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20220199 令和４年度公営住宅等解体工事
（武佐団地）

葵建設株式会社
¥124,300,000建築

釧路市武佐４丁
目

既存住棟(R10棟)の解体工事(1棟40戸) ¥126,357,0002023/01/27

最低制限 ¥116,248,440一般競争

20220200 釧路市生涯学習センター屋上防水
改修工事

株式会社松井建設
¥52,360,000建築

釧路市幣舞町生涯学習ｾﾝﾀｰ屋上防水改修工事 ¥52,635,0002022/12/09

最低制限 ¥48,313,901一般競争

20220203 市民テニスコート照明設備更新工
事

共成･三昭 特定共同企業
体 ¥56,870,000電気

釧路市広里水銀灯の生産終了に伴い､A･Bｺｰﾄ照明設備のLED更
新工事

¥57,706,0002022/12/22

最低制限 ¥53,089,520一般競争

20220204 浄水場施設整備事業計装監視制
御設備更新工事

北海道富士電機株式会
社 ¥77,000,000電気

釧路郡釧路町ト
リトウシ原野

本工事は､機能､性能の低下している設備の機能回復
を図り､運転管理を維持する為､計装設備の更新を行
うものである

¥79,530,0002023/03/24

なし随意契約

20220207 浜町ポンプ場低圧動力設備電気工
事

サンエス・東興・三東・丸
坂　特定共同企業体 ¥226,600,000電気

釧路市浜町浜町ﾎﾟﾝﾌﾟ場低圧動力設備更新に伴う電気工事 ¥229,141,0002023/03/10

低入札 ¥210,809,720一般競争

20220208 大川ポンプ場受変電設備電気工事 北電・三昭 特定共同企業
体 ¥98,560,000電気

釧路市大川町大川ﾎﾟﾝﾌﾟ場受変電設備の更新に係る電気工事 ¥100,199,0002023/03/10

最低制限 ¥92,183,080一般競争

20220210 大楽毛終末処理場沈砂池設備機
械工事

菱エステイ島本鉄工株式
会社 ¥130,823,000機械

釧路市星が浦
南６丁目

大楽毛終末処理場沈砂ﾎﾟﾝﾌﾟ設備更新に係る機械工
事

¥132,693,0002023/03/10

最低制限 ¥122,077,560一般競争

20220222 西港道路舗装補修工事 道瀝工業株式会社
¥23,243,000舗装

釧路市西港切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 1式 ¥24,035,0002022/10/20

最低制限 ¥21,466,170一般競争

20220224 寿町公園改修工事 株式会社ヨシダ造園緑化
¥6,655,000造園

釧路市寿１丁目遊戯施設整備工 1式､構造物撤去工 1式､公園施設撤
去工 1式

¥6,864,0002022/11/21

なし指名競争

20220225 星が浦北１号改良舗装工事 浅利･村井 乙型特定共同
企業体 ¥40,700,000土木

釧路市星が浦
北１丁目

道路改良工事 L=130.67m W=10.00m ¥41,679,0002022/11/30

最低制限 ¥37,463,250一般競争

20220226 宝橋通２外１路線恒久再生舗装工
事

東道路株式会社
¥29,590,000舗装

釧路市内切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ L=602.30m､W=10.00m､A=6023.00㎡ ¥31,482,0002022/10/11

最低制限 ¥28,200,810一般競争
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20220227 昭和通恒久再生舗装工事 村井建設株式会社
¥24,090,000舗装

釧路市内切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ L=428.00m､W=11.00m､A=4708.00㎡ ¥25,531,0002022/10/11

最低制限 ¥22,820,930一般競争

20220228 芦野団地きんれんか長寿命化型改
善工事（排水管）

大同工業株式会社
¥9,185,000管

釧路市芦野３丁
目

芦野団地きんれんか(1棟30戸)に係わる排水管更新
工事一式

¥9,603,0002022/11/18

なし指名競争

20220229 芦野団地みずばしょう長寿命化型
改善工事（排水管）

大同工業株式会社
¥9,174,000管

釧路市芦野３丁
目

芦野団地みずばしょう(1棟30戸)に係わる排水管更新
工事一式

¥9,570,0002022/11/18

なし指名競争

20220230 芦野団地ゆうやけ長寿命化型改善
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

芦野団地ゆうやけ(1棟30戸)に係わる排水管更新工
事一式

¥9,570,0002022/11/18

なし指名競争

20220231 古川処理区（堀川町）下水道築造
工事

松尾建設工業株式会社
¥29,425,000土木

釧路市堀川町合流開削HP500㎜ 区間延長L=122.15m 組立1号人孔
3箇所

¥29,843,0002022/12/05

最低制限 ¥26,797,540一般競争

20220232 古川処理区（共栄大通２丁目）下水
道築造工事

村井建設株式会社
¥22,440,000土木

釧路市共栄大
通２丁目

合流･開削 VUφ 250㎜ 区画延長 L=79.98m 組立1号
人孔 2箇所 汚水桝 8箇所

¥22,979,0002022/11/22

最低制限 ¥20,568,240一般競争

20220233 浜町ポンプ場１号雨水ポンプ整備
工事

菱エステイ島本鉄工株式
会社 ¥35,200,000機械

釧路市浜町浜町ﾎﾟﾝﾌﾟ場1号雨水ﾎﾟﾝﾌﾟの分解整備工事 ¥36,850,0002023/03/17

最低制限 ¥33,184,360一般競争

20220234 大楽毛終末処理場し渣脱水機スク
リュープレス整備工事

三ッ輪エンジニアリング株
式会社 ¥8,112,500機械

釧路市星が浦
南６丁目

大楽毛終末処理場し渣脱水機ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽの分解整
備工事

¥8,470,0002023/02/03

なし指名競争

20220235 大楽毛終末処理場２系水処理設備
更新実施設計業務委託

株式会社ＮＪＳ札幌事務
所 ¥9,790,000土木設計

釧路市星が浦
南６丁目

大楽毛終末処理場2系水処理設備更新に係る実施設
計委託

¥10,769,0002023/03/10

最低制限 ¥8,589,362一般競争

20220236 音別浄化センター建築設備他更新
実施設計業務委託

株式会社ドーコン
¥5,940,000土木設計

釧路市音別町
海光

施設更新に係る実施設計 建築設備(屋根防水) 一式､
電気設備 一式

¥6,358,0002023/01/31

なし指名競争

20220254 松浦公園改修工事 近藤林業株式会社
¥3,212,000造園

釧路市松浦町遊戯施設整備工 1式､構造物撤去工 1式､公園施設撤
去工 1式

¥3,322,0002022/11/21

なし指名競争
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20220256 新川北８号９号仲通３（２種）再生舗
装工事

有限会社田中興建
¥4,125,000舗装

釧路市内2種再生舗装 L=66.92m､W=3.00～3.55m､A=201.64㎡ ¥4,301,0002022/10/11

なし指名競争

20220257 愛国東１６号（２種）再生舗装工事 陽伸工業株式会社
¥3,300,000舗装

釧路市内2種再生舗装 L=60.00m､W=3.00m､A=179.87㎡ ¥3,487,0002022/10/11

なし指名競争

20220265 大楽毛終末処理場自家発電設備
更新実施設計業務委託

株式会社ＮＪＳ札幌事務
所 ¥4,400,000土木設計

釧路市星が浦
南６丁目

大楽毛終末処理場の自家発電設備更新に係る実施
設計委託

¥4,961,0002023/03/10

なし指名競争

20220266 富士見第３マンホールポンプ所汚
水ポンプＮｏ．２整備工事

株式会社三雄電機工業
¥4,785,000機械

釧路市阿寒町
富士見

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所における汚水ﾎﾟﾝﾌﾟの整備 ¥4,928,0002023/03/17

なし指名競争

20220267 簡易水道整備事業阿寒浄水場燃
料タンク増設工事

三ッ輪エンジニアリング株
式会社 ¥1,364,000機械

釧路市阿寒町
布伏内

自家発電機の燃料ﾀﾝｸ増設工事 ¥1,430,0002022/12/16

なし指名競争


