


2303000711

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

電子入札案件区分

施行担当課

電話番号

23（下）第 0007号

2303000711

2 工事（業務）概要

5
施行担当課及び
電話番号

下）事業推進部管路保全課

4
入札及び開札の日
時・場所等

落札結果通知予定日 令和5年02月08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

工事（業務）名
市債務負担行為
新川処理区八軒４条西３丁目ほか下水道新設工事

011-818-3451

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。）

電子入札システムによること。提出方法

令和5年02月01日　09時30分

3
入札参加資格の
申請及び審査 申請書等提出期限（日） 開札日の翌日まで（審査順１位の落札候補者のみ）

審査方式

場所

令和5年01月30日　（08時00分～20時00分）
令和5年01月31日　（08時00分～17時00分）

電子入札



訂正前①



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
１次単価表（金抜き） 2022.12

2022.12

1.000-00000002000

単－10号

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工(市場単価) 組立１号マンホール

箇所

        2    

組立マンホール設置工 (市場単価) 1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無 

箇所         2    単－  42号

[八軒8条東5丁目                                  ]

マンホール底部工（市場単価） 組立１号マンホール コンクリート管(雨・合) 有 

標準BH(1.4m3)　小型構造物　人力打設　混合B(C-4)

DID有15.0km以下　一般養生　現場内小運搬無し 箇所         2    単－  43号

ﾏﾝﾎｰﾙ連結工(新設ﾏﾝﾎｰﾙに接続) 組立１号マンホール リブ付硬質塩化ビニル管 250mm 

副管設置無し ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手無し 

箇所         3    単－  44号

組立マンホール材料費(１号型)(市場単価)  T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り リブ付塩ビ管 φ250mm 

1.74m 

箇所         1    単－  45号

組立マンホール材料費(１号型)(市場単価)  T-25鉄蓋 穴有 断熱蓋有り リブ付塩ビ管 φ250mm 

1.91m 

箇所         1    単－  46号

コンクリート空積割増 空積割増１回あたり：3.73m3×空積割増加算額

回         1    単－  47号

               計

               単価

円／箇所

                      札幌市下水道河川局- 23 -

訂正後①



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.12

2022.12

1.000-00000002000

単－7号

砕石基礎【市場単価方式】 機械施工

m

        1    

砕石基礎工 機械施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砕石(40-0) 10m3未満 無 

路盤用D(札幌環境資材) 標準 

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 15.0km以下 m3         0.381 単－  37号

2022.12

2022.12

1.000-00000002000

単－6号

マンホール連結工（既設マンホール

箇所

        1    

ﾏﾝﾎｰﾙ連結工(既設ﾏﾝﾎｰﾙに接続) 旧Ⅰ型(90) 鉄筋コンクリート管(外圧管) 500mm 

現場削孔費有り 昼間 

箇所         1    単－  36号

               計

               単価

円／箇所

[手稲本町5条1丁目                                ]

               計

               単価

円／m

                      札幌市下水道河川局- 35 -

訂正前②



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.12

2022.12

1.000-00000002000

単－7号

砕石基礎【市場単価方式】 機械施工

m

        1    

砕石基礎工 機械施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砕石(40-0) 10m3未満 無 

路盤用D(札幌環境資材) 標準 

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 4.5km以下 m3         0.381 単－  37号

2022.12

2022.12

1.000-00000002000

単－6号

マンホール連結工（既設マンホール

箇所

        1    

ﾏﾝﾎｰﾙ連結工(既設ﾏﾝﾎｰﾙに接続) 旧Ⅰ型(90) 鉄筋コンクリート管(外圧管) 500mm 

現場削孔費有り 昼間 

箇所         1    単－  36号

               計

               単価

円／箇所

[手稲本町5条1丁目                                ]

               計

               単価

円／m

                      札幌市下水道河川局- 35 -

訂正後②



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.12

2022.12

1.000-00000002000

単－20号

下層路盤 再生砕石

m3

        1    

路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道) 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 (札幌環境資材)

有 車道施工 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3

（平積1.0m3） 有り 15.0km以下  ｍ３         1    単－  55号

2022.12

2022.12

1.000-00000002000

単－19号

下層路盤 切込砕石

m3

        1    

路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道) 100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 無 車道施工 

ｍ３         1    単－  54号

               計

               単価

円／m3

[手稲本町5条1丁目                                ]

               計

               単価

円／m3

                      札幌市下水道河川局- 43 -

訂正前③



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.12

2022.12

1.000-00000002000

単－20号

下層路盤 再生砕石

m3

        1    

路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道) 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 有 車道施工 

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 4.5km以下

ｍ３         1    単－  55号

2022.12

2022.12

1.000-00000002000

単－19号

下層路盤 切込砕石

m3

        1    

路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道) 100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40 無 車道施工 

ｍ３         1    単－  54号

               計

               単価

円／m3

[手稲本町5条1丁目                                ]

               計

               単価

円／m3

                      札幌市下水道河川局- 43 -

訂正後③
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