／池草刈：31ａ（15.5a×2 回）

発注
等級

Ｂ級

除草作業：17.1ａ（1 回）
【低木管理】
刈込物手入 2,991 ㎡（1 回）

樹木・緑地等
保護

神代植物公園大温室植物保 ①営業種目「133：樹木・緑 神代植物公園
護管理委託
地等保護」を取得してい
ること。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。
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樹木・緑地等
保護

73

光が丘公園草刈作業委託

①営業種目「133：樹木・緑 光が丘公園
地等保護」を取得してい
ること。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。

【大温室植物保護管理】
温室日常管理：353 日 温室特別管理：12 日
薬剤散布 A：450ℓ（150ℓ×3 回）
薬剤散布 B：450ℓ（150ℓ×3 回）

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

Ｂ級

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 30 年 11 月 30 日まで

Ｂ級

薬剤散布 C：450ℓ（150ℓ×3 回）
薬剤散布 D：450ℓ（150ℓ×3 回
熱帯スイレン株分・植付：70 鉢（1 回）
池清掃：208 ㎡（1 回） 花卉展示材料一式
【大温室外構植込地管理】
草刈・集草（栽培温室・西側丘）：60ａ（20a×3 回）
草刈・刈りっぱなし（民有地側・北側）：80a（20a×4 回）
芝刈・集草（発生材園外排出処理）：12a（3a×4 回）
芝生地除草（発生材園外排出処理）：12a（3a×4 回）

【内容】
草刈 1(刈りっぱなし)：33a（11a×3 回）
草刈 2(集草・園内処理)：58a（14.5a×4 回）
草刈 3(刈りっぱなし)：1,451.1a（483.7a×3 回）
草刈 4(刈りっぱなし)：5,675a（1,135a×5 回）
草刈 5(刈りっぱなし)：4,302a（717a×6 回）
草刈 6(集草・園内処理)：936.6a（156.1a×6 回）
除草(集草・園内処理)：48a（16a×3 回）

整理
番号

業種
樹木・緑地等
保護
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件名

申込条件
その他

施行場所

神代植物公園花木園ほか保 ①営業種目「133：樹木・緑 神代植物公園
護管理委託
地等保護」を取得してい
ること。
②本案件の公表期間中に東
京都の指名停止期間中で
あるなど指名から除外す
る期間中である者は希望
することができない。

委託等概要
【つつじ園管理】
草刈 1（発生材園外処分）：24a（6a×4 回）
植込地除草（発生材園外処分）：171a（57a×3 回）
刈込物手入 1（発生材園外処分）：6,195a（年 1 回・春）
刈込物手入 3（発生材園外処分）：5,389a（年 1 回・秋）
【まつ園・しゃくなげ園管理】
草刈 2（しゃくなげ園）（刈りっぱなし）：66a（22a×3 回）
草刈 3（まつ園）（発生材園外処分）：30a（10a×3 回）
除草（発生材園外処分）：3a（1a×3 回）
マツ手入：147 本
マツ手入（低木）（発生材園外処分）：68 ㎡
【宿根草園管理】
宿根草管理（発生材園外処分）：232.8a（9.7a×24 回）
草刈 4（発生材園外処分）：24a（6a×4 回）
【はぎ園・山野草園管理】
草刈 5（はぎ園）（発生材園外処分）：130a
（16a×4 回、33a×2 回）
草刈 5（山野草園）（発生材園外処分）：4a（2a×2 回）
ハギ誘引結束：9 か所（3 か所×3 回）
ハギ手入（発生材園外処分）：680 ㎡
除草（発生材園外処分）：16a（4a×4 回）
刈込物手入 1（発生材園外処分）：179 ㎡（1 回）
【植物会館外構ほか管理】
草刈 6（発生材園外処分）：185a（37a×5 回）
刈込物手入 1（発生材園外処分）：600 ㎡（1 回）
刈込物手入 3（発生材園外処分）：107 ㎡（1 回）
刈込物手入 2（発生材園外処分）：9 ㎡（1 回）
植込地除草（発生材園外処分）：4a（2a×2 回）

工期
平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

発注
等級

Ｂ級

整理
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申込条件
その他

施行場所

委託等概要

工期

小金井公園ほか 13 箇所緑の ①営業種目「133：樹木・緑 小金井公園ほか 13 【内容】
平成 30 年 4 月 1 日から
リサイクル委託（単価契約）
地等保護」を取得してい 箇所
チップ化作業、チップ化・積込作業、敷均し作業、積込作業、運 平成 31 年 3 月 31 日まで
ること。
搬、積込・切返し作業、米ぬか投入、発酵促進剤投入、
②契約締結後、委託開始日
過燐酸石灰投入、剪定枝葉処理
までに、対象箇所の市す
【場所】
べての一般廃棄物収集運
・調布市：神代植物公園、
搬業許可を取得すること
・府中市：武蔵野の森公園、府中の森公園
③本案件の公表期間中に東
・八王子市：小山内裏公園、長沼公園、平山城址公園
京都の指名停止期間中で
・町田市：小山田緑地
あるなど指名から除外す
・小金井市：小金井公園
る期間中である者は希望
することができない。

・多摩市：桜ヶ丘公園
・あきるの市：秋留台公園
・武蔵野市：武蔵野中央公園
・東村山市：東村山中央公園
・東大和市：東大和南公園
・国分寺市：殿ヶ谷戸庭園
【発注限度額】
32,292,000 円(消費税込)

発注
等級

Ａ級

