
                                札幌市交通局告示第 33 号 

 

 令和２年(2020 年)１月 24 日付け札幌市交通局告示第 10 号について、下記のとおり訂正告示する。 

 

令和２年(2020 年)1 月 31 日 

札幌市交通事業管理者   

                                 交通局長 浦田 洋   

記 

 

１ 訂正する内容 

  札幌市交通局告示第 10 号の工事番号「19（交）第 3539 号」工事名「シェルター下部塗装工事（そ

の１）」について、告示別表の一部に誤りがあったため、該当箇所を訂正する。 

 

２ 訂正箇所 

  別紙のとおり 

 

３ 契約担当部局 

  〒004-8555 札幌市厚別区大谷地東２丁目４番１号 

  札幌市交通局事業管理部総務課契約係 

 電話 011-896-2709 

 

 

 



別表
電子入札

0 調達案件番号 １９９０３５３９１１

1 工事(業務)番号

工事(業務)名

工事(履行)場所

工期(履行期間）

3 入札書比較価格

構成員の数

工種(業種） 塗装

等級 －

所在地

その他

申請書等提出期限(日)

その他

閲覧期間

提出方法

提出先及び期限

その他

―

9

当該工事に係る設計業
務等の受託者

着手の日から令和２年６月１２日まで

工事内容
・高架部シェルターのG0、J0タイプの下部（柱・梁・胴縁・柱脚等）の塗装工事
（１０K００６M７００～１０K１２４M７００）

設計図書に対する質問

2 工事(業務)概要

請求先及び期限

札幌市交通局告示第10号

　本工事は、南北線高架部シェルター鉄骨部の塗装劣化に伴う塗替えを行うものである。

南北線高架部シェルター内部（澄川駅～自衛隊前駅）

工事(業務)内容

請求方法

この告示の日から入札期間終了まで（土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、９時００分から
１７時００分まで）

電子入札システムにより提出すること。なお、質問事項は、説明要求内容欄にできるだけ直
接入力することとし、同欄には質問者の名称等は入力しないこと。

書面（様式は自由）の持参によること。送付または電送によるものは受け付けない。

令和２年２月２０日(木)   (予定)

契約担当部局（告示文１）へ、落札結果通知日から１４日以内に提出すること。

説明を求めた者に対しては、請求日から１４日以内に書面により回答する。

8
設計図書の閲覧・ダウ
ンロード

 施工(履行)実績

入札参加資格がないと
認めた者への理由の説
明

落札結果通知予定日

主任（監理）技術者

審査方式

5 入札参加資格

その他

市内事業者（札幌市内に建設業許可における主たる営業所を有する者）であること。

入札参加資格の申請及
び審査

6

7

該当なし

－

単体企業
4

(予定価格×100/110)

発注方式

設計図書（図面含む）については、電子入札システムからダウンロードすることができる。

事後公表

契約担当部局（告示文１）へ、この告示の日から入札開始日の３日前までに提出すること。
(土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、８時００分から２０時００分まで）

質問者に対しては、電子入札システムにより回答する。質問に対する回答書は、開札日の前
日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで、札幌市交
通局庁舎３階総務課事務室において閲覧に供する。また、電子入札システムの運用時間にお
いては、電子入札システムにおいても閲覧することができる。

１９（交）第３５３９号

建築又は橋梁の塗装工事において、施工実績があること。
※本件は、下請による施工実績でもよい。

開札日の翌日まで
（審査順１位の落札候補者のみ）

告示文を参照すること。

（施工(履行)実績は、平成１６年４月１日以降に工事(業務)がしゅん功(完了)し、引渡しが
すんでいるものに限る。共同企業体により施工（履行）した工事(業務)を含む。）

シェルター下部塗装工事（その１）

事後審査方式
（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）

訂正前



電子入札案件区分 電子入札

令和２年２月６日(木)

令和２年２月７日(金)

開札予定日時 令和２年２月１０日(月) １０時００分

場所

提出方法

11 落札者の決定方法

入札保証金

契約保証金

中間前払金

部分払金

14

施行担当課

電話番号

※本工事の 低制限価格については、札幌市交通局工事等 低制限価格運用要領第４条に基
づき算出するものとする。

15 注意事項

※告示文及び入札説明書を参照すること。

※当該工事の支払は、全額令和２年度払いとする。

13

から　　（８時００分～２０時００分）
入札期間（年月日）

まで　　（８時００分～１７時００分）

札幌市厚別区大谷地東２丁目４番１号　交通局庁舎５階入札室

契約締結期限

落札結果通知日の翌日から起算して５日後（５日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開
庁日）まで

前払金及び部分払金

入札及び開札の日時・
場所等

工事－請負金額が２５０万円超で、工期が１００日以上。２割以内。ただし、部分払に代え
て支払を希望するときのみ。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第
９条第１項に規定する対象工事

前払金

12
契約締結に関する事項
等

10

電子入札システムによること。

16
施行担当課及び電話番
号

※期限内に契約を締結しない場合は落札を取り消す。

０１１－８９６－２７４７

交通局高速電車部施設課（建築係）

※詳細は、15.注意事項を参照すること。

工事－請負金額が２５０万円超で、工期が５０日以上。４割以内。
測量・設計・地質調査－委託料が１００万円超で履行期間が５０日以上。３割以内。

工事－徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券、履行保証保
険（定額補填方式）のうち、いずれかによることができる。
業務－免除

工事－請負金額が５０万円以上、工期が３カ月以上で、既成部分の工事金額が３０万円を超
えるごと。工期日数を９０日で除して得た回数。ただし、前払金を受けた場合１回減ずる。

対象外

徴収する。
ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、入札保証保険（定額補填方式）又は金融機関
等若しくは保証事業会社と契約保証の予約の契約によることができる。
※詳細は、別紙(入札保証金)及び入札保証金の取扱いに係る入札説明書を参照すること。

当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ 低制限価格を設けるものとす
る。この場合、予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札した者を落札者とせず、
予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって有効な入札した者のうち

低の価格をもって入札した者を落札者とする。



別表
電子入札
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その他

申請書等提出期限(日)

その他

閲覧期間

提出方法

提出先及び期限

その他
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訂正後



電子入札案件区分 電子入札
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※当該工事の支払は、全額令和２年度払いとする。

13

から　　（８時００分～２０時００分）
入札期間（年月日）

まで　　（８時００分～１７時００分）
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庁日）まで

前払金及び部分払金

入札及び開札の日時・
場所等
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第
９条第１項に規定する対象工事

前払金

12
契約締結に関する事項
等

10

電子入札システムによること。

16
施行担当課及び電話番
号

※期限内に契約を締結しない場合は落札を取り消す。

０１１－８９６－２７４７

交通局高速電車部施設課（建築係）

※詳細は、15.注意事項を参照すること。

工事－請負金額が２５０万円超で、工期が５０日以上。４割以内。
測量・設計・地質調査－委託料が１００万円超で履行期間が５０日以上。３割以内。

工事－徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券、履行保証保
険（定額補填方式）のうち、いずれかによることができる。
業務－免除

工事－請負金額が５０万円以上、工期が３カ月以上で、既成部分の工事金額が３０万円を超
えるごと。工期日数を９０日で除して得た回数。ただし、前払金を受けた場合１回減ずる。

対象外

免除

当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ 低制限価格を設けるものとす
る。この場合、予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札した者を落札者とせず、
予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって有効な入札した者のうち

低の価格をもって入札した者を落札者とする。


