
所　　　在　　　地 電　　話 ＦＡＸ

中央区土木部 札幌市中央区北１２条西２３丁目　SDC北１２条ビル２階 電話 011-614-5800 FAX 011-614-5843

北区土木部 札幌市北区太平１２条２丁目１－７ 電話 011-771-4211 FAX 011-772-3138

東区土木部 札幌市東区北３３条東１８丁目１－６ 電話 011-781-3521 FAX 011-784-6418

白石区土木部 札幌市白石区本通１４丁目南５－３２ 電話 011-864-8125 FAX 011-864-4530

厚別区土木部 札幌市厚別区厚別町下野幌４５－３９ 電話 011-897-3800 FAX 011-897-3856

豊平区土木部 札幌市豊平区西岡３条１丁目８－２０ 電話 011-851-1681 FAX 011-854-4217

清田区土木部 札幌市清田区平岡２条４丁目１－４０ 電話 011-888-2800 FAX 011-884-6474

南区土木部 札幌市南区南３１条西８丁目２－５ 電話 011-581-3811 FAX 011-582-2916

西区土木部 札幌市西区西野２９０－１０ 電話 011-667-3201 FAX 011-667-3238

手稲区土木部 札幌市手稲区曙５条５丁目２－１ 電話 011-681-4011 FAX 011-681-4937

建)みどりの推進部 札幌市中央区南１条東１丁目　大通バスセンタービル１号館６階 電話 011-211-2533 FAX 011-211-2523

発　　注　　部 発　　注　　業　　務　　名 入札日時 参加形態

中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東部地区) 令和5年2月15日　AM9:30 JV３者又は４者
中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(中部地区) 令和5年2月15日　AM9:45 JV３者又は４者
中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西部地区) 令和5年2月15日　AM10:00 JV３者又は４者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(鉄西・幌北・北・麻生地区) 令和5年2月15日　AM10:00 JV３者又は４者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(新川・新琴似・新琴似西地区) 令和5年2月15日　AM10:15 JV３者又は４者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(屯田南部地区) 令和5年2月15日　AM10:30 JV２者又は３者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(屯田北部・西茨戸地区) 令和5年2月15日　AM10:45 JV２者又は３者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(太平・篠路・東茨戸地区) 令和5年2月15日　AM11:00 JV２者又は３者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(拓北・あいの里地区) 令和5年2月15日　AM11:15 JV３者又は４者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東地区) 令和5年2月15日　AM10:00 JV３者又は４者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月15日　AM10:15 JV２者又は３者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西地区) 令和5年2月15日　AM10:30 JV２者又は３者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月15日　AM10:45 JV２者又は３者
白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西地区) 令和5年2月15日　AM9:30 JV３者又は４者
白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東地区) 令和5年2月15日　AM9:45 JV３者又は４者
白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月15日　AM10:00 JV３者又は４者
厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西地区) 令和5年2月15日　AM9:30 JV３者又は４者
厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東地区) 令和5年2月15日　AM9:45 JV３者又は４者
厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月15日　AM10:00 JV３者又は４者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（豊平南地区） 令和5年2月15日　AM9:30 JV２者又は３者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（豊平北地区） 令和5年2月15日　AM9:45 JV２者又は３者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（月寒地区） 令和5年2月15日　AM10:00 JV２者又は３者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西岡・福住地区） 令和5年2月15日　AM10:15 JV２者又は３者
清田区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北平地区) 令和5年2月15日　AM9:30 JV３者又は４者
清田区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(里美地区) 令和5年2月15日　AM9:45 JV３者又は４者
清田区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(清田地区) 令和5年2月15日　AM10:00 JV２者又は３者
南区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月15日　AM11:00 JV３者又は４者
南区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(中地区) 令和5年2月15日　AM11:15 JV３者又は４者
南区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月15日　AM11:30 JV３者又は４者
西区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月15日　AM9:30 JV２者又は３者
西区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(中地区) 令和5年2月15日　AM9:45 JV２者又は３者
西区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月15日　AM10:00 JV３者又は４者
手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月15日　AM10:00 JV３者又は４者
手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月15日　AM10:15 JV３者又は４者
特別緑地保全地区等総合維持管理業務（その１） 令和5年2月15日　AM10:00 単体
特別緑地保全地区等総合維持管理業務（その２） 令和5年2月15日　AM10:15 単体
市民の森等総合維持管理業務 令和5年2月15日　AM10:30 単体
ダム園地等総合維持管理業務 令和5年2月15日　AM10:45 単体

３　入札書の受領期限及び提出場所
　　　※入札書を事前の持参または郵送により提出する場合
受領期限（上記全業務共通） 令和5年2月15日　AM9：00
提出場所 各契約担当部

※ 入札参加受付後の参加通知書は発送いたしませんので、各自、業務入札日など遺漏ありませんよう、
よろしくお願いいたします。
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２　発注業務名及び入札（開札）日時・参加形態 ※入札（開札）場所は各契約担当部

別表１   

令和5年度　札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

一般競争入札【入札（開札）】場所・日時

１　契約担当部



所　　　在　　　地 電　　話 ＦＡＸ

中央区土木部 札幌市中央区北１２条西２３丁目　SDC北１２条ビル２階 電話 011-614-5800 FAX 011-614-5843

北区土木部 札幌市北区太平１２条２丁目１－７ 電話 011-771-4211 FAX 011-772-3138

東区土木部 札幌市東区北３３条東１８丁目１－６ 電話 011-781-3521 FAX 011-784-6418

白石区土木部 札幌市白石区本通１４丁目南５－３２ 電話 011-864-8125 FAX 011-864-4530

厚別区土木部 札幌市厚別区厚別町下野幌４５－３９ 電話 011-897-3800 FAX 011-897-3856

豊平区土木部 札幌市豊平区西岡３条１丁目８－２０ 電話 011-851-1681 FAX 011-854-4217

清田区土木部 札幌市清田区平岡２条４丁目１－４０ 電話 011-888-2800 FAX 011-884-6474

南区土木部 札幌市南区南３１条西８丁目２－５ 電話 011-581-3811 FAX 011-582-2916

西区土木部 札幌市西区西野２９０－１０ 電話 011-667-3201 FAX 011-667-3238

手稲区土木部 札幌市手稲区曙５条５丁目２－１ 電話 011-681-4011 FAX 011-681-4937

建)みどりの推進部 札幌市中央区南１条東１丁目　大通バスセンタービル１号館６階 電話 011-211-2533 FAX 011-211-2523

発　　注　　部 発　　注　　業　　務　　名 入札日時 参加形態

中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東部地区) 令和5年2月20日　AM9:30 JV３者又は４者
中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(中部地区) 令和5年2月20日　AM9:45 JV３者又は４者
中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西部地区) 令和5年2月20日　AM10:00 JV３者又は４者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(鉄西・幌北・北・麻生地区) 令和5年2月20日　AM10:30 JV３者又は４者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(新川・新琴似・新琴似西地区) 令和5年2月20日　AM10:45 JV３者又は４者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(屯田南部地区) 令和5年2月20日　AM11:00 JV２者又は３者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(屯田北部・西茨戸地区) 令和5年2月20日　AM11:15 JV２者又は３者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(太平・篠路・東茨戸地区) 令和5年2月20日　AM11:30 JV２者又は３者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(拓北・あいの里地区) 令和5年2月20日　AM11:45 JV３者又は４者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東地区) 令和5年2月20日　AM10:00 JV３者又は４者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月20日　AM10:15 JV２者又は３者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西地区) 令和5年2月20日　AM10:30 JV２者又は３者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月20日　AM10:45 JV２者又は３者
白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西地区) 令和5年2月20日　AM9:30 JV３者又は４者
白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東地区) 令和5年2月20日　AM9:45 JV３者又は４者
白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月20日　AM10:00 JV３者又は４者
厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西地区) 令和5年2月20日　AM9:30 JV３者又は４者
厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東地区) 令和5年2月20日　AM9:45 JV３者又は４者
厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月20日　AM10:00 JV３者又は４者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（豊平南地区） 令和5年2月20日　AM9:30 JV２者又は３者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（豊平北地区） 令和5年2月20日　AM9:45 JV２者又は３者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（月寒地区） 令和5年2月20日　AM10:00 JV２者又は３者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西岡・福住地区） 令和5年2月20日　AM10:15 JV２者又は３者
清田区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北平地区) 令和5年2月20日　AM9:30 JV３者又は４者
清田区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(里美地区) 令和5年2月20日　AM9:45 JV３者又は４者
清田区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(清田地区) 令和5年2月20日　AM10:00 JV２者又は３者
南区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月20日　AM11:00 JV３者又は４者
南区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(中地区) 令和5年2月20日　AM11:15 JV３者又は４者
南区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月20日　AM11:30 JV３者又は４者
西区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月20日　AM9:30 JV２者又は３者
西区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(中地区) 令和5年2月20日　AM9:45 JV２者又は３者
西区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月20日　AM10:00 JV３者又は４者
手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月20日　AM10:00 JV３者又は４者
手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月20日　AM10:15 JV３者又は４者
特別緑地保全地区等総合維持管理業務（その１） 令和5年2月20日　AM10:00 単体
特別緑地保全地区等総合維持管理業務（その２） 令和5年2月20日　AM10:15 単体
市民の森等総合維持管理業務 令和5年2月20日　AM10:30 単体
ダム園地等総合維持管理業務 令和5年2月20日　AM10:45 単体

３　入札書の受領期限及び提出場所
　　　※入札書を事前の持参または郵送により提出する場合
受領期限（上記全業務共通） 令和5年2月20日　AM9：00
提出場所 各契約担当部

西区土木部

手稲区土木部

建)みどりの推進部

東区土木部

白石区土木部

厚別区土木部

豊平区土木部

清田区土木部

南区土木部

北区土木部

別表２   

令和5年度　札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

一般競争入札【再度入札（第１回）】場所・日時

令和5年2月15日に入札を行う下記の業務について、開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がなく、
かつ、郵送または事前の持参による入札をした者がある場合、下記の場所及び日時にて、【再度入札（第1回）】を行います。

なお、下記の日時にて再度入札を行う場合は、契約担当部より、入札者全員に再度入札を行う旨を通知します。

１　契約担当部

２　発注業務名及び入札（開札）日時・参加形態 ※入札（開札）場所は各契約担当部

中央区土木部



所　　　在　　　地 電　　話 ＦＡＸ

中央区土木部 札幌市中央区北１２条西２３丁目　SDC北１２条ビル２階 電話 011-614-5800 FAX 011-614-5843

北区土木部 札幌市北区太平１２条２丁目１－７ 電話 011-771-4211 FAX 011-772-3138

東区土木部 札幌市東区北３３条東１８丁目１－６ 電話 011-781-3521 FAX 011-784-6418

白石区土木部 札幌市白石区本通１４丁目南５－３２ 電話 011-864-8125 FAX 011-864-4530

厚別区土木部 札幌市厚別区厚別町下野幌４５－３９ 電話 011-897-3800 FAX 011-897-3856

豊平区土木部 札幌市豊平区西岡３条１丁目８－２０ 電話 011-851-1681 FAX 011-854-4217

清田区土木部 札幌市清田区平岡２条４丁目１－４０ 電話 011-888-2800 FAX 011-884-6474

南区土木部 札幌市南区南３１条西８丁目２－５ 電話 011-581-3811 FAX 011-582-2916

西区土木部 札幌市西区西野２９０－１０ 電話 011-667-3201 FAX 011-667-3238

手稲区土木部 札幌市手稲区曙５条５丁目２－１ 電話 011-681-4011 FAX 011-681-4937

建)みどりの推進部 札幌市中央区南１条東１丁目　大通バスセンタービル１号館６階 電話 011-211-2533 FAX 011-211-2523

発　　注　　部 発　　注　　業　　務　　名 入札日時 参加形態

中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東部地区) 令和5年2月27日　AM9:30 JV３者又は４者
中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(中部地区) 令和5年2月27日　AM9:45 JV３者又は４者
中央区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西部地区) 令和5年2月27日　AM10:00 JV３者又は４者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(鉄西・幌北・北・麻生地区) 令和5年2月27日　AM9:30 JV３者又は４者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(新川・新琴似・新琴似西地区) 令和5年2月27日　AM9:45 JV３者又は４者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(屯田南部地区) 令和5年2月27日　AM10:00 JV２者又は３者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(屯田北部・西茨戸地区) 令和5年2月27日　AM10:15 JV２者又は３者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(太平・篠路・東茨戸地区) 令和5年2月27日　AM10:30 JV２者又は３者
北区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(拓北・あいの里地区) 令和5年2月27日　AM10:45 JV３者又は４者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東地区) 令和5年2月27日　AM10:00 JV３者又は４者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月27日　AM10:15 JV２者又は３者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西地区) 令和5年2月27日　AM10:30 JV２者又は３者
東区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月27日　AM10:45 JV２者又は３者
白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西地区) 令和5年2月27日　AM9:30 JV３者又は４者
白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東地区) 令和5年2月27日　AM9:45 JV３者又は４者
白石区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月27日　AM10:00 JV３者又は４者
厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(西地区) 令和5年2月27日　AM9:30 JV３者又は４者
厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(東地区) 令和5年2月27日　AM9:45 JV３者又は４者
厚別区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月27日　AM10:00 JV３者又は４者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（豊平南地区） 令和5年2月27日　AM9:30 JV２者又は３者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（豊平北地区） 令和5年2月27日　AM9:45 JV２者又は３者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（月寒地区） 令和5年2月27日　AM10:00 JV２者又は３者
豊平区公園及び街路樹等総合維持管理業務（西岡・福住地区） 令和5年2月27日　AM10:15 JV２者又は３者
清田区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北平地区) 令和5年2月27日　AM9:30 JV３者又は４者
清田区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(里美地区) 令和5年2月27日　AM9:45 JV３者又は４者
清田区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(清田地区) 令和5年2月27日　AM10:00 JV２者又は３者
南区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月27日　AM11:00 JV３者又は４者
南区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(中地区) 令和5年2月27日　AM11:15 JV３者又は４者
南区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月27日　AM11:30 JV３者又は４者
西区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月27日　AM9:30 JV２者又は３者
西区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(中地区) 令和5年2月27日　AM9:45 JV２者又は３者
西区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月27日　AM10:00 JV３者又は４者
手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(北地区) 令和5年2月27日　AM10:00 JV３者又は４者
手稲区公園及び街路樹等総合維持管理業務　(南地区) 令和5年2月27日　AM10:15 JV３者又は４者
特別緑地保全地区等総合維持管理業務（その１） 令和5年2月27日　AM10:00 単体
特別緑地保全地区等総合維持管理業務（その２） 令和5年2月27日　AM10:15 単体
市民の森等総合維持管理業務 令和5年2月27日　AM10:30 単体
ダム園地等総合維持管理業務 令和5年2月27日　AM10:45 単体

３　入札書の受領期限及び提出場所
　　　※入札書を事前の持参または郵送により提出する場合
受領期限（上記全業務共通） 令和5年2月27日　AM9：00
提出場所 各契約担当部

手稲区土木部

建)みどりの推進部

白石区土木部

厚別区土木部

豊平区土木部

清田区土木部

南区土木部

西区土木部

東区土木部

別表３　

令和5年度　札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務

一般競争入札【再度入札（第２回）】場所・日時

下記の業務のうち、令和5年2月20日に【再度入札（第１回）】を行った結果、予定価格の制限の範囲内の入札がなく、
かつ、郵送または事前の持参による入札をした者がある場合、下記の場所及び日時にて、【再度入札（第2回）】を行います。

なお、下記の日時にて再度入札を行う場合は、契約担当部より、入札者全員に再度入札を行う旨を通知します。

１　契約担当部

２　発注業務名及び入札（開札）日時・参加形態 ※入札（開札）場所は各契約担当部

中央区土木部

北区土木部


