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20220126 配水管整備事業鉄北環状配水本
管（鉄北幹線通２）配水管布設工事

太平洋設備株式会社
¥469,700,000水道

釧路市新橋大
通１丁目他

DIP(GX･K)φ 450 L=456.2m 他 仕切弁設置φ 450×3
基 他

¥477,279,0002024/07/30

低入札 ¥438,027,007一般競争

20220127 配水管整備事業新富士幹線配水
管布設工事

株式会社鈴木設備工務
店 ¥311,300,000水道

釧路市新富士
町

DIP(GX､T)･HPPE･PPφ 50～200×1820.9m 仕切弁
φ 100～200×22基他

¥317,042,0002024/08/13

低入札 ¥289,971,583一般競争

20220128 配水管整備事業駒場通配水管布
設工事

大倉工業株式会社
¥106,150,000水道

釧路市新川町HPPE･PP･DIP(GX･K･T)φ 50～200×675.3m 仕切弁
設置φ 100～200×15基他

¥108,911,0002023/02/20

最低制限 ¥96,834,100一般競争

20220148 新釧路川左岸通道路改築工事（交
付金）

東工業株式会社
¥38,390,000土木

釧路市愛国載荷盛土工 一式 路盤工 一式 側溝工 一式 舗装工 
一式 縁石工 一式 光ｹｰﾌﾞﾙ配管工 一式

¥39,611,0002022/11/21

最低制限 ¥35,726,350一般競争

20220149 春採１丁目法面復旧工事 拓釧建設株式会社
¥12,485,000土木

釧路市春採１丁
目

法面複旧工 一式 ¥12,705,0002022/09/20

最低制限 ¥11,357,060一般競争

20220151 令和４年度まりも団地Ａ棟公営住宅
電気設備工事

株式会社エース電気
¥18,260,000電気

釧路市阿寒町
阿寒湖温泉６丁
目

まりも団地A棟に係わる電気設備工事一式 ¥18,678,0002023/03/13

最低制限 ¥17,039,459一般競争

20220152 Ｗｅｂ会議用Ｗｉ－Ｆｉ整備工事 太洋電工株式会社
¥12,650,000電気

釧路市黒金町庁舎内のWi-Fi設備の整備工事 ¥12,936,0002022/09/28

最低制限 ¥11,840,238一般競争

20220153 令和４年度まりも団地Ａ棟公営住宅
管設備工事

株式会社共立
¥22,990,000管

釧路市阿寒町
阿寒湖温泉６丁
目

まりも団地A棟に係わる管設備工事一式 ¥23,694,0002023/03/13

最低制限 ¥21,741,692一般競争

20220155 水質監視計器整備工事 北海道富士電機株式会
社 ¥13,090,000電気

釧路市愛国西４
丁目他

本工事は､水道施設に設置されている水質監視計器
の整備及び消耗品交換等を行うものである

¥13,530,0002023/03/17

なし随意契約

20220156 愛国浄水場中央監視制御装置整
備工事

東芝インフラシステムズ
株式会社北海道支社 ¥6,710,000電気

釧路市愛国西４
丁目

本工事は､愛国浄水場中央監視制御装置の整備を行
うものである

¥6,820,0002023/03/09

なし随意契約

20220157 愛国浄水場ろ過池更生工事 水ｉｎｇエンジニアリング株
式会社北海道支店 ¥13,970,000機械

釧路市愛国西４
丁目

本工事は､愛国浄水場11号ろ過池の更生を行い､水
処理機能の回復を図るもの

¥15,037,0002022/10/31

なし指名競争
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20220158 愛国汚泥棟汚泥処理機械整備工
事

釧路重工業株式会社
¥11,880,000機械

釧路市愛国西４
丁目

愛国浄水場汚泥棟に設置している機械設備の整備を
行い､浄水汚泥処理能力を維持する

¥12,584,0002023/02/28

最低制限 ¥9,438,000一般競争

20220159 貝塚送配水ポンプ場ポンプ整備工
事

株式会社太平洋製作所
¥9,405,000機械

釧路市貝塚４丁
目

貝塚送配水ﾎﾟﾝﾌﾟ場No.2緑ケ岡配水ﾎﾟﾝﾌﾟ等の機械設
備整備を行い､配水設備の機能維持を図る

¥9,878,0002023/03/10

なし指名競争

20220160 古川処理区（若松町２工区）下水道
築造工事

坂野建設株式会社
¥43,560,000土木

釧路市若松町合流･開削 HPφ 450mm 129.88m 組立1号人孔 2箇所 ¥44,462,0002022/11/29

最低制限 ¥39,972,680一般競争

20220164 水道管敷設工事（１期目） 綜合設備株式会社
¥5,786,000管

釧路市阿寒町
下仁々志別

熱帯舎～渡辺ｹｰｼﾞの水道敷設工事 ¥6,039,0002022/09/27

なし指名競争

20220183 臨港道路区画線敷設工事 辻元塗工株式会社
¥1,485,000塗装

釧路市釧路港区画線敷設 1式 ¥1,573,0002022/08/30

なし指名競争

20220184 春採公園測量実施設計業務委託 株式会社小出コンサルタ
ント ¥3,938,000土木設計

釧路市春湖台測量調査 1式 擁壁改修設計 1式 ¥4,224,0002022/11/30

なし指名競争

20220185 美原地区外排水施設整備工事 有限会社畑山工務店
¥4,741,000土木

釧路市内集水桝設置工2箇所､雨水桝設置工7箇所 ¥4,939,0002022/08/30

なし指名競争

20220186 大町地区外排水施設整備工事 有限会社岩田土建
¥3,300,000土木

釧路市内雨水枡設置工1箇所､雨水桝取替工4箇所 ¥3,443,0002022/08/30

なし指名競争

20220187 大楽毛地区外排水施設整備工事 有限会社三弘組
¥3,113,000土木

釧路市内雨水桝設置工3箇所､集水桝2箇所 ¥3,245,0002022/08/30

なし指名競争

20220188 鳥取北３線６（２種）再生舗装工事 ミトミ工業株式会社
¥3,278,000舗装

釧路市内L=52.50m､W=4.40m､A=231.00㎡ ¥3,454,0002022/09/12

なし指名競争

20220189 取水口防塵機整備工事 株式会社アーク
¥3,003,000機械

釧路郡釧路町ト
リトウシ原野

岩保木取水口に設置されている防塵機の整備を行
い､設備の信頼性向上と防塵機能の維持を図るもの

¥3,157,0002023/03/13

なし指名競争
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20220190 ＳＶ計整備工事 水ｉｎｇエンジニアリング株
式会社北海道支店 ¥2,860,000機械

釧路市愛国西４
丁目

本工事は､愛国浄水場高速凝集沈殿池に設置されて
いるSV計の点検整備を行うものである

¥3,014,0002023/03/09

なし随意契約

20220191 蛯川ポンプ場直流電源装置整備工
事

釧路電設株式会社
¥2,915,000電気

釧路市阿寒町
阿寒湖温泉２丁
目

蛯川ﾎﾟﾝﾌﾟ場直流電源装置の鉛蓄電池交換 9台 ¥3,014,0002022/11/10

なし指名競争

20220192 阿寒地区メーター整備（飽別簡水）
工事

株式会社共立
¥2,453,000管

釧路市阿寒町
徹別

検満ﾒｰﾀｰ取替 φ 20×5箇所 φ 25×5箇所 φ 40×3
箇所 口径変更 5箇所

¥2,541,0002022/09/30

なし指名競争

20220193 音別処理区舗装整備工事 村井建設株式会社
¥3,168,000舗装

釧路市音別町
朝日２丁目

工事延長 L=73.65m ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=542㎡ ¥3,355,0002022/09/30

なし指名競争

20220216 鶴ケ岱児童センター温水ボイラー
更新工事

大同工業株式会社
¥1,901,900管

釧路市鶴ケ岱１
丁目

温水ﾎﾞｲﾗｰの更新 ¥2,002,0002022/11/24

なし指名競争


