
令和2年度履行契約一覧
 件　　名 告示（公開）日 開札日

1  電車事業所庁舎及び六条変電所設備保守点検業務  令和2年3月2日  令和2年3月16日

2  路面電車軌道施設維持・除雪業務  令和2年3月2日  令和2年3月17日

3  路面電車軌道施設点検・保全業務  令和2年3月2日  令和2年3月16日

4  路面電車停留場施設維持・保全業務  令和2年3月2日  令和2年3月16日

5  路面電車車内広告物掲出業務  令和2年3月2日  令和2年3月16日

6  路面電車部品（制輪子1）＜2020単価契約＞  令和2年3月2日  令和2年3月16日

7 路面電車部品（接触子2）＜2020単価契約＞  令和2年3月2日  令和2年3月16日

8  電動機枠改修＜2020単価契約＞  令和2年3月2日  令和2年3月16日

9  路面電車外板補修＜2020単価契約＞  令和2年3月2日  令和2年3月16日

10  台車梁補修＜2020単価契約＞  令和2年3月2日  令和2年3月16日

11  路面電車軌道敷舗装修繕業務＜2020単価契約＞  令和2年3月2日  令和2年3月17日

12  路面電車軌道敷路面外維持管理業務＜2020単価契約＞  令和2年3月2日  令和2年3月12日

13  路面電車部品（制輪子2）＜2020単価契約＞  令和2年3月2日  令和2年3月10日

14  路面電車部品（制輪子3）＜2020単価契約＞  令和2年3月2日  令和2年3月10日

15  路面電車部品（制輪子4）＜2020単価契約＞  令和2年3月2日  令和2年3月10日

16  路面電車部品(接触子1）＜2020単価契約＞  令和2年3月2日  令和2年3月10日

17  巡回自動車(リース）  令和2年3月2日  令和2年3月16日

18  自動車車両借り受け＜単価契約＞  令和2年4月7日  令和2年4月13日

19  路面電車部品（接触子2）＜2020単価契約＞  令和2年4月9日  令和2年4月17日

20  市電路線図  令和2年4月14日  令和2年4月20日

21  駅周辺地図  令和2年4月21日  令和2年4月27日

22  採用試験実施に係る広告物  令和2年4月27日  令和2年5月8日

23  「地下鉄・路面電車子ども絵画展2020」周知ポスター及びチラシ  令和2年4月27日  令和2年5月8日

24  LED発光標示板  令和2年5月12日  令和2年5月18日

25  路面電車広告メディアガイド  令和2年5月12日  令和2年5月18日

26  キーボックス（48個吊）  令和2年5月12日  令和2年5月18日

27  作業用制服  令和2年5月12日  令和2年5月18日

28  ベアリング  令和2年5月26日  令和2年6月1日

29  各種古紙売却(単価契約)  令和2年6月2日  令和2年6月8日

30  客室及び正面ガラス飛散防止フィルム更新業務  令和2年6月4日  令和2年6月15日

31  事務制服  令和2年6月4日  令和2年6月15日

32  西線11条外回り停留場ロードヒーティング盤補修業務  令和2年6月11日  令和2年6月22日

33  接触器電磁コイル  令和2年6月11日  令和2年6月22日

34  配線用遮断器  令和2年6月23日  令和2年6月29日

35  アルカリ蓄電池  令和2年6月25日  令和2年7月6日

36  電車事業所庁舎清掃業務<長期継続契約>  令和2年7月2日  令和2年7月20日

37  路面電車車輪交換業務  令和2年7月2日  令和2年7月13日

38  42型液晶ディスプレイ他一式  令和2年7月7日  令和2年7月13日

39  路面電車停留場設備で使用する電力  令和2年7月9日  令和2年7月29日

40  路面電車停留場設備及び都心線ロードヒーティング運転制御で使用する電力  令和2年7月9日  令和2年7月29日

41  札幌市交通局広告メディアガイド  令和2年7月14日  令和2年7月20日

42  除雪車用ササラ  令和2年7月30日  令和2年8月7日

43  除雪車用ササラ木台  令和2年7月30日  令和2年8月7日

44  ＰＣリース  令和2年7月30日  令和2年8月7日
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https://www.stsp.or.jp/bid/%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%80%e5%ba%81%e8%88%8e%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%85%ad%e6%9d%a1%e5%a4%89%e9%9b%bb%e6%89%80%e8%a8%ad%e5%82%99%e4%bf%9d%e5%ae%88%e7%82%b9%e6%a4%9c%e6%a5%ad%e5%8b%99/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e8%bb%8c%e9%81%93%e6%96%bd%e8%a8%ad%e7%b6%ad%e6%8c%81%e3%83%bb%e9%99%a4%e9%9b%aa%e6%a5%ad%e5%8b%99/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e8%bb%8c%e9%81%93%e6%96%bd%e8%a8%ad%e7%82%b9%e6%a4%9c%e3%83%bb%e4%bf%9d%e5%85%a8%e6%a5%ad%e5%8b%99/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e5%81%9c%e7%95%99%e5%a0%b4%e6%96%bd%e8%a8%ad%e7%b6%ad%e6%8c%81%e3%83%bb%e4%bf%9d%e5%85%a8%e6%a5%ad%e5%8b%99/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e8%bb%8a%e5%86%85%e5%ba%83%e5%91%8a%e7%89%a9%e6%8e%b2%e5%87%ba%e6%a5%ad%e5%8b%99/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e9%83%a8%e5%93%81%ef%bc%88%e5%88%b6%e8%bc%aa%e5%ad%901%ef%bc%89%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e9%83%a8%e5%93%81%ef%bc%88%e6%8e%a5%e8%a7%a6%e5%ad%902%ef%bc%89%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e9%9b%bb%e5%8b%95%e6%a9%9f%e6%9e%a0%e6%94%b9%e4%bf%ae%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e5%a4%96%e6%9d%bf%e8%a3%9c%e4%bf%ae%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e5%8f%b0%e8%bb%8a%e6%a2%81%e8%a3%9c%e4%bf%ae%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e8%bb%8c%e9%81%93%e6%95%b7%e8%88%97%e8%a3%85%e4%bf%ae%e7%b9%95%e6%a5%ad%e5%8b%99%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e8%bb%8c%e9%81%93%e6%95%b7%e8%b7%af%e9%9d%a2%e5%a4%96%e7%b6%ad%e6%8c%81%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%a5%ad%e5%8b%99%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e9%83%a8%e5%93%81%ef%bc%88%e5%88%b6%e8%bc%aa%e5%ad%902%ef%bc%89%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e9%83%a8%e5%93%81%ef%bc%88%e5%88%b6%e8%bc%aa%e5%ad%903%ef%bc%89%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e9%83%a8%e5%93%81%ef%bc%88%e5%88%b6%e8%bc%aa%e5%ad%904%ef%bc%89%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e9%83%a8%e5%93%81%ef%bc%88%e6%8e%a5%e8%a7%a6%e5%ad%901%ef%bc%89%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e5%b7%a1%e5%9b%9e%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%ef%bc%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%ef%bc%89/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e5%80%9f%e3%82%8a%e5%8f%97%e3%81%91%ef%bc%9c%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e9%83%a8%e5%93%81%ef%bc%88%e6%8e%a5%e8%a7%a6%e5%ad%902%ef%bc%89%ef%bc%9c2020%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%9e-2/
https://www.stsp.or.jp/bid/24677/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e9%a7%85%e5%91%a8%e8%be%ba%e5%9c%b0%e5%9b%b3/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e6%8e%a1%e7%94%a8%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e5%ba%83%e5%91%8a%e7%89%a9/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e3%80%8c%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84%e3%83%bb%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e7%b5%b5%e7%94%bb%e5%b1%952020%e3%80%8d%e5%91%a8%e7%9f%a5%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf/
https://www.stsp.or.jp/bid/led%e7%99%ba%e5%85%89%e6%a8%99%e7%a4%ba%e6%9d%bf/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bc%8848%e5%80%8b%e5%90%8a%ef%bc%89/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%94%a8%e5%88%b6%e6%9c%8d/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e3%83%99%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e5%90%84%e7%a8%ae%e5%8f%a4%e7%b4%99%e5%a3%b2%e5%8d%b4%ef%bc%88%e5%8d%98%e4%be%a1%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%89/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e5%ae%a2%e5%ae%a4%e5%8f%8a%e3%81%b3%e6%ad%a3%e9%9d%a2%e3%82%ac%e3%83%a9%e3%82%b9%e9%a3%9b%e6%95%a3%e9%98%b2%e6%ad%a2%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%83%a0%e6%9b%b4%e6%96%b0%e6%a5%ad%e5%8b%99/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e5%88%b6%e6%9c%8d/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%a5%bf%e7%b7%9a11%e6%9d%a1%e5%a4%96%e5%9b%9e%e3%82%8a%e5%81%9c%e7%95%99%e5%a0%b4%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%9b%a4%e8%a3%9c%e4%bf%ae%e6%a5%ad/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e6%8e%a5%e8%a7%a6%e5%99%a8%e9%9b%bb%e7%a3%81%e3%82%b3%e3%82%a4%e3%83%ab/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e9%85%8d%e7%b7%9a%e7%94%a8%e9%81%ae%e6%96%ad%e5%99%a8/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%aa%e8%93%84%e9%9b%bb%e6%b1%a0/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%80%e5%ba%81%e8%88%8e%e6%b8%85%e6%8e%83%e6%a5%ad%e5%8b%99/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e8%bb%8a%e8%bc%aa%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e6%a5%ad%e5%8b%99/
https://www.stsp.or.jp/bid/42%e5%9e%8b%e6%b6%b2%e6%99%b6%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%a4%e4%bb%96%e4%b8%80%e5%bc%8f/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e5%81%9c%e7%95%99%e5%a0%b4%e8%a8%ad%e5%82%99%e3%81%a7%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e9%9b%bb%e5%8a%9b/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e8%b7%af%e9%9d%a2%e9%9b%bb%e8%bb%8a%e5%81%9c%e7%95%99%e5%a0%b4%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%8f%8a%e3%81%b3%e9%83%bd%e5%bf%83%e7%b7%9a%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e5%b8%82%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%b1%80%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e9%99%a4%e9%9b%aa%e8%bb%8a%e7%94%a8%e3%82%b5%e3%82%b5%e3%83%a9/
https://www.stsp.or.jp/bid/%e9%99%a4%e9%9b%aa%e8%bb%8a%e7%94%a8%e3%82%b5%e3%82%b5%e3%83%a9%e6%9c%a8%e5%8f%b0/
https://www.stsp.or.jp/bid/pc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/


令和2年度履行契約一覧
 件　　名 告示（公開）日 開札日

45  緊急自動車リース（1）  令和2年7月30日  令和2年8月7日

46  緊急自動車リース（2）  令和2年7月30日  令和2年8月7日

47  「サイボウズOffice10」パッケージ版継続サービスライセンス  令和2年8月18日  令和2年8月24日

48  コピー用紙<単価契約>  令和2年8月18日  令和2年8月24日

49  停留場手すり用点字シート  令和2年8月18日  令和2年8月24日

50  運輸制服上衣及び制帽他一式  令和2年8月25日  令和2年8月31日

51  路面電車空制部品  令和2年8月25日  令和2年8月31日

52  販売促進広報ポスター  令和2年8月25日  令和2年8月31日

53  ウイルスバスターライセンス  令和2年9月1日  令和2年9月7日

54  40型液晶ディスプレイ  令和2年9月1日  令和2年9月7日

55  アクセルメタル  令和2年9月17日  令和2年9月30日

56  デスクトップロールラミネーターリース  令和2年9月29日  令和2年10月5日

57  不織布マスク⑴  令和2年9月29日  令和2年10月5日

58  作業用制服⑵  令和2年10月6日  令和2年10月12日

59  筒形ヒューズ  令和2年10月20日  令和2年10月26日

60  「市電沿線お買いものラリー」参加記念品  令和2年10月20日  令和2年10月26日

61  「市電沿線お買いものラリー」印刷物作成  令和2年10月20日  令和2年10月26日

62  北ブロック札振駐車場除排雪等業務（単価契約）  令和2年10月29日  令和2年11月16日

63  西ブロック札振駐車場除排雪等業務（単価契約）  令和2年10月29日  令和2年11月16日

64  南ブロック札振駐車場除排雪等業務（単価契約）  令和2年10月29日  令和2年11月16日

65  鉄屑等売却  令和2年11月4日  令和2年11月10日

66  雪ミク電車記念乗車券印刷業務  令和2年11月4日  令和2年11月10日

67  西線11条及び西線16条停留場安全確保警備  令和2年11月5日  令和2年11月16日

68  防寒コート  令和2年12月1日  令和2年12月7日

69  不織布マスク⑵  令和2年12月1日  令和2年12月7日

70  42型液晶ディスプレイ他一式⑵  令和2年12月8日  令和2年12月14日

71  2021年度版「札幌の地下鉄・路面電車ご利用ガイド」作成  令和2年12月10日  令和2年12月21日

72  GVS速度・距離計装置取付業務  令和2年12月17日  令和2年12月25日

73 札幌市交通局広告メディアガイド  令和3年1月5日  令和3年1月12日

74  SAPPORO SNOW VISIONメディアガイド  令和3年1月5日  令和3年1月12日

75  路面電車額面バンド  令和3年1月5日  令和3年1月12日

76  定期券発売所案内等業務  令和3年1月7日  令和3年1月19日

77  路面電車車輪交換業務②  令和3年1月7日  令和3年1月19日

78 不織布マスク⑶  令和3年1月19日  令和3年1月25日

79 ボックスコンピュータ他一式  令和3年1月26日  令和3年2月1日

80 販売促進広報ポスター  令和3年1月26日  令和3年2月1日

81 事務制服⑵  令和3年2月16日  令和3年2月22日

82 監視カメラ他一式  令和3年2月16日  令和3年2月22日
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