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札幌市中央区 北１条西２ 丁目
札 幌 市 役 所札幌市契約公報

入札公告

札幌市告示第1692号　　　

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札に

　　　　　　　　　　入　札　公　告

　　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━

　　　　　　　　　　入　札　告　示

１　契約担当部局

　〒003-0801

　札幌市白石区菊水1条3丁目1-5　札幌市菊水分庁舎　

付すので、下記のとおり告示する。

　　平成26年6月23日

　　　　　　　　　　　　　　札幌市長　上田　文雄

　　　　　　　　　　　　　記

(1)　特定役務の名称

　ア　基幹系情報システム帳票データ印刷及び事後処理業

　　務（住民税等）

　イ　基幹系情報システム帳票データ印刷及び事後処理業

　札幌市総務局情報化推進部ＩＴ推進課企画調整係

　電話　011-211-2184

２　入札に付する事項

　　入札書提出の際には、入札価格算出基礎として、積算

　内訳書を入札書に添付し、割印すること。なお、積算内

　訳書に記載する単価は、「帳票保管及び帳票在庫管理業

　　上記２(1)の件名ごとに、本市が提示する予定数量　　

　（「帳票保管及び帳票在庫管理業務」及び「搬送業務」

　は１月の数量を１とする。）と、その数量に対し入札者

　が見積もった単価を乗じて得られた総価により行うもの

　に相当する金額を入札書に記載すること。

　とする。

(3)　履行期間　契約締結日から平成27年3月31日まで

(4)　履行場所　入札説明書に添付する業務仕様書により別

　 途指定する場所

(5)　入札方法

　　務（固定資産税等）

　ウ　基幹系情報システム帳票データ印刷及び事後処理業

　　務（その他税）

(2)　調達案件の仕様等　入札説明書による。

　　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金
　額に当該金額の8％に相当する額を加算した金額（当該金

　額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

　持てるものとする。）をもって落札金額とするので、入

　札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

　あるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100

(2)　平成25・26年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物

　 品・役務）において、業種が「役務（一般サービス 　

　 業）」の「情報サービス、研究・調査企画サービス業」

　 または、「製造業」の「出版・印刷業」に登録されてい

３　入札参加資格

(1)　地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者で

　 あること。

　 請する必要がある。

　 ア　申請先 札幌市財政局管財部契約管理課(札幌市中央

　　 区北１条西2丁目)　電話011-211-2152 

　 イ　申請に必要な書類の入手方法 上記アの場所で交付

　 る者であること。

　　 なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に参

　 加しようとするものは、下記４(3)の入札書の受領期限

　 日の前日から起算して10日前の日までに、次のとおり申

(3)　会社更生法による更生手続開始の申立てがなされてい

　 る者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなさ

　 れている者（手続開始の決定後の者は除く。）等経営状

　 態が著しく不健全な者でないこと。

　　 するほか、下記ＵＲＬのホームページからダウンロー

　　 ドできる。 

　　　http://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-

　　　kanri/chosei/toroku/9_wto.html

　 ていないこと。

４　入札書の提出場所等

(1)　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書

(4)　札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参

　 加停止の措置を受けている期間中でないこと。

(5)　事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、

　 当該組合等の構成員が構成員単独での入札参加を希望し

(3)　入札書の受領期限

　　平成26年8月11日16時00分（送付の場合は必着のこ

と。）

(4)　開札の日時及び場所

　 の交付場所及び問い合わせ先

　 上記１に同じ。

(2)　入札説明書の交付方法

　 上記１の場所にて交付する。

　イ　平成26年8月12日10時45分　

　上記２(1)の件名ごとに次のとおりとする。

　ア　平成26年8月12日10時30分　

　　札幌市菊水分庁舎2階会議室（札幌市白石区菊水1条3丁

　　目1－5）

　務」及び「搬送業務」は円の単位、「帳票出力業務」及

　び「事後処理業務」の単価については銭の単位（１円未

　満２桁）まで記載するものとする。
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　ウ　平成26年8月12日11時00分　

札幌市告示第1745号　　　
　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達を一般競争入札に付すの

　　札幌市菊水分庁舎2階会議室（札幌市白石区菊水1条3丁
　　目1－5）

(1)　契約手続において使用する言語及び通貨

　　 日本語及び日本国通貨に限る。

(2)　入札保証金　免除

(3)　契約保証金　要

　　札幌市菊水分庁舎2階会議室（札幌市白石区菊水1条3丁

　　目1－5）

５　入札手続等

　 日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日)までに、納付　

　 し、又は提供しなければならない。

　　 なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合に

　 は、落札決定を取り消すとともに、札幌市競争入札参加

　　 契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10

　 に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保　

　 を、落札決定後、契約保証金の納付に係る通知(納入通

　 知書到達)の日の翌日から起算して５日後(５日後が土曜

　　 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書

　 を受領期限までに提出しなければならない。

(5)　入札の無効

　　 本告示に示した競争参加資格のない者のした入札、入

　 停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を行う。

　　 ただし、札幌市契約規則第２５条各号の一に該当する

　 ときは、契約保証金の納付を免除することがある。

(4)　入札者に要求される事項　

　   札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予定

　 価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

　 った者を落札者とする。

(8)　詳細は入札説明書による。

　 札に関する条件に違反した者のした入札その他札幌市契

　 約規則第11条各号の一に該当する入札は無効とする。

(6)　契約書作成の要否　要

(7)　落札者の決定方法

   ・Backbone Information System Record Data Printing

　　 and Post-processing Services (local inhabitant 

　　 tax, etc.) : l set

　 ・Backbone Information System Record Data 　　　　

６　Summary

(1)　Nature and quantity of the services to be 

　　 procured:

　　 taxes) : l set

(2)　Time limit for tender:16:00 on Aug 11 (Mon)，

　　 2014

(3)　Contact point for the notice: IT Promotion 

　　 Printing and Post-processing Services (fixed 　

　　 assets tax, etc.) : l set

　 ・Backbone Information System Record Data 　　　　

　　 Printing and Post-processing Services (other 　

     TEL 011-211-2184

　　　　　　　　　　入　札　告　示

　　 Section, Information Technology Promotion 

　　 Department, General Affairs Bureau, Sapporo 

　　 Municipal Government , Kikusui 1-jo 3-chome 1-　

　　 5 , Shiroishi-ku , Sapporo 003-0801 Japan.

　　

　　　　　　　　　　　　記

１　契約担当部局　　

　　〒060-8611　札幌市中央区北1条西2丁目　

で、下記のとおり告示する。

　　平成26年6月26日

　　　　　　　　　　　　　　札幌市長　上田　文雄

　　ア　ごみ収集車（２ＷＤ）　４台

　　イ　ごみ収集車（４ＷＤ）　６台

（２）調達件名の特質等　　入札説明書による。

（３）納入期限　　入札説明書による。

　　札幌市財政局管財部契約管理課物品契約担当　

　　TEL 011-211-2152 　FAX 011-218-5146

２　入札に付する事項

（１）購入等件名及び数量　

　　っては、入札書に記載された金額に当該金額の8％

　　に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端

　　数があるときはその端数金額を切り捨てるものとす

　　る。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費

（４）納入場所　　指定場所

（５）入札方法　　

　　　電子入札システムにより、上記2（1）の件名ごとに

　　それぞれ総価で入札に付する。なお、落札決定に当た

（１）地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者

　　であること。

（２）平成25・26年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物

　　品・役務）において、業種が「輸送機械器具製造業」

　　税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

　　者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分

　　の100に相当する金額を入札書に記載すること。

３　入札参加資格

　　終日の前日から起算して10日前の日までに、次のとお

　　り申請する必要がある。

　　ア　申請先　札幌市財政局管財部契約管理課

　　　　　　　　(札幌市中央区北１条西2丁目)

　　または「輸送機械器具卸小売業」に登録されている者

　　であること。

　　　なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に

　　参加しようとするものは、下記４(3)の申請受付期間最

　　　kanri/chosei/toroku/9_wto.html

（３）次の要件をすべて満たす者であること。

　　ア　本告示に示した物品の納入が十分に可能な者

　　イ　本調達物品に係るアフターサービスが長期に渡り

　　イ　申請に必要な書類の入手方法　上記アの場所で交

　　　付するほか、下記ＵＲＬのホームページからダウン

　　　ロードできる。

　　　http://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-　

　　いる者又は民事再生法による再生手続開始の申立てが

　　なされている者（手続開始の決定後の者は除く。）等

　　経営状態が著しく不健全な者でないこと。

　　　可能な体制が整備されている者

（４）札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく

　　参加停止の措置を受けている期間中でないこと。

（５）会社更生法による更生手続開始の申立てがなされて
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　　希望していないこと。

　　加を希望する者は、入札説明書に示す書類（上記３(3)
　　に掲げる入札参加資格を有することを証明する書類）

　　を申請受付期間終了までに提出しなければならない。

（６）事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合」
　　は、当該組合等の構成員が構成員単独での入札参加を

　　ア　この告示の日から申請受付期間終了までの毎日、

　　　契約管理課入札情報サービス（ＰＰＩ）にてダウン

　　　ロードすることができる。（ただし、23時から1時ま

　　　での間は除く）

４　入札書の提出方法等

（１）入札書の提出方法　

　　　電子入札システムにより送信すること。

（２）入札説明書の交付　

　　　1に示す契約担当部局においても交付する。

（３）申請受付期間

　　　平成26年8月18日（月）17時00分まで

　　※　電子入札で申請を行った際には「一般競争入札参

　　イ　この告示の日から申請受付期間終了までの土曜　

　　　日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年

　　　法律第178号）に規定する休日（以下「休日」とい　

　　　う。）を除く毎日、9時00分から17時00分まで、上記

（４）確認通知書発行期間

　　 平成26年8月25日（月）9時00分から17時00分まで

（５）入札書受付期間

　　　平成26年8月26日（火）8時00分から

　　　加資格確認申請書受信確認通知」が返信されるので

　　　確認すること。

　　※　紙入札で参加する場合は「電子入札案件紙入札参

　　　加申出書」を併せて提出すること。

（６）開札の日時及び場所

　　ア　平成26年8月28日（木）13時30分　

　　　　札幌市財政局管財部契約管理課入札室

　　イ　平成26年8月28日（木）13時35分　

　　　平成26年8月27日（水）17時00分まで

　　※　なお、紙入札で参加する場合には、上記の入札書

　　　受付期間に関らず、平成26年8月27日（水）17時00分

　　　を期限とする（送付の場合は必着のこと）。

　　ところによる。

５　入札手続等

（１）契約手続において使用する言語及び通貨　　

　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　　　　札幌市財政局管財部契約管理課入札室

（７）この電子入札案件において、電子入札システムを利

　　用して入札書を提出することが難しく、書面による提

　　出を希望する者がある場合の取扱いは、要領の定める

　　を、落札決定後、契約保証金の納付に係る通知(納入通

　　知書到達)の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)までに、納付

　　し、又は提供しなければならない。

（２）入札保証金　　免除

（３）契約保証金　　要。

　　　契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10

　　に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保

　　　ただし、札幌市契約規則第２５条各号の一に該当す

　　るときは、契約保証金の納付を免除することがある。

（４）入札者に要求される事項　　この一般競争入札に参

　　　なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合

　　には、落札決定を取り消すとともに、札幌市競争入札

　　参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を

　　行う。

　　者のした入札、入札に関わる条件に違反した者のした

　　入札その他札幌市契約規則第11条各号の一に該当する

　　入札は無効とする。

（６）契約書作成の要否　　要

　　また、入札者は開札までの間において、当該書類に関

　　し説明を求められた場合は、それに応じなければなら

　　ない。

（５）入札の無効　　本告示に示した入札参加資格のない

６　Summary

（１）Nature and quantity of the products to be 

　　　procured: 

　　ａ　4 Garbage truck (2WD)

（７）落札者の決定方法　札幌市契約規則第7条の規定に基

　　づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格を

　　もって有効な入札を行った者を落札者とする。

（８）詳細は入札説明書による。

　　　Management Section, 

　　　Municipal Properties Management Department, 　

　　　Finance  Bureau,

　  　Sapporo Municipal Government, Kita 1-jo Nishi 

　　ｂ　6 Garbage truck (4WD)

（２）Time limit for tender: 17:00 on  August 18

　　　(Mon), 2014

（３）Contact point for the notice:　Contract 　

　　　　　　　　　　入　札　告　示

札幌市交通局告示第81号　　　

　　　2-chome, Chuo-ku,

　　　Sapporo 060-8611, Japan. 

　　　TEL 011-211-2152　FAX 011-218-5146

　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市交通事業管理者

　　

　　　　　　　　　　　　　　　交通局長　　若林　秀博

　　

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札に

付すので、下記のとおり告示する。　　　

　平成26年6月30日

　　電話 011-896-2709　FAX 011-896-2790

２　入札に付する事項

 (1)　購入等件名及び数量

　　  マルチ券売機製造　一式

　　　　　　　　　　　　　記

１　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

　  する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

　　れた金額に当該金額の８％に相当する額を加算した金

　　額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

 (2)　調達件名の特質等　　入札説明書による

 (3)　納入期限　平成27年3月27日(金)

 (4)　納入場所　指定場所

 (5)　入札方法　電子入札システムにより総価で入札に付
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　　課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

　　　までに提出すること（送付の場合は必着のこと）。
 (6)　開札の日時及び場所

　 　 平成26年8月20日(水)　11時00分

　　数金額を切り捨てるものとする。） をもって落札金額
　　とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

　  であること。

 (2)　平成25・26年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物

　  品・役務）において、業種が「電気機械器具製造業」

　　に登録されている者であること。

　　積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を

　　入札書に記載すること。

３　入札参加資格

 (1)　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者

　　ア　申請先　札幌市財政局管財部契約管理課(札幌市中

      央区北１条西2丁目)

　　イ　申請に必要な書類の入手方法　上記アの場所で交 

      付するほか、下記ＵＲＬのホームページからダウン 

　　　なお、上記名簿に登録されていない者でこの入札に

　  参加しようとするものは、下記４(3)の申請受付期間最

　  終日の前日から起算して10日前の日までに、次のとお

　  り申請する必要がある。

　　こと。

 (4)　札幌市交通局競争入札参加停止等措置要領の規定に

　　基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこ　

　　と。

      ロードできる。　　　

　　　http://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-　

　　　kanri/chosei/toroku/9_wto.html

 (3)　本告示に示した物品の納入が十分に可能な者である

 (6)　事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合　

　　は、当該組合等の構成員が構成員単独での入札参加を

　　希望していないこと。

４　入札書の提出場所等

 (5)　会社更生法による更生手続開始の申立てがなされて

　　いる者又は民事再生法による再生手続開始の申立てが

　　なされている者（手続開始の決定後の者は除く。）等

　　経営状態が著しく不健全な者でないこと。

    分から23時00分まで、札幌市交通局入札情報サービス

　　システム（ＰＰＩ）においてダウンロードすることが

　　できる。

 (3)　一般競争入札参加資格確認申請受付期間

 (1)　入札書の提出方法　　電子入札システムにより送信

　　すること。

 (2)　入札説明書の交付方法

　  この告示の日から申請受付期間終了までの毎日、1時00

　　※　電子で参加申請を送信した際には、「一般競争入

　　　札参加資格確認申請書受信確認通知書」が返信され

　　　るので確認すること。

 (4)　確認通知書発行期間

　 　 平成26年8月1日（金）　10時00分から　

      平成26年8月7日（木）　17時00分まで　

　　※　紙入札で参加する場合は、「電子入札案件紙入札

　　　参加申出書」を併せて提出すること。

      平成26年8月19日(火)　17時00分まで

　　  ※　なお、紙入札で参加する場合には、上記入札書 

      　受付期間に関らず、平成26年8月19日(火)17時00分

　　　平成26年8月8日（金）　9時00分から17時00分まで

　　　※　電子で行った場合のみ

 (5)　入札書受付期間

      平成26年8月18日(月)　9時00分から

　　ところによる。

５　入札手続等

 (1)　契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及 び日本国通貨に限る。

    　札幌市交通局庁舎 ５階　入札室　

 (7)　この電子入札案件において、電子入札システムを利

　　用して入札書を提出することが難しく、書面による提

　　出を希望する者がある場合の取扱いは、要領の定める

　　を、落札決定後、契約保証金の納付に係る通知(納入通

　  知書到達)の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)までに、納付

　　し、又は提供しなければならない。

 (2)　入札保証金　　免除

 (3)　契約保証金　　要

　 　 契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10

　  に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保

 　　 ただし、札幌市交通局契約規程第25条に該当すると

　　きは、契約保証金の納付を免除することがある。

 (4)　入札者に要求される事項　この一般競争に参加を希

　　望する者は、入札説明書に示す書類を（上記３(3)に掲

　　  なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合

　　には、落札決定を取り消すとともに、札幌市競争入札

　　参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を

　　行う。

　　ならない。

 (5)　入札の無効　本告示に示した入札参加資格のない者

　　のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入

　　札その他札幌市交通局契約規程第11条各号の一に該当

　　げる競争入札参加資格を有することを証明する書類）

　　を申請受付期間終了までに提出しなければならない。

　　　また、入札者は、開札までの間において、当該書類

　　に関し説明を求められた場合は、それに応じなければ

　　最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

　　る。

 (8)　詳細は入札説明書による。

６　Summary  

　　する入札は無効とする。

 (6)　契約書作成の要否　　要

 (7)　落札者の決定方法　　札幌市交通局契約規程第７条

　　の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で

  　  (Thu),2014

 (3)　Contact point for the notice: General Affairs 

      Section, Management & Project Promotion   

      Department, Transportation Bureau, Sapporo 

 (1)　Nature and  quantity of the products to be　

   　 procured:Development of Streetcar  IC Card 　　

　　　System

 (2)　Time limit for tender:17:00 on August 7

 

      Municipal Government, Oyachi-higashi 2-chome 4-

      1, Atsubetsu-ku, Sapporo 004-8885, Japan. 

      TEL 011-896-2709 
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　　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━

　　を定める政令第１０条第１項第２号

　　　　　　　　　　落札者等の告示

　　　　　━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　落　札　等

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい

て、下記のとおり告示する。

　　平成２６年６月１３日

　　　　　　　　　　落札者等の告示

札幌市告示第1620号　　　

　　調査等の対応業務

２　調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　札幌市総務局情報化推進部ＩＴ推進課

　　札幌市白石区菊水１条３丁目１－５

　　　　　　　　　　　　　　札幌市長　上田　文雄

　　　　　　　　　　　　　記

１　調達をする特定役務の名称

　　基幹系情報システム再構築に向けた現行システム機能

　　札幌市北区北８条西３丁目３２番

５　契約金額

　　６６，７４４，０００円

６　相手方を決定した手続　

３　相手方を決定した日

　　平成２６年６月１２日

４　相手方の氏名及び住所

　　日本ユニシス株式会社北海道支店

　　　　　　　　　　落札者等の告示

札幌市告示第1621号　　　

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

　　を定める政令第１０条第１項第２号

　　　　　　　　　　　　　　札幌市長　上田　文雄

　　　　　　　　　　　　　記

１　調達をする特定役務の名称

　　新基幹系情報システム構築に伴う現行システムデータ

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい

て、下記のとおり告示する。

　　平成２６年６月１３日

３　相手方を決定した日

　　平成２６年６月１２日

４　相手方の氏名及び住所

　　日本ユニシス株式会社北海道支店

　　移行及び連携機能開発業務

２　調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　札幌市総務局情報化推進部ＩＴ推進課

　　札幌市白石区菊水１条３丁目１－５

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

　　札幌市北区北８条西３丁目３２番

５　契約金額

　　２４１，２７２，０００円

６　相手方を決定した手続　

て、下記のとおり告示する。

　　平成26年6月16日

　　　　　　　　　　　　　　　札幌市長　上田　文雄　

札幌市告示第1649号　　　

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい

　　 平成26年度2回目　15,500,000枚（1,550,000組）

（2）札幌市家庭用指定ごみ袋（5リットル）

     平成26年度2回目　 8,550,000枚（855,000組）

2　調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　　　　　　　　　　　　記

1　調達をする物品等の名称及び数量

（1）札幌市家庭用指定ごみ袋（10リットル）

4　落札者の氏名及び住所

（1）村上産業株式会社

     愛媛県松山市本町1丁目2番地1

（2）北村化学産業株式会社 札幌営業所

　　札幌市財政局管財部契約管理課物品契約担当

　　札幌市中央区北1条西2丁目

3　落札者を決定した日　

　 平成26年6月12日

6　落札者を決定した手続　　一般競争入札

7　入札の告示を行った日　　平成26年5月12日

     札幌市厚別区大谷地東1丁目3番23号 山勇ビル

5　落札金額

（1）44,517,600円

（2）17,092,134円

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい

て、下記のとおり告示する。

　　平成２６年６月１６日

　　　　　　　　　　　　　　札幌市長　上田　文雄

　　　　　　　　　　落札者等の告示

札幌市告示第1652号　　　

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

２　調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　札幌市総務局情報化推進部ＩＴ推進課

　　札幌市白石区菊水１条３丁目１－５

３　相手方を決定した日

　　　　　　　　　　　　　記

１　調達をする特定役務の名称

　　国保・年金オンライン・バッチシステム改修業務(高額

　療養費区分細分化対応)

５　契約金額

　　４１，９５８，０００円

６　相手方を決定した手続　

　　平成２６年６月１６日

４　相手方の氏名及び住所

　　日本ユニシス株式会社北海道支店

　　札幌市北区北８条西３丁目３２番
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　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

５　落札金額
　　103,266,460円

６　落札者を決定した手続

　　随意契約
７　随意契約を行った理由

札幌市告示第1667号　　　

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等に

ついて、下記のとおり告示する。

　　を定める政令第１０条第１項第２号

　　　　　　　　　　落札者等の告示

　　　　　　　　　　　　　記

１　調達をする特定役務の名称

　平成２６年６月１８日

　　　　　　　　　　　　　　　札幌市長　上田　文雄

３　相手方を決定した日

　　平成２６年６月１３日

４　相手方の氏名及び住所

　　札幌総合情報センター株式会社

　　平成26年度 庁内パソコンのセキュリティ対策実施業務

２　調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　札幌市総務局情報化推進部ＩＴ推進課

　　札幌市白石区菊水１条３丁目１－５

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

　　特例を定める政令第１０条第１項第２号

　　札幌市白石区菊水１条３丁目１－５

５　契約金額

　　３６，７２０，０００円

６　相手方を決定した手続　

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい

て、下記のとおり告示する。

　

　　　　　　　　　　落札者等の告示

札幌市告示第1754号　　　

１　調達をする物品等の名称及び数量

　　救助車（救助工作車Ⅱ型）　1台

２　調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　平成26年6月26日

　　　　　　　　　　　　　　　札幌市長　上田　文雄　

　

　　　　　　　　　　　　記

４　落札者の氏名及び住所

　　日本機械工業株式会社 札幌営業所　　

　　札幌市白石区東札幌5条5丁目14－12

　　札幌市財政局管財部契約管理課物品契約担当

　　札幌市中央区北1条西2丁目

３　落札者を決定した日

　　平成26年6月19日

　　　　　　　　　　落札者等の告示

札幌市交通局告示第70号　　　

　　一般競争入札

７　入札の告示を行った日

　　平成26年4月24日

　平成26年6月30日

　　　　　　　　　　　　　　　札幌市交通事業管理者　

　　　　　　　　　　　　　　　交通局長　若林　秀博

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい

て、下記のとおり告示する。

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　札幌市交通局事業管理部総務課　　　　　　　　　　

　　札幌市厚別区大谷地東２丁目４番１号

３　相手方を決定した日

　　　　　　　　　　　　　　記

１　調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

　　輸送管理システム運賃改定に伴う対応改修業務

５　契約金額

　　105,840,000円

６　相手方を決定した手続

　　随意契約

　　平成26年5月27日

４　相手方の氏名及び住所

　　株式会社日立製作所北海道支社　

　　中央区北３条西４丁目１－１　日本生命札幌ビル

　　　　　　　　　　落札者等の告示

７　随意契約の理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

　　を定める政令第10条第1項第2号

平成26年6月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市交通事業管理者

　

札幌市交通局告示第71号　　　

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい

て、下記のとおり告示する。

１　調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

　　平成26年度料金改定に伴う自動出改札装置改良

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　交通局長　若林　秀博

　　　　　　　　　　　　　記
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３　相手方を決定した日

　
　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい

　　札幌市交通局事業管理部総務課
　　札幌市厚別区大谷地東２丁目４番１号

５　契約金額

　　58,320,000円

６　相手方を決定した手続

　　随意契約

　　平成26年5月26日

４　相手方の氏名及び住所

　　日本信号株式会社 北海道支店　　　　　　　　　　　

　　中央区北２条西３丁目１　太陽生命札幌ビル

　　　　　　　　　　落札者等の告示

７　随意契約の理由

　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

　を定める政令第10条第1項第2号

て、下記のとおり告示する。

　　平成26年6月30日

                          　札幌市水道事業管理者　

札幌市水道局告示第119号　　　

　

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい

1 調達をする物品等の名称及び数量

 a. 水道用ソフトシール仕切弁　φ100mm(左閉)　 その2　

　　400個

 b. 水道用ソフトシール仕切弁　φ200mm(左閉)　 その2

　　　　　　　　　　　　　　水道局長　長利　秀則

　　　　　　　　　　　　　記

  平成26年5月29日

4 落札者の氏名及び住所

 a. 渡辺パイプ株式会社北海道支店札幌土木サービスセン

　　ター

　  80個

2 調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

  札幌市水道局総務部総務課　札幌市中央区大通東11丁目

3 落札者を決定した日

 a. 19,440,000円

 b.  9,676,800円

6 落札者を決定した手続

　一般競争入札

　　札幌市中央区北1条東13丁目

 b. 株式会社栗林商会札幌支社

　　札幌市中央区北3条西12丁目2番4号

5 落札金額

　　　　　　　　　　落札者等の告示

札幌市水道局告示第120号　　　

7 入札の告示を行った日

  平成26年4月30日

                            水道局長　長利　秀則

                         記

て、下記のとおり告示する。

　　

　　平成26年6月30日

　　　　　　　　　　　　　  札幌市水道事業管理者

  　φ200×5000mm　その2　　400本

2 調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

  札幌市水道局総務部総務課　札幌市中央区大通東11丁目

3 落札者を決定した日

1 調達をする物品等の名称及び数量

 a. 水道用ダクタイル鋳鉄管　NS形1種

  　φ100×4000mm　その2　5,000本

 b. 水道用ダクタイル鋳鉄管　NS形1種

 b. 北海道管材株式会社

　　札幌市北区新川4条4丁目1番40号

5 落札金額

 a. 150,660,000円

  平成26年6月5日

4 落札者の氏名及び住所

 a. 株式会社栗林商会札幌支社

　　札幌市中央区北3条西12丁目2番4号

  平成26年4月30日

　　　　　　　　　　落札者等の告示

 b.  27,734,400円

6 落札者を決定した手続

  一般競争入札

7 入札の告示を行った日

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい

て、下記のとおり告示する。

　　

　　平成26年6月30日              

札幌市水道局告示第121号　　　

　

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

1 調達をする物品等の名称及び数量

 a. 乾式デジタル水道メーター口径13mm　その4　13,000個

 b. 乾式デジタル水道メーター口径13mm　その5　 8,000個

 　 　　　　　　　　　　　　 札幌市水道事業管理者　　

　　　　　　　　　　　　 　　水道局長　長利　秀則

　　　　　　　　　　　　　記

　   6,000個

 g. 電子式水道メーター(集中用)口径13mm  その2

　　 4,000個

 c. 乾式デジタル水道メーター口径13mm　その6　13,000個

 d. 乾式デジタル水道メーター口径13mm　その7　 8,000個

 e. 乾式デジタル水道メーター口径13mm  その8　 8,000個

 f. 直読式水道メーター(表示部回転式)口径13mm　その2
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 j. 無線式水道メーター(ID入力済)口径13mm  その2

                        　  札幌市水道事業管理者
　　　　　　　　　　　　　　水道局長　長利　秀則

 h. 無線式水道メーター口径13mm　      その2　   600組
 i. 無線式水道メーター口径40mm　      その2　    80組

  平成26年6月5日

4 落札者の氏名及び住所

 a. 北海道管材株式会社

　　札幌市北区新川4条4丁目1番40号

　　 4,336組

2 調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

  札幌市水道局総務部総務課　札幌市中央区大通東11丁目

3 落札者を決定した日

 d. 株式会社古島北海道支店

　　札幌市東区東苗穂3条3丁目2番70号

 e. 渡辺パイプ株式会社北海道支店札幌土木サービスセン

　　ター

 b. 札幌水材株式会社

  　札幌市中央区北10条西20丁目2番3号

 c. 株式会社古島北海道支店

　　札幌市東区東苗穂3条3丁目2番70号

　　札幌市東区東苗穂3条3丁目2番70号

 h. 北海道エナジティック株式会社

  　札幌市白石区東札幌3条1丁目1番18号

 i. 渡辺パイプ株式会社北海道支店札幌土木サービスセン

  　札幌市中央区北1条東13丁目

 f. 株式会社古島北海道支店

　  札幌市東区東苗穂3条3丁目2番70号

 g. 株式会社古島北海道支店

5 落札金額

 a. 36,504,000円

 b. 22,896,000円

 c. 34,030,800円

　　ター

　　札幌市中央区北1条東13丁目

 j. 北海道エナジティック株式会社

　　札幌市白石区東札幌3条1丁目1番18号

 h. 11,858,400円

 i.  2,505,600円

 j. 74,926,080円

6 落札者を決定した手続

 d. 22,377,600円

 e. 22,291,200円

 f. 17,884,800円

 g. 26,287,200円

　　　　　　　　　　落札者等の告示

　一般競争入札

7 入札の告示を行った日

　平成26年4月30日

て、下記のとおり告示する。

　　平成26年6月30日

札幌市水道局告示第122号　　　

　

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい

　　高さ150mm  その2　1,600個

 b. 水道用レジンコンクリート製下桝　中部壁

　　高さ200mm  その2　1,500個

 c．水道用レジンコンクリート製下桝　下部壁

　　　　　　　　　　　　　記

1 調達をする物品等の名称及び数量

 a. 水道用レジンコンクリート製下桝　上部壁

  　高さ100mm  その2  　900個

2 調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

  札幌市水道局総務部総務課　札幌市中央区大通東11丁目

　　高さ150mm  その2　1,500個

 d. 水道用レジンコンクリート製下桝　底版

　　高さ 40mm  その2　1,100個

 e. 水道用レジンコンクリート製下桝　調整リング

4 落札者の氏名及び住所

 a. 扶桑物産株式会社

　　札幌市白石区米里1条3丁目6番20号

 b. 扶桑物産株式会社

　

3 落札者を決定した日

  平成26年6月12日

    札幌市北区新川4条4丁目1番40号

 e. 扶桑物産株式会社

　　札幌市白石区米里1条3丁目6番20号

　　札幌市白石区米里1条3丁目6番20号

 c. 橋本総業株式会社北海道支店

　　札幌市白石区中央3条3丁目1番1号

 d. 北海道管材株式会社

 d. 12,474,000円

 e. 10,497,600円

6 落札者を決定した手続

5 落札金額

 a. 18,662,400円

 b. 17,010,000円

 c. 20,574,000円

　　　　　　　　　　落札者等の告示

　一般競争入札

7 入札の告示を行った日

  平成26年5月15日

て、下記のとおり告示する。

　　平成26年6月30日                                

札幌市水道局告示第123号　　　

　

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令の適用を受ける調達契約に係る落札者等につい
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　 　　　　　　　　　　　　 札幌市水道事業管理者
　　　　　　　　　　　　　　水道局長　長利　秀則

2 調達に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　札幌市水道局総務部総務課　札幌市中央区大通東11丁目

3 落札者を決定した日

　平成26年6月12日

　　　　　　　　　　　　　記

1 調達をする物品等の名称及び数量

　水道用ねじ式仕切弁筺　 その2　1,600個

　53,568,000円

6 落札者を決定した手続

　一般競争入札

7 入札の告示を行った日

4 落札者の氏名及び住所

　扶桑物産株式会社

　札幌市白石区米里1条3丁目6番20号

5 落札金額

　平成26年5月15日
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