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20220281 浄水場施設整備事業導水ポンプ場
非常用発電設備更新工事

道富士・太平作 特定共同
企業体 ¥206,800,000電気

釧路郡釧路町ト
リトウシ原野

導水ポンプ場において､非常用発電設備の更新を行
い、取水の安全性を確保する

¥208,934,0002023/03/27

低入札 ¥192,219,280一般競争

20220297 釧路市牧場牧柵設置工事 葵建設株式会社
¥25,300,000土木

釧路市新野牧柵打込､有刺鉄線設置 ¥26,301,0002022/12/23

最低制限 ¥23,727,990一般競争

20220298 侵入防止フェンス改修工事 市橋建設株式会社
¥6,688,000土木

釧路市音別町丸ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ(金網φ 3.2×56目､H1200)延長163.9m ¥6,842,0002022/12/15

なし指名競争

20220299 西港大橋支承補修工事 タカオ工業株式会社
¥40,040,000土木

釧路市西港他橋梁支承補修 地覆断面修復工 1式 歩道舗装版撤去
工 1式 舗装打替工 1式 床版防水工 1式 水平力抵抗
壁 1式

¥40,524,0002023/03/10

最低制限 ¥36,425,070一般競争

20220300 西港区第３埠頭ガントリークレーン
走行レール補修工事

三ッ輪エンジニアリング株
式会社 ¥5,793,700機械

釧路市西港走行ﾚｰﾙ補修 一式 ¥6,072,0002022/12/14

なし指名競争

20220301 公園照明灯ＬＥＤ交換（その２）工事 株式会社エース電気
¥7,326,000電気

釧路市内照明灯取替工 1式 ¥7,634,0002022/11/28

なし指名競争

20220302 公園照明灯ＬＥＤ交換（その１）工事 阿部電気工業株式会社
¥7,370,000電気

釧路市内照明灯取替工 1式 ¥7,579,0002022/11/28

なし指名競争

20220303 ＪＲ跨線橋補修工事 林工営技建株式会社
¥6,270,000土木

東釧路跨線橋跨線橋補修工 ¥6,375,6002022/11/30

なし随意契約

20220304 錦町駐車場アルミルーバー改修工
事（西面）

村井建設株式会社
¥15,840,000建築

釧路市錦町ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰの撤去及び防雪ﾈｯﾄの取付 ¥16,357,0002022/12/16

最低制限 ¥14,944,056一般競争

20220305 釧路公立大学教員住宅改修工事
（内外装）

株式会社総合住研
¥13,860,000建築

釧路市芦野３丁
目

教員住宅1棟の内外装改修 ¥14,179,0002022/12/27

最低制限 ¥12,942,373一般競争

20220306 阿寒町自然休養村地域資源活用
工房浄化槽更新工事

大同工業株式会社
¥31,482,000管

釧路市阿寒町浄化槽(138人槽)更新および既設浄化槽改修工事 一
式

¥32,813,0002023/01/13

最低制限 ¥30,187,960一般競争

失格基準 ¥188,374,894
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20220307 農村都市交流センター浄化槽整備
工事

株式会社近藤設備工業
¥8,646,000管

釧路市山花農村都市交流ｾﾝﾀｰの浄化槽内配管等整備工事一式 ¥9,009,0002022/12/16

なし指名競争

20220308 下水道施設計画変更業務委託 株式会社ドーコン
¥9,350,000土木設計

釧路市内下水道施設計画変更業務 1式 ¥9,955,0002023/03/17

なし指名競争

20220314 東港区防舷材取替工事 丸博三輪工業株式会社
¥1,705,000土木

釧路市東港区防舷材取替 9基 ¥1,815,0002022/10/31

なし指名競争

20220315 茅野公園改修工事 土井木材株式会社
¥4,862,000造園

釧路市桜ケ岡２
丁目

園路広場整備工､ｻｰﾋﾞｽ施設整備工､建築施設組立
設置工､構造物撤去工､公園施設等撤去工 1式

¥4,972,0002022/11/30

なし指名競争

20220316 春採公園地質調査業務委託 株式会社プラテック
¥990,000地質

釧路市春湖台1地質調査 1式(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査 1本) ¥1,056,0002022/11/10

なし指名競争

20220317 緑ケ岡６丁目９号公園改修工事 土井木材株式会社
¥3,102,000造園

釧路市緑ケ岡６
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

¥3,212,0002022/12/20

なし指名競争

20220318 区画線路面標示工事（警察要請） 株式会社森本商会
¥2,838,000塗装

釧路市内区画線路面標示 一式 ¥2,992,0002022/11/10

なし指名競争

20220319 中鶴野地区外排水施設整備工事 有限会社岩田土建
¥3,960,000土木

釧路市内集水桝5箇所 ¥4,136,0002022/10/28

なし指名競争

20220320 白樺台１２線（２種）再生舗装工事 ミトミ工業株式会社
¥4,136,000舗装

釧路市内2種再生舗装 L=73.00m､W=4.80～5.85m､A=353.66㎡ ¥4,356,0002022/10/31

なし指名競争

20220321 音別町山菜等加工施設天井塗装
工事

株式会社マルダイ建装
¥1,441,000塗装

釧路市音別町
若草

天井塗装 ¥1,496,0002022/11/11

なし指名競争

20220322 農村都市交流センターＷｉ-Ｆｉ設置
工事

株式会社新橋機電
¥3,685,000電気

釧路市山花Wi-Fi環境の整備 ¥3,817,0002022/11/30

なし指名競争



2022/08/23 

工事番号

工事種別

工事名称 工事概要 契約会社名称 予定価格（税込）

契約金額（税込）

最低制限・低入札調査（税込）

施工場所 工期限

執行分

契約方法

釧路市　入札（見積）結果一覧表

20220323 農村都市交流センター高圧ケーブ
ル・高圧気中開閉器更新外一連工
事

株式会社三東電設
¥4,312,000電気

釧路市山花高圧気中開閉器および高圧引込ｹｰﾌﾞﾙの更新 ¥4,389,0002022/11/18

なし指名競争

20220324 配水管整備事業国道４４号（雪裡
橋）実施設計業務委託

株式会社郡土木コンサル
タント ¥2,310,000土木設計

釧路郡釧路町
中央２丁目他

実施設計 φ 200×35m(布設)､φ 200×190m(撤去) ¥2,497,0002023/02/28

なし指名競争

20220325 配水管整備事業緑ヶ岡西５号１測
量調査業務委託

有限会社護晃測量企画
¥3,080,000測量

釧路市緑ケ岡１
丁目

測量調査 L=204m W=50m ¥3,278,0002022/11/30

なし指名競争

20220326 音別中学校火災報知設備改修工
事

有限会社秡川電機工業
社 ¥1,903,000電気

釧路市音別町
中園２丁目

火災報知設備の更新工事一式 ¥1,969,0002022/12/23

なし指名競争

20220327 阿寒地区メーター整備（その４）工
事

大倉工業株式会社
¥2,816,000管

釧路市阿寒町検満ﾒｰﾀｰ取替 φ 13×61箇所 φ 20×71箇所 
φ 25×3箇所 φ 50×2箇所 φ 75×1箇所

¥2,904,0002022/11/30

なし指名競争

20220328 阿寒地区メーター整備（その５）工
事

第一水道工業株式会社
¥3,069,000管

釧路市阿寒町検満ﾒｰﾀｰ取替 φ 13×59箇所 φ 20×54箇所 
φ 25×10箇所 φ 40×3箇所 φ 50×5箇所 φ 75×1箇
所

¥3,190,0002022/11/30

なし指名競争

20220329 音別地区メーター整備工事（その
２）

山田水道機工株式会社
¥1,760,000管

釧路市音別町ﾒｰﾀｰ取替工 φ 13mm 69箇所､φ 20mm 5箇所､
φ 25mm 6箇所､φ 40mm 4箇所､φ 50mm 2箇所

¥1,837,0002023/01/30

なし指名競争


