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20220037 春採生活館アイヌ地域交流拠点整
備事業建築主体工事

宮脇土建株式会社
¥111,650,000建築

釧路市春採春採生活館ｱｲﾇ地域交流拠点整備事業に係る建築
主体工事

¥116,457,0002023/02/10

最低制限 ¥107,140,440一般競争

20220041 下水道管路調査その２７業務委託 株式会社釧路厚生社
¥60,060,000その他調査

釧路市内一円ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査 L=16,645m 潜行目視調査 L=833m ﾏﾝ
ﾎｰﾙ目視調査 364箇所

¥60,786,0002023/03/17

最低制限 ¥48,628,800一般競争

20220048 港湾施設定期点検業務委託 パブリック・環境　特定共
同企業体 ¥36,630,000土木設計

釧路市内国有港湾施設点検25施設 市有港湾施設点検10施設 ¥45,199,0002022/12/07

最低制限 ¥36,358,281一般競争

20220049 北中跨線橋ほか概略設計業務委
託

株式会社アリヤス設計コ
ンサルタント ¥10,707,200土木設計

釧路駅周辺道路概略設計 1式､平面交差点設計 1式 ¥13,442,0002023/03/17

最低制限 ¥10,707,200一般競争

20220052 春採生活館アイヌ地域交流拠点整
備事業電気設備工事

阿部電気工業株式会社
¥19,250,000電気

釧路市春採春採生活館ｱｲﾇ地域交流拠点整備事業に係る電気
設備工事

¥19,481,0002023/02/10

最低制限 ¥17,761,477一般競争

20220053 春採生活館アイヌ地域交流拠点整
備事業管設備工事

太平洋設備株式会社
¥29,425,000管

釧路市春採春採生活館ｱｲﾇ地域交流拠点の建設に係わる管設
備工事一式

¥30,723,0002023/02/10

最低制限 ¥28,264,882一般競争

20220054 昇雲台斎場空調用中央監視装置
更新工事

太平洋設備株式会社
¥16,170,000管

釧路市鳥通東８
丁目

昇雲台斎場の空調用中央監視装置更新工事一式 ¥16,995,0002023/03/10

最低制限 ¥15,635,400一般競争

20220055 釧路フィッシャーマンズワーフ中央
監視装置更新工事

株式会社近藤設備工業
¥14,190,000管

釧路市錦町釧路ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌの中央監視装置更新工事一式 ¥15,070,0002023/03/10

最低制限 ¥13,864,400一般競争

20220056 芦野団地ぬさまい長寿命化型改善
工事（排水管）

株式会社鈴木設備工務
店 ¥9,735,000管

釧路市芦野３丁
目

芦野団地ぬさまい(1棟30戸)に係わる排水管更新工
事一式

¥10,230,0002022/09/30

最低制限 ¥9,332,857一般競争

20220057 芦野団地はしどい長寿命化型改善
工事（排水管）

株式会社鈴木設備工務
店 ¥9,735,000管

釧路市芦野３丁
目

芦野団地はしどい(1棟30戸)に係わる排水管更新工
事一式

¥10,230,0002022/09/30

最低制限 ¥9,332,857一般競争

20220058 配水管整備事業導水管更新実施
設計業務委託

北王コンサルタント株式
会社 ¥11,501,726土木設計

釧路市広里大口径布設替設計(撤去含む) L=3,090m ¥14,443,0002023/02/20

最低制限 ¥11,501,726一般競争
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20220059 配水管整備事業鉄西中央幹線測
量及び実施設計業務委託

株式会社郡土木コンサル
タント ¥12,650,000土木設計

釧路市鳥取大
通２丁目

測量調査 L=1040m､W=50m 実施設計 φ 50～
φ 300×1185m

¥13,563,0002023/02/20

最低制限 ¥10,687,708一般競争

20220060 配水管整備事業循環線測量及び
実施設計業務委託

株式会社平井コンサルタ
ント ¥11,880,000土木設計

釧路市美原３丁
目

路線測量 L=805m､W=50m 実施設計 φ 100～
φ 250×930m

¥12,672,0002023/02/08

最低制限 ¥9,978,910一般競争

20220061 配水管整備事業釧路町東光２号線
測量及び実施設計業務委託

株式会社平井コンサルタ
ント ¥11,198,000土木設計

釧路郡釧路町
光和

路線測量 L=790m､W=50m 実施設計 φ 100～
150×890m

¥11,836,0002023/02/02

最低制限 ¥9,318,305一般競争

20220062 配水管整備事業市内高区配水本
管測量及び実施設計業務委託

株式会社平井コンサルタ
ント ¥10,142,000土木設計

釧路市鶴ケ岱２
丁目他

路線測量 L=80m､W=50m 実施設計 φ 100～
400×590m

¥10,934,0002023/01/16

最低制限 ¥8,647,436一般競争

20220075 下水道管路調査その２８業務委託 株式会社共立
¥45,430,000その他調査

釧路市内一円ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査 L=11,283m､潜行目視調査 L=342m ﾏﾝ
ﾎｰﾙ目視調査 262箇所

¥46,024,0002023/02/24

最低制限 ¥36,819,200一般競争

20220078 北中跨線橋ほか水準レーザー測量
業務委託

株式会社郡土木コンサル
タント ¥8,360,000測量

釧路駅周辺地上ﾚｰｻﾞｰ測量 1式､用地測量 1式 ¥8,910,0002022/12/09

なし指名競争

20220079 白樺地区（２種）再生舗装補修工事 ミトミ工業株式会社
¥9,075,000舗装

釧路市内2種再生舗装 Σ L=119.29m､W=4.20m～4.40m､
Σ A=511.27㎡

¥9,592,0002022/08/30

なし指名競争

20220080 緑ケ岡地区（２種）再生舗装補修工
事

陽伸工業株式会社
¥8,690,000舗装

釧路市内Σ L=104.36m､W=3.60～4.00m､Σ A=397.94㎡ ¥9,152,0002022/08/30

なし指名競争

20220081 鳥取北３２号２（２種）再生舗装工事 村井建設株式会社
¥7,370,000舗装

釧路市内L=78.72m､W=4.10～5.00m､A=356.11㎡ ¥7,799,0002022/07/20

なし指名競争

20220083 芦野団地しつげん長寿命化型改善
工事（排水管）

太平洋設備株式会社
¥9,185,000管

釧路市芦野３丁
目

芦野団地しつげん(1棟30戸)に係わる排水管更新工
事一式

¥9,603,0002022/09/30

なし指名競争

20220084 令和４年度川東団地Ａ棟実施設計
業務委託

王子不動産株式会社釧
路営業所 ¥8,745,000建築設計

釧路市音別町
川東

川東団地A棟(1棟8戸)建設に係る実施設計業務委託 ¥9,174,0002023/02/28

なし指名競争
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20220085 令和４年度グリーン団地Ａ棟実施
設計業務委託

くりえいと創
¥7,260,000建築設計

釧路市阿寒町
北新町

A棟(1棟6戸)建設に係る実施設計業務委託 ¥7,491,0002023/02/28

なし指名競争

20220086 令和４年度堀川団地Ｂ棟地質調査
業務委託

株式会社プラテック
¥7,810,000地質

釧路市堀川町堀川団地B棟(1棟50戸)建設に係る地質調査業務委
託

¥8,316,0002022/10/20

なし指名競争

20220087 配水管整備事業新富士４線外測量
及び実施設計業務委託

株式会社平井コンサルタ
ント ¥7,425,000土木設計

釧路市新富士
町

路線測量 L=360m､W=50m 実施設計 φ 50～
150×370m

¥7,920,0002023/01/30

なし指名競争

20220088 配水管整備事業地下埋設物調査
業務委託

株式会社共立
¥4,983,000その他調査

釧路市内一円地下埋設物調査19箇所 ¥5,159,0002022/08/31

なし指名競争

20220096 釧路空港高さ制限支障木伐採工事 大友造園建設株式会社
¥2,926,000造園

釧路市駒牧樹木伐採･枝払い 1式 ¥3,113,0002022/10/31

なし指名競争

20220097 釧路空港範囲制限支障木伐採工
事

近藤林業株式会社
¥2,354,000造園

釧路市駒牧樹木伐採･枝払い 1式 ¥2,431,0002022/10/31

なし指名競争

20220098 釧路空港範囲制限支障木伐採工
事（旧スキー場跡）

株式会社ヨシダ造園緑化
¥2,299,000造園

釧路市駒牧樹木伐採･枝払い 1式 ¥2,431,0002022/10/31

なし指名競争

20220099 星が浦川周辺排水測量設計業務
委託

株式会社小出コンサルタ
ント ¥4,279,000土木設計

釧路市鶴野測量延長L=900m､測量幅員W=40m､設計延長L=870m ¥4,587,0002022/08/31

なし指名競争

20220100 油臭気センサー整備工事 美和電気工業株式会社
北海道支社 ¥1,606,000電気

釧路郡釧路町ト
リトウシ原野

本工事は､導水ﾎﾟﾝﾌﾟ場沈砂池に設置している油臭気
ｾﾝｻｰの分解整備を行うものである

¥1,617,0002023/01/10

なし随意契約


