
 

 

 

 

建物の清掃、警備その他の役務契約等のうち、各局（区）にて令和３年 10 月か

ら令和３年 12 月にかけて競争入札を行う予定の案件について、次のとおりお知ら

せいたします。 

 なお、企業局（交通局、水道局及び病院局）における役務契約等の発注見通しに

つきましては、各企業局ホームページにてご確認ください。 

 

 発注見通し一覧表 

１ 複数年契約（履行期間１年超）を行う役務契約等       計 10件

２ 一般競争入札を行う役務契約等                計 127件 

 

◆ 発注見通しの一覧表については、次ページ以降を参照してください。 

   一覧表に掲載している役務等に関するお問合せにつきましては、案件毎に掲

載の担当課にお問合せください。 

 

 

 

〔注意〕 

① 発注見通しの公表内容は、公表時点での予定となっています。そのため、実

際の発注時には、内容の変更又は発注の取消を行う場合があります。 

② 公表時点で把握しているものを掲載しております。そのため、掲載した案件

以外にも発注を行う場合があります。 

③ 各局（区）の調達案件のうち、契約管理課にて入札手続き等を実施予定の案

件については、別途発注見通し一覧を掲載しております。 

 

 

 

【お問合せ先】    札幌市財政局管財部契約管理課   電話 011-211-2152 

 

役 務 契 約 等 に お け る 発 注 見 通 し の 公 表 に つ い て 

（ 各 局 （ 区 ） に て 入 札 を 実 施 す る 案 件 ） 



役務契約等における競争入札案件の発注見通し(入札予定時期：令和３年10月～令和３年12月)

  １　複数年契約（履行期間１年超）を行う役務契約等　　計10件

調達契約の名称 調達契約の概要 予定履行期間 予定契約方法
告示予定時期
(指名予定時期)

契約担当課名・電話番号

口座振替データ伝送業務

本業務は、札幌市（以下「市」という。）の口座振替による収納事
務において必要となる市と金融機関との口座振替データの連携
について、総合行政ネットワーク（以下「LGWAN」という。）回線を
利用して、安全かつ効率的に行うことを目的とする。

契約締結日～
令和６年３月３１日

一般競争入札 令和３年９月下旬
会計室
出納課
（電話211-2144）

札幌市本庁舎構内電話機及び付帯設備２ 本庁舎４階～７階の電話機及び付帯設備の賃貸借
令和４年３月１日～
令和１０年２月２９日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１２月上旬
総務局行政部
庁舎管理課
（電話211-2052）

札幌市納税お知らせセンター管理運営業務
市税の滞納者に対して、初期催告業務を行い、収入率
の向上及び滞納の圧縮を図る

令和４年６月１日～
令和７年５月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１２月中旬
財政局税政部
納税指導課
（電話211-2292）

廃スプレー缶類処理業務
（白石・駒岡・発寒の３ブロックに分けて委託する。）

本市（清掃事務所等）がごみステーションから収集したス
プレー缶類を、環境に配慮し、かつ安全性を担保できる
専用処理機を使用して処理するもの

令和４年４月１日～
令和９年３月３１日

一般競争入札 令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
業務課
（電話211-2916）

プラスチック選別センター運転業務
中沼プラスチック選別センターおいて、分別収集した容器包装
プラスチックのリサイクルを図るため、国が定める分別基準に適
合するよう、受入・選別・圧縮梱包・保管等の処理を行うもの

令和４年４月１日～
令和７年３月３１日

一般競争入札
（総合評価）

令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
施設管理課
（電話211-2922）

雑がみ選別センター運転業務
雑がみ選別センターにおいて分別収集した雑がみのリ
サイクルを図るため、選別処理基準に適合するよう、受
入・選別・圧縮梱包・保管等の処理を行うもの

令和４年４月１日～
令和７年３月３１日

一般競争入札
（総合評価）

令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
施設管理課
（電話211-2922）

白石清掃工場灰処理施設運転管理等業務
白石清掃工場灰処理施設の運転管理を行うとともに、
施設から排出される焼却物等の排出処理及び施設の維
持管理を行うもの

令和４年４月１日～
令和７年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月上旬
環境局環境事業部
白石清掃工場
（電話876-1710）

札幌市地下水メーター等検針業務
地下水揚水量測定機器の検針及び控除（減量・減額）
用測定機器の検針並びに付帯業務

令和４年４月１日～
令和７年３月３１日

一般競争入札 令和３年１１月上旬
下水道河川局経営管理部
財務課
（電話818-3412）

定山渓水再生プラザ運転管理業務 定山渓水再生プラザの運転管理業務
令和４年４月１日～
令和８年３月３１日

一般競争入札
（総合評価）

令和３年１１月下旬
下水道河川局事業推進部
豊平川水処理センター
（電話871-5121）

中央図書館及び地区図書館用自動体外式除細動器
（AED)賃貸借

中央図書館及び地区図書館７館に設置する自動体外式
除細動器（ＡＥＤ）の借受

令和３年１１月１日～
令和８年１０月３１日

一般競争入札 令和３年９月中旬
教育委員会中央図書館
運営企画課
（電話512-7330）

　２　一般競争入札を行う役務契約等　　計127件

調達契約の名称 調達契約の概要 予定履行期間 予定契約方法
告示予定時期
(指名予定時期)

契約担当課名・電話番号

中央区他土砂災害避難地図作成業務
中央区他の新たな土砂災害警戒区域の指定状況を踏
まえ、土砂災害避難地図データを作成する。

令和３年１０月下旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年９月下旬
危機管理対策室危機管理対策部
危機管理対策課
（電話211-3062）

令和３年度地域防災計画及び避難指示等の判断・伝達
マニュアル修正等業務

地域防災計画（風水害対策編）、及び避難指示等の判
断伝達マニュアルの修正等を行う

令和３年１２月中旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１１月中旬
危機管理対策室危機管理対策部
危機管理対策課
（電話211-3062）

インターネット分離ライセンス
インターネット分離環境に必要なソフトウェア（Citrix）の
ライセンス

令和３年１０月中旬～
令和３年１１月下旬

一般競争入札
（政府調達）

令和３年９月中旬
総務局情報システム部
システム調整課
（電話826-6479）

共有資源基盤バックアップ機器保守ライセンス
共有資源基盤のバックアップ機器（Netapp）の保守ライ
センス

令和３年１０月中旬～
令和３年１１月下旬

一般競争入札 令和３年９月中旬
総務局情報システム部
システム調整課
（電話826-6479）

共有資源基盤NW環境保守ライセンス 共有資源基盤に導入しているVMwareNSXのライセンス
令和３年１１月初旬～
令和３年１２月１８日

一般競争入札
（政府調達）

令和３年９月下旬
総務局情報システム部
システム調整課
（電話826-6479）

共有資源基盤機器保守ライセンス
共有資源基盤のハードウェアであるNutanixの保守ライ
センス

令和３年１１月中旬～
令和４年１月３１日

一般競争入札 令和３年９月下旬
総務局情報システム部
システム調整課
（電話826-6479）

札幌市本庁舎構内除排雪業務委託 本庁舎構内（車路・西側駐車場等）の除排雪業務
令和３年１２月１日～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
総務局行政部
庁舎管理課
（電話211-2052）

住民基本台帳ネットワークシステム中間サーバ保守業
務

住民基本台帳ネットワークシステム中間サーバの機器
保守業務

令和３年１２月１日～
令和４年１１月３０日

一般競争入札 令和３年１０月中旬
総務局情報システム部
システム管理課
（電話826-6748）

外部記憶媒体等制御ソフトウェア保守ライセンス SKYSEAの保守ライセンス
令和４年１月初旬～
令和４年３月上旬

一般競争入札
（政府調達）

令和３年１０月下旬
総務局情報システム部
システム調整課
（電話826-6479）

「メディアMIX SAPPORO」敷地除雪業務 メディアMIX SAPPOROの敷地内の除雪業務
令和３年１２月１日～
令和４年３月３１日

一般競争入札 令和３年１０月下旬
総務局情報システム部
システム調整課
（電話826-6279）

国保系収滞納システム改修業務（制度改正対応）
資格証明書・短期被保険者証交付状況表の抽出条件
変更

令和３年１２月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月下旬
総務局情報システム部
システム管理課
（電話826-6759）

軽自動車税システム改修業務（令和３年度制度改正対
応）

令和３年度制度改正への対応
令和４年１月上旬～
令和４年１２月下旬

一般競争入札 令和３年１１月中旬
総務局情報システム部
システム管理課
（電話826-6759）

税収納システム改修業務（令和３年度制度改正対応） 令和３年度制度改正への対応
令和４年１月上旬～
令和４年１２月下旬

一般競争入札 令和３年１１月中旬
総務局情報システム部
システム管理課
（電話826-6759）

札幌市本庁舎厨房ダクト点検清掃業務
札幌市本庁舎の厨房に設置している排気設備の点検清
掃

令和３年１２月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１１月下旬
総務局行政部
庁舎管理課
（電話211-2052）

複写サービス（本庁舎内）
本庁舎内にモノクロ複写機48台を設置し、複写品を提供
する

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月中旬
総務局行政部
総務課
（電話211-3265）

文書巡回集配業務
本庁舎、教育庁舎及び出先庁舎間を巡回し、逓送袋等
の運搬・交換を行う

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札
（政府調達）

令和３年１２月中旬
総務局行政部
総務課
（電話211-3265）

令和３年度（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画策定
支援業務

（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画の策定を支援す
るために調査・検討を行う業務

令和３年１０月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年９月中旬
まちづくり政策局都市計画部
地域計画課
（電話211-2545）

（仮称）令和2年度モエレ沼公園・サッポロさとらんど周辺
地区景観まちづくりイラスト作成業務

モエレ沼公園・サッポロさとらんど周辺地区における景
観まちづくり指針の解説書に使用するイラストの作成

令和３年１０月上旬～
令和３年１２月下旬

一般競争入札 令和３年９月下旬
まちづくり政策局都市計画部
地域計画課
（電話211-2545）

（仮称）R3年度真駒内駅周辺地区における景観まちづく
り支援業務

真駒内駅周辺地区における景観まちづくり指針の検討・
作成業務

令和３年１０月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年９月下旬
まちづくり政策局都市計画部
地域計画課
（電話211-2545）

令和３年度（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画策定
関連業務

（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画の策定を支援す
るために広報資料等の作成を行う業務

令和３年１１月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月中旬
まちづくり政策局都市計画部
地域計画課
（電話211-2545）



調達契約の名称 調達契約の概要 予定履行期間 予定契約方法
告示予定時期
(指名予定時期)

契約担当課名・電話番号

札幌市税のコンビニエンスストア等での収納業務
札幌市が発行した、CVS収納用バーコードが付されてい
る納付書に基づき、札幌市税の収納をコンビニエンスス
トア等で行う

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札
（事前審査型）

令和３年１０月下旬
財政局税政部
税制課
（電話211-2282）

令和３年度給与支払報告書等のシステム登録前作業及
び償却資産申告書収受作業等

令和４年１月下旬から同年３月初旬にかけて札幌市中
央市税事務所で行う委託業務

令和４年１月下旬～
令和４年３月上旬

一般競争入札 令和３年１１月上旬
財政局税政部
市民税課
011-211-2272

平岸プール採暖室保全業務
採暖室の扉、壁などについて、破損している箇所を保全
する

令和３年１１月上旬～
令和４年１月中旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
スポーツ局スポーツ部
施設課
（電話211-3045）

平岸プールシャワー室グレーチング等保全業務
シャワー室のグレーチングが変形しているため、保全す
る

令和３年１１月上旬～
令和４年１月中旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
スポーツ局スポーツ部
施設課
（電話211-3045）

札幌ドームネットワーク設備保全業務 レイヤースイッチやファイアウォールを取り替える業務
令和３年１０月下旬～
令和４年３月１４日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
スポーツ局スポーツ部
施設課
（電話211-3045）

平岸プールアリーナキャットウォーク保全業務
アリーナ天井裏のキャットウォークの手すりについて、是
正勧告に従い高さの変更を行う

令和３年１１月中旬～
令和４年１月中旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月下旬
スポーツ局スポーツ部
施設課
（電話211-3045）

介護給付費通知書等出力及び封入封緘委託業務
介護保険サービスを利用した対象者に対し、サービス費
用や自己負担額等が記載された通知を年１回送付す
る。

令和３年１０月１日～
令和３年１２月３１日

一般競争入札 令和３年９月下旬
保健福祉局高齢保健福祉部
介護保険課
（電話211-2547）

令和３年度札幌市子ども発達支援総合センター除排雪
業務

センター敷地内の除排雪を行う
令和３年１１月１日～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
保健福祉局障がい保健福祉部子ども
発達支援総合センター地域支援課
（電話821-0070）

令和４年度敬老優待乗車証帳票（納付書）印字及び事
後処理業務（年次）

利用者負担金納付書に宛名等の情報を印字し、同封物
とともに封入封緘し、各区への配送をそれぞれ行う

令和３年１２月３日～
令和４年３月３１日

一般競争入札 令和３年１０月下旬
保健福祉局高齢保健福祉部
高齢福祉課
（電話211-2976）

令和３年度がん検診受診勧奨ハガキ
印字・圧着・差出業務

受診勧奨ハガキの宛名印字・圧着・差出業務
令和３年１２月上旬～
令和４年１月下旬

一般競争入札 令和３年１１月上旬
保健福祉局保健所
健康企画課
（電話622-5151）

精神保健福祉センター新事務室レイアウト等調整業務
精神保健福祉センターに新事務室を用意するためのレ
イアウト等の調整業務

令和４年１月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１２月上旬
保健福祉局障がい保健福祉部
障がい福祉課
（電話211-2936）

札幌市検診情報システム管理運用業務 当該システムへの委託検診データ入出力等の業務
令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月上旬
保健福祉局保健所
健康企画課
（電話622-5151）

札幌市子ども心身医療センター医局等秘書業務
円滑なセンター運営のため、医局において医師等の秘
書的業務を適正に遂行する

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１２月中旬
保健福祉局障がい保健福祉部子ども
発達支援総合センター地域支援課
（電話821-0070）

札幌市子ども心身医療センター及び発達医療センター
患者受付・会計等業務

札幌市子ども心身医療センター及び発達医療センター
における患者受付及び診療報酬の請求等について正確
かつ確実に対応する

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１２月中旬
保健福祉局障がい保健福祉部子ども
発達支援総合センター地域支援課
（電話821-0070）

札幌市農業支援センター構内道路除雪業務 農業支援センターの除雪業務
令和３年１１月上旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札 令和３年１０月下旬
経済観光局農政部
農業支援センター
（電話787-2220）

札幌スタイル認証製品カタログ2021原稿制作業務
地域ブランド「札幌スタイル」の認証製品カタログ2021年
版にかかる原稿制作業務

令和３年１１月下旬～
令和４年１月上旬

一般競争入札 令和３年１１月上旬
経済観光局国際経済戦略室
ものづくり・健康医療産業担当課
（電話211-2392）

二見公園トイレ清掃及び維持管理業務
改築後の二見公園トイレについて、清掃や維持管理等
を実施

令和３年１１月頃～
令和４年３月３１日

一般競争入札 令和３年１１月中旬
経済観光局観光・MICE推進部
観光・MICE推進課
（電話211-2376）

二見公園等除雪業務
冬期間について、二見公園内の通路及びトイレ周辺の
除雪を実施

令和３年１２月頃～
令和４年３月３１日

一般競争入札 令和３年１１月中旬
経済観光局観光・MICE推進部
観光・MICE推進課
（電話211-2376）

さとらんどセンターハウスレイアウト変更業務
さとらんど内のセンターハウスについて、視聴覚室等の
レイアウト変更を行う

令和３年１２月下旬～
令和４年２月下旬

一般競争入札 令和３年１１月中旬
経済観光局農政部
農政課
（電話211-2406）

発寒破砕工場ハンマーほか整備業務 発寒破砕工場ハンマーほかの整備業務
令和３年１０月上旬～
令和３年１１月下旬

一般競争入札 令和３年９月中旬
環境局環境事業部
発寒清掃工場
（電話667-5311）

中央清掃事務所除雪業務 敷地内の除雪業務
令和３年１１月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
施設整備課
（電話211-2918）

北清掃事務所除雪業務 敷地内の除雪業務
令和３年１１月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
施設整備課
（電話211-2918）

東清掃事務所除雪業務 敷地内の除雪業務
令和３年１１月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
施設整備課
（電話211-2918）

白石清掃事務所除雪業務 敷地内の除雪業務
令和３年１１月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
施設整備課
（電話211-2918）

豊平・南清掃事務所・駒岡清掃工場除雪業務 敷地内の除雪業務
令和３年１１月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
施設整備課
（電話211-2918）

西清掃事務所・発寒清掃工場除雪業務 敷地内の除雪業務
令和３年１１月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
施設整備課
（電話211-2918）

篠路破砕工場・廃棄物空気輸送センター除雪業務 敷地内の除雪業務
令和３年１１月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
施設整備課
（電話211-2918）

旧豊平清掃事務所除雪業務 敷地内の除雪業務
令和３年１１月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
施設整備課
（電話211-2918）

発寒清掃工場クレーン設備定期整備業務 発寒清掃工場クレーン設備の点検及び整備
令和３年１１月上旬～
令和３年１２月下旬

一般競争入札 令和３年１０月上旬
環境局環境事業部
発寒清掃工場
（電話667-5311）

こども環境コンテスト運営業務 こども環境コンテストの運営業務として 令和３年１０月下旬 一般競争入札 令和３年１０月上旬
環境局環境都市推進部
環境政策課
（電話211-2877）

令和3年分集団資源回収実績報告受付業務
集団資源回収実施団体から提出される、令和3年1月～
12月分の実績報告書・回収伝票の受付及びその入力、
実績報告確認書の送付

令和３年１１月下旬～
令和４年２月中旬

一般競争入札 令和３年１０月中旬
環境局環境事業部
循環型社会推進課
（電話211-2928）

山本処理場除雪業務 山本処理場の除雪を行う
令和３年１１月１日～
令和４年３月２５日

一般競争入札 令和３年１０月中旬
環境局環境事業部
処理場管理事務所
（電話783-5314）

山口処理場除雪業務 山口処理場の除雪を行う
令和３年１１月１日～
令和４年３月２５日

一般競争入札 令和３年１０月中旬
環境局環境事業部
処理場管理事務所
（電話783-5314）

駒岡清掃工場4分析計点検整備業務 排ガス分析計の点検整備業務
令和３年１１月下旬～
令和４年３月１９日

一般競争入札 令和３年１０月中旬
環境局環境事業部
駒岡清掃工場
（電話582-9733）

令和３年度札幌市自動車交通騒音面的評価業務
自動車交通騒音の面的評価、環境省指定の報告様式
データ作成及びホームページ用資料作成

令和３年１１月下旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月下旬
環境局環境都市推進部
環境対策課
（電話211-2882）



調達契約の名称 調達契約の概要 予定履行期間 予定契約方法
告示予定時期
(指名予定時期)

契約担当課名・電話番号

白石清掃工場3号焼却設備定期整備業務 3号焼却設備の安定した稼働の確保を目的とする
令和４年１月上旬～
令和４年６月下旬

一般競争入札 令和３年１１月下旬
環境局環境事業部
白石清掃工場
（電話876-1710）

発寒破砕工場定期整備業務 発寒破砕工場の定期整備業務
令和４年１月中旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１２月中旬
環境局環境事業部
発寒清掃工場
（電話667-5311）

都心北融雪槽運転管理業務 都心北融雪槽の運転管理業務
令和３年１０月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年９月中旬
建設局土木部
道路維持課
（電話211-2632）

新川融雪槽運転管理業務 新川融雪槽の運転管理業務
令和３年１０月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年９月中旬
建設局土木部
道路維持課
（電話211-2632）

八軒下水道管投雪施設運転管理業務 八軒下水道管投雪施設の運転管理業務
令和３年１０月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年９月中旬
建設局土木部
道路維持課
（電話211-2632）

発寒下水道管投雪施設等運転管理業務 発寒下水道管投雪施設等の運転管理業務
令和３年１０月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年９月中旬
建設局土木部
道路維持課
（電話211-2632）

伏古川融雪管運転管理業務 伏古川融雪管の運転管理業務
令和３年１０月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年９月中旬
建設局土木部
道路維持課
（電話211-2632）

創成川融雪管運転管理業務 創成川融雪管の運転管理業務
令和３年１０月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年９月中旬
建設局土木部
道路維持課
（電話211-2632）

門型標識更新設計調査業務
北５条西２５丁目の門型標識更新に向け
設計及び調査を行う

令和３年１０月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年９月中旬
建設局土木部
道路維持課
（電話211-2632）

都市計画道路事業に係る費用便益分析検討業務
事業着手から10年が経過し、事業再評価の対象となる
路線の費用便益分析を行う

令和３年１０月１３日～
令和４年１月３１日

一般競争入札 令和３年９月下旬
建設局土木部
道路課
（電話211-2617）

自転車冬期保管業務
無料駐輪場３施設の自転車冬期保管の申請受付、使用
料の受領、自転車の受入及び引渡、それに関する問い
合わせ対応を行う

令和３年１０月下旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札 令和３年１０月下旬
建設局総務部
自転車対策担当課
（電話211-2456）

札幌市公園緑地地図作成業務 最新年度に対応した公園緑地地図の作成
令和３年１１月下旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１０月下旬
建設局みどりの推進部
みどりの推進課
（電話211-2533）

通常損失補償標準単価等策定に係る市場価格等調査
業務

公共用地の取得に伴う通常損失の補償単価等を策定す
るための各種市場価格等の調査

令和３年１２月上旬～
令和４年２月中旬

一般競争入札 令和３年１１月上旬
建設局総務部
用地管理課
（電話211-2552）

下水道河川局庁舎駐車場等除雪業務
下水道河川局庁舎駐車場等（対象範囲約1,000㎡）の除
雪

契約締結日～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局経営管理部
経営企画課
（電話818-3452）

暗渠河川調査業務 暗渠河川管内の状態の調査
令和３年１０月下旬～
令和４年１月下旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
河川管理課
（電話：818-3415）

サクシュ琴似川導水管調査業務 導水管更新のための調査業務
令和３年１０月下旬～
令和４年２月下旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
河川管理課
（電話：818-3415）

暗渠河川人孔修繕業務 暗渠河川の人孔蓋の修繕
令和３年１０月下旬～
令和４年１月下旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
河川管理課
（電話：818-3415）

東部下水管理センター構内除排雪業務 構内の除雪及び排雪運搬
令和３年１０月下旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
東部下水管理センター
（電話865-7121）

西部下水管理センター構内除排雪業務 構内の除雪及び排雪運搬
令和３年１０月下旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
西部下水管理センター
（電話641-8671）

下水道施設図面等のデータ化及び登録業務
各水再生プラザ等に保管している紙図面の電子データ
化及び下水道施設図面検索システムへの登録

令和３年１１月中旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
処理施設課
（電話　818-3431）

創成川水再生プラザ構内除雪業務 構内の除雪及び指定場所への堆積並びに運搬排雪
令和３年１１月１日～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
創成川水処理センター
（電話736-6371）

茨戸水再生プラザ構内除雪業務 構内の除雪及び指定場所への堆積
令和３年１１月１日～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
創成川水処理センター
（電話736-6371）

茨戸東部中継ポンプ場ほか１施設構内除雪業務 構内の除雪及び指定場所への堆積
令和３年１１月１日～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
創成川水処理センター
（電話736-6371）

豊平川水再生プラザほか３施設構内除雪業務 構内の除雪及び指定場所への堆積並びに運搬排雪
令和３年１１月１日～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
豊平川水処理センター
（電話871-5121）

新川水再生プラザ構内除雪業務 構内の除雪及び指定場所への堆積並びに運搬排雪
令和３年１１月１日～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
新川水処理センター
（電話611-5305）

手稲水再生プラザほか１施設構内除雪業務 構内の除雪及び指定場所への堆積並びに運搬排雪
令和３年１１月１日～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
下水道河川局事業推進部
新川水処理センター
（電話611-5305）

河川資材等価格実勢調査業務
河川工事等に使用する各種資材等に係る市況実勢価
格の調査

令和３年１１月下旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月下旬
下水道河川局事業推進部
河川事業課
（電話818-3414）

下水道資材（一般資材）実勢価格動向調査 下水道資材（一般資材）に係る実勢価格の調査
令和３年１１月下旬～
令和４年３月中旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１１月上旬
下水道河川局事業推進部
管路保全課
（電話818-3451）

下水道資材（更生管材）実勢価格動向調査 下水道資材（更生管材）に係る実勢価格の調査
令和３年１１月下旬～
令和４年３月中旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１１月上旬
下水道河川局事業推進部
管路保全課
（電話818-3451）

水再生プラザ等保温材石綿含有調査業務
水再生プラザで使用されている保温材の石綿含有に係
る目視調査及び定性分析並びに飛散防止の養生及び
修復

令和３年１２月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１１月上旬
下水道河川局事業推進部
処理施設課
（電話　818-3431）

定山渓水再生プラザ濃縮運搬業務 定山渓水再生プラザで発生する濃縮汚泥の運搬
令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札
（政府調達）

令和３年１１月上旬
下水道河川局事業推進部
豊平川水処理センター
（電話871-5121）

下水道河川局庁舎非常放送盤内機器更新業務 下水道河川局庁舎の非常放送設備機器の更新
契約締結日～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１１月中旬
下水道河川局経営管理部
経営企画課
（電話818-3452）

下水処理施設沈砂等運搬業務
下水処理施設から発生する沈砂、スクリーンかす等の
運搬

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札
（政府調達）

令和３年１２月中旬
下水道河川局事業推進部
処理施設課
（電話818-3431）

北区役所及び北区民センター除排雪業務 施設構内の除雪を委託するもの。
令和３年１０月下旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札 令和３年９月下旬
北区市民部
総務企画課
（電話757-2403）

東区役所等駐車場除排雪業務
東区役所・東区民センター駐車場及び伏古本町まちづく
りセンター駐車場の除排雪を行う

令和３年１１月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月中旬
東区市民部
総務企画課
（電話741-2409）



調達契約の名称 調達契約の概要 予定履行期間 予定契約方法
告示予定時期
(指名予定時期)

契約担当課名・電話番号

東区土木センター構内除雪業務 東区土木センター構内の除雪
令和３年１１月下旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札 令和３年１１月上旬
東区土木部
維持管理課
（電話781-3521）

豊平区土木センター除排雪業務 豊平区土木センター内の構内除排雪を行うもの
令和３年１１月２１日～
令和４年３月２５日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月下旬
豊平区土木部
維持管理課
（電話851-1681）

令和３年度清田区総合庁舎除雪業務 清田区総合庁舎駐車場等の除雪業務
令和３年１１月下旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月中旬
清田区市民部
総務企画課
（電話889-2006）

西区役所構内等除排雪業務
西区役所・西区民センター構内等及び西区役所レンタ
カー駐車場の除雪・排雪業務

令和３年１１月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
西区市民部
総務企画課
（電話641-6921）

西町まちづくりセンター・西町会館及び西野まちづくりセ
ンター・昭和会館駐車場除排雪業務

西町まちづくりセンター・西町会館及び西野まちづくりセ
ンター・昭和会館駐車場の除雪・排雪業務

令和３年１１月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月上旬
西区市民部
総務企画課
（電話641-6921）

西区土木センター維持管理業務（構内除雪） 西区土木センター敷地内の除排雪業務
令和３年１２月上旬～
令和４年３月下旬

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１１月上旬
西区土木部
維持管理課
（電話667-3201）

手稲区総合庁舎構内除雪・融雪業務
手稲区総合庁舎駐車場内及び敷地内歩道の除雪・融雪
作業

令和３年１１月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札 令和３年１０月中旬
手稲区市民部
総務企画課
（電話681-2425）

手稲区土木センター構内除雪業務 手稲区土木センター構内の除雪業務
令和３年１１月中旬～
令和４年３月３１日

一般競争入札
（事後審査型）

令和３年１０月中旬
手稲区土木部
維持管理課
（電話681-4011）

教育センター移転業務
ORE札幌ビル及びリフレサッポロからちえりあへの移転
業務

令和４年１月下旬～
令和４年２月上旬

一般競争入札 令和３年１０月上旬
教育委員会学校教育部
教育推進課
（電話211-3851）

アドビクリエイティブクラウドライセンス
高等学校及び特別支援学校で使用する「Adobe
Creative Cloud」のライセンス1年分

令和３年１０月下旬～
令和３年１１月２６日

一般競争入札 令和３年１０月中旬
教育委員会生涯学習部
総務課
（電話211-3826）

小学校教育用コンピュータ・システム設定業務
小学校教育用コンピュータ・システム機器一式の各種設
定等を行う業務（17校）

令和３年１１月下旬～
令和４年１月下旬

一般競争入札 令和３年１０月下旬
教育委員会生涯学習部
総務課
（電話211-3826）

学校用ネットワーク認証ソフトウェアライセンス
学校にて使用するネットワーク認証ソフトウェアライセン
スの調達

令和４年１月中旬～
令和４年３月中旬

一般競争入札 令和３年１１月中旬
教育委員会生涯学習部
総務課
（電話211-3826）

ウイルス対策ソフトウェアライセンス
学校にて使用するウイルス対策ソフトウェアライセンスの
調達

令和４年１月中旬～
令和４年３月中旬

一般競争入札 令和３年１１月中旬
教育委員会生涯学習部
総務課
（電話211-3826）

高等学校等教育・校務用ソフトウェア
高等学校及び特別支援学校の調達希望ソフトウェアの
うち、市教委一括調達分

令和３年１２月中旬～
令和４年２月４日

一般競争入札 令和３年１１月中旬
教育委員会生涯学習部
総務課
（電話211-3826）

高等学校・特別支援学校ホームページ
作成用ソフトウェアライセンス

高等学校及び特別支援学校のホームページ作成CMS
「OpenSchool CMS」のライセンス1年分

令和３年１２月中旬～
令和４年３月１１日

一般競争入札 令和３年１１月中旬
教育委員会生涯学習部
総務課
（電話211-3826）

令和４年度市立高校生心臓検診業務 市立高等学校で実施する心臓検診業務
令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１１月中旬
教育委員会生涯学習部
保健給食課
（電話211-3841）

令和４年度市立高校生結核検診業務 市立高等学校で実施する結核検診業務
令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１１月中旬
教育委員会生涯学習部
保健給食課
（電話211-3841）

セキュリティ対策ソフトウェアライセンス
学校にて使用するセキュリティ対策用ソフトウェアライセ
ンスの調達

令和３年１１月中旬～
令和４年３月中旬

一般競争入札
（政府調達）

令和３年１１月下旬
教育委員会生涯学習部
総務課
（電話211-3826）

蒸気回転釜撤去・設置等業務
学校給食室に設置している既存の蒸気回転釜の撤去、
新たに納品となる蒸気回転釜の設置、異なる学校間で
の蒸気回転釜の移設等を行う業務

令和３年１２月下旬～
令和４年１月下旬

一般競争入札 令和３年１１月下旬
教育委員会生涯学習部
保健給食課
（電話211-3833）

食器洗浄機撤去・設置等業務
学校給食室に設置している既存の食器洗浄機の撤去、
新たに納品となる食器洗浄機の設置、異なる学校間で
の食器洗浄機の移設等を行う業務

令和３年１２月下旬～
令和４年１月下旬

一般競争入札 令和３年１１月下旬
教育委員会生涯学習部
保健給食課
（電話211-3833）

蒸気式食器消毒保管庫撤去・設置等業務
学校給食室に設置している既存の蒸気式食器消毒保管庫の撤
去、新たに納品となる蒸気式食器消毒保管庫の設置、異なる学
校間での蒸気式食器消毒保管庫の移設等を行う業務

令和３年１２月下旬～
令和４年１月下旬

一般競争入札 令和３年１１月下旬
教育委員会生涯学習部
保健給食課
（電話211-3833）

コンベクションオーブン撤去・設置等業務
学校給食室に設置している既存のコンベクションオーブンの撤
去、新たに納品となるコンベクションオーブンの設置、異なる学
校間でのコンベクションオーブンの移設等を行う業務

令和３年１２月下旬～
令和４年１月下旬

一般競争入札 令和３年１１月下旬
教育委員会生涯学習部
保健給食課
（電話211-3833）

札幌市立学校産業廃棄物処分業務（中央区・西区） 札幌市立学校（中央区・西区）の産業廃棄物処分業務
令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札
（政府調達）

令和３年１２月上旬
教育委員会生涯学習部
学校施設課
（電話211-3831）

札幌市立学校産業廃棄物処分業務（東区・白石区） 札幌市立学校（東区・白石区）の産業廃棄物処分業務
令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札
（政府調達）

令和３年１２月上旬
教育委員会生涯学習部
学校施設課
（電話211-3831）

札幌市立学校産業廃棄物処分業務（厚別区・豊平区）
札幌市立学校（厚別区・豊平区）の産業廃棄物処分業
務

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札
（政府調達）

令和３年１２月上旬
教育委員会生涯学習部
学校施設課
（電話211-3831）

札幌市立学校産業廃棄物処分業務（清田区・南区） 札幌市立学校（清田区・南区）の産業廃棄物処分業務
令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札
（政府調達）

令和３年１２月上旬
教育委員会生涯学習部
学校施設課
（電話211-3831）

札幌市立学校産業廃棄物処分業務（北区・手稲区） 札幌市立学校（北区・手稲区）の産業廃棄物処分業務
令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札
（政府調達）

令和３年１２月上旬
教育委員会生涯学習部
学校施設課
（電話211-3831）

図書・情報館商用データベース（４種） 図書・情報館商用データベース（４種）の調達
令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月上旬
教育委員会中央図書館
運営企画課
（電話512-7330）

図書・情報館商用データベース（ｅｏｌ　企業情報サービ
ス）

図書・情報館商用データベース（ｅｏｌ　企業情報サービ
ス）の調達

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月上旬
教育委員会中央図書館
運営企画課
（電話512-7330）

図書・情報館商用データベース（聞蔵Ⅱビジュアル）
図書・情報館商用データベース（聞蔵Ⅱビジュアル）の
調達

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月上旬
教育委員会中央図書館
運営企画課
（電話512-7330）

図書・情報館商用データベース（日経ＢＰ記事検索サー
ビス）

図書・情報館商用データベース（日経ＢＰ記事検索サー
ビス）の調達

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月上旬
教育委員会中央図書館
運営企画課
（電話512-7330）

図書・情報館商用データベース（Ｍｐａｃ） 図書・情報館商用データベース（Ｍｐａｃ）の調達
令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月上旬
教育委員会中央図書館
運営企画課
（電話512-7330）

令和３年度札幌市図書・情報館１階カウンター運営業務
令和３年度札幌市図書・情報館１階カウンターの運営業
務

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月上旬
教育委員会中央図書館
運営企画課
（電話512-7330）

Sapporo Window サイネージシステム運用保守業務 Sapporo Window サイネージシステムの運用保守業務
令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月上旬
教育委員会中央図書館
運営企画課
（電話512-7330）

令和４年度用健康診断諸用紙及び器材等仕分け・発送
業務

令和４年度用の健康診断関係諸用紙及び器材等を学
校（園）別に仕分け、発送する業務

令和４年２月１日～
令和４年３月２５日

一般競争入札 令和３年１２月下旬
教育委員会生涯学習部
保健給食課
（電話211-3841）
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図書館資料等配送・仕分業務
図書館施設間における図書館資料等を配送・仕分する
業務

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月下旬
教育委員会中央図書館
運営企画課
（電話512-7330）

利用者向け複写サービス用複合機及びコインラック保守
管理業務

中央図書館及び地区図書館における複合機の保守管
理と消耗品供給を行う業務

令和４年４月１日～
令和５年３月３１日

一般競争入札 令和３年１２月下旬
教育委員会中央図書館
運営企画課
（電話512-7330）

【注意】

１　発注見通しの公表内容は、公表時点での予定となっています。そのため、実際の発注時には、内容の変更又は発注の取消を行う場合があります。
２　公表時点で把握しているものを掲載しております。そのため、掲載した案件以外にも発注を行う場合があります。
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