


2207001911

別表（入札日等訂正版）

電子入札

0 調達案件番号

1 工事（業務）番号

工事（業務）名

工事（履行）場所

工期（履行期間）

電子入札案件区分

施行担当課

電話番号
17

施行担当課及び
電話番号

建）みどりの推進課

011-211-2525

11
入札及び開札の日
時・場所等

電子入札システムによること。提出方法

令和4年07月05日　09時30分

場所

令和4年07月01日（08時00分～20時00分）
令和4年07月04日（08時00分～17時00分）

電子入札

22（緑）第 0019 号

2207001911

2 工事（業務）概要

百合が原公園施設改修工事

札幌市北区百合が原

着手の日から令和5年01月23日まで

落札結果通知予定日 令和4年07月21日

入札期間（年月日）

開札予定日時

札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室

6
入札参加資格の
申請及び審査 申請書等提出期限（日）

自己採点表：入札期間内に提出すること。※「16．注意事項」を参照するこ
と。
総合評価に係る技術資料：開札日の翌日まで（審査順１位の入札者のみ）

審査方式
総合評価落札方式（地域貢献Ⅰ型・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。）



１．

２．

４．

３．

５．

６．特記仕様書

工事説明書工事説明書

工事の概要 施工面積：0.19ha

基盤整備-敷地造成工一式、構造物撤去工一式、公園施設等撤去・移設工一式

植栽-植栽工一式

施設整備-雨水排水設備工一式、園路広場整備工一式、修景施設整備工一式、管理施設整備工一式、仮設工一式

＜建設リサイクル法対象工事＞

契約書に示す着手の日から令和 5年 1月16日までとする。

札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市造園工事標準図、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌

市下水道設計標準図、別添特記仕様書による。

施工場所

工事の期間

図面

工事仕様書

札幌市北区百合が原

別添のとおり。

別添のとおり(図面24枚)

                                  札幌市- 1 -

誤



１．

２．

４．
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５．

６．特記仕様書

工事説明書工事説明書

工事の概要 施工面積：0.19ha

基盤整備-敷地造成工一式、構造物撤去工一式、公園施設等撤去・移設工一式

植栽-植栽工一式

施設整備-雨水排水設備工一式、園路広場整備工一式、修景施設整備工一式、管理施設整備工一式、仮設工一式

＜建設リサイクル法対象工事＞

契約書に示す着手の日から令和 5年 1月23日までとする。

札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市造園工事標準図、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌

市下水道設計標準図、別添特記仕様書による。
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工事の期間

図面
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別添のとおり。

別添のとおり(図面24枚)

                                  札幌市- 1 -

正



14）　中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

15）　電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

16）　工期設定について
工期：令和4年7月19日から令和5年1月16日まで
工期には施工に必要な実日数（実働日数）以外に、以下の事項を見込んでいる。

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の
全土曜日を含んでいる。

③雨休率（実動工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見
込むための係数　実動日数×係数）

０．７

○ ②後片付け期間 20日間

○

①準備期間 30日間

○

○

夏季休暇・年末年始 9日間

1 

誤



14）　中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

15）　電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

16）　工期設定について
工期：令和4年7月26日から令和5年1月23日まで
工期には施工に必要な実日数（実働日数）以外に、以下の事項を見込んでいる。

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の
全土曜日を含んでいる。

③雨休率（実動工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見
込むための係数　実動日数×係数）

０．７

○ ②後片付け期間 20日間

○

①準備期間 30日間

○

○

夏季休暇・年末年始 9日間

1 

正



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

銀閣寺垣撤去費

2022.05
第  9号内訳書 2022.05

1.000-00000002000

造園工

人        12.6  

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間        12    

        合  計

                                  札幌市- 10 -

誤



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

銀閣寺垣撤去費

2022.05
第  9号内訳書 2022.05

1.000-00000002000

造園工

人        12.6  

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間        12    単－ 129号

        合  計

                                  札幌市- 10 -

正



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

鉄砲垣撤去費

2022.05
第  10号内訳書 2022.05

1.000-00000002000

造園工

人         0.966

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         3.5  

        合  計

                                  札幌市- 11 -

誤



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

鉄砲垣撤去費

2022.05
第  10号内訳書 2022.05

1.000-00000002000

造園工

人         0.966

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         3.5  単－ 129号

        合  計

                                  札幌市- 11 -

正



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

建仁寺垣撤去費

2022.05
第  11号内訳書 2022.05

1.000-00000002000

造園工

人         4.8  

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         6.66 

        合  計

                                  札幌市- 12 -

誤



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

建仁寺垣撤去費

2022.05
第  11号内訳書 2022.05

1.000-00000002000

造園工

人         4.8  

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         6.66 単－ 129号

        合  計

                                  札幌市- 12 -

正



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

仕切垣撤去費

2022.05
第  12号内訳書 2022.05

1.000-00000002000

造園工

人         0.3  

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         1.76 

        合  計

                                  札幌市- 13 -

誤



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

仕切垣撤去費

2022.05
第  12号内訳書 2022.05

1.000-00000002000

造園工

人         0.3  

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         1.76 単－ 129号

        合  計

                                  札幌市- 13 -

正


	20220622114108111
	2207001911告示別表_訂正版
	正誤表

