
２０２２年度（令和４年度）    

釧 路 市 建 設 工 事 等 発 注 予 定 一 覧 表

２０２２年（令和４年）３月２５日現在

【注意事項】

　(1) 釧路市（阿寒町行政センター、音別町行政センター、消防本部、上下水道部、教育委員会、市立病院、
　小部局を含む）の工事又は工事に係る業務委託についての発注予定内容を掲載しています。

　(2) 各工事等は、補助事業の採択、地権者との協議、その他の要因により発注の取り止め又は発注規模
　や入札予定の変更を行う場合があります。

　(3) 各工事等の公表内容は予定であり、発注段階において変更することがあります。

　(4) 各工事等を分離分割して発注することもあります。

　(5) その他、不明なことについては、契約管理課契約担当までお問い合わせ下さい。なお、自課発注分に
　つきましては、各々の主管課までお問い合わせ下さい。

釧路市総務部契約管理課契約担当





土木 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 土木
飼育ケージ凍上部分補修修繕（第８
牧区）

鶴丘
釧路市丹頂自然公園（鶴公園）
内の飼育ケージ補修修繕 3,000 2022.4 2022.8 指名競争 契約管理課 動物園 一括

2 土木
古川処理区（古川５０-２号幹線）下
水道築造工事

春採
雨水開削　□1100×1100
L=21m 24,000 2022.4 2022.9 一般競争 契約管理課

下水道建設管理
課

一括

3 土木
古川処理区（若松町）下水道築造
工事

若松町 合流開削　φ350～300　L=217m 44,000 2022.4 2022.9 一般競争 契約管理課
下水道建設管理
課

一括

4 土木 第２埠頭防舷材取替工事 西港区 防舷材取替　１式 39,900 2022.4 2022.10 一般競争 契約管理課 港湾空港課 一括

5 土木 第３埠頭防舷材取替工事 西港区 防舷材取替　１式 42,000 2022.4 2022.10 一般競争 契約管理課 港湾空港課 一括

6 土木 新釧路川左岸通付帯工事 愛国 希少生物保護柵設置等 4,600 2022.4 2022.11 一者随契 契約管理課 道路河川課 分割

7 土木 汚水桝新設工事 市内一円 公共桝新設 43,600 2022.4 2023.3 指名競争 契約管理課
下水道建設管理
課

分割

8 土木 春採１丁目法面復旧工事 春採 法面復旧工事 12,900 2022.5 2022.8 一般競争 契約管理課 市有財産対策室 一括

9 土木 キナシベツ川土砂浚渫工事
音別町直別原
野東

土砂浚渫 4,500 2022.5 2022.9 指名競争 契約管理課 音別建設課 一括

10 土木
古川処理区（堀川町）下水道築造
工事

堀川町 合流開削　φ500　L=122m 29,000 2022.5 2022.9 一般競争 契約管理課
下水道建設管理
課

一括

11 土木
古川処理区（若松町２工区）下水道
築造工事

若松町 合流開削　φ450　L=130m 42,000 2022.5 2022.10 一般競争 契約管理課
下水道建設管理
課

一括

12 土木
大楽毛処理区（大楽毛７６号幹線）
下水道築造工事

鶴野 雨水開削　φ1650　L=3m　吐口 10,000 2022.5 2022.10 一者随契 契約管理課
下水道建設管理
課

一括

13 土木 西港大橋支承取替工事
西港区・東港
区

橋梁支承取替　１箇所 66,000 2022.5 2023.1 一般競争 契約管理課 港湾空港課 一括

14 土木
鉄北幹線通２（鳥取橋）修繕工事
（補助）

新橋大通 橋梁補修 114,000 2022.5 2023.2 一般競争 契約管理課 道路河川課 一括

15 土木
新釧路川左岸通道路改築工事（交
付金）

愛国 載荷盛土工・路盤工・舗装工 100,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 道路河川課 分割

16 土木 臨港道路雨水桝補修工事 釧路港 雨水桝補修　１式 2,400 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 港湾空港課 一括

17 土木
愛国北園通交通安全施設設置工
事

文苑 ガードパイプ設置 2,300 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 道路河川課 一括
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土木 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

18 土木 紀の丘川河道改修工事 阿寒町 護岸工 8,100 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 道路河川課 一括

19 土木
山花第２号明渠排水路護岸補修工
事

山花 排水路法面補修 8,100 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 農林課 一括

20 土木
古川処理区（共栄大通２丁目）下水
道築造工事

共栄大通 合流開削　φ250　L=79m 27,000 2022.6 2022.10 一般競争 契約管理課
下水道建設管理
課

一括

21 土木
古川処理区（松浦町その２）下水道
築造工事

松浦町 合流開削　φ250　L=106m 22,000 2022.6 2022.10 一般競争 契約管理課
下水道建設管理
課

一括

22 土木
古川処理区（北大通１０丁目）下水
道築造工事

北大通 合流開削　φ250　L=108ｍ 22,000 2022.6 2022.10 一般競争 契約管理課
下水道建設管理
課

一括

23 土木
大楽毛処理区（昭和北２丁目）下水
道築造工事

昭和北 雨水開削　φ250　L=93ｍ 14,000 2022.6 2022.10 一般競争 契約管理課
下水道建設管理
課

一括

24 土木 排水施設整備工事 市内一円 集水桝・排水管新設 24,000 2022.6 2022.11 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 分割

25 土木
阿寒湖畔処理区トンネル内漏水補
修工事

阿寒町シアン
ヌ

トンネル内の漏水補修 4,700 2022.6 2022.12 指名競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

26 土木
配水管整備事業導水管管理用道
路新設工事

広里 載荷盛土他 81,500 2022.6 2023.2 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

27 土木 ＪＲ跨線橋補修工事 貝塚 跨線橋補修 7,100 2022.7 2022.10 一者随契 契約管理課 道路維持事業所 一括

28 土木 管渠埋設路面舗装補修工事 阿寒町中央 下水道管路部の舗装補修 3,200 2022.7 2022.11 指名競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

29 土木
阿寒町自然休養村野営場遊歩道
木橋改修工事

阿寒町上阿寒 遊歩道木橋改修 5,000 2022.7 2022.11 指名競争 契約管理課 阿寒地域振興課 一括

30 土木 管理棟横クマタカ舎改修工事
阿寒町下仁々
志別

釧路市動物園クマタカ舎網交換
に係る改修工事 7,700 2022.7 2022.11 指名競争 契約管理課 動物園 一括

31 土木
古川処理区（浪花町６丁目）下水道
築造工事

浪花町 合流開削　φ300～250　L=195m 53,000 2022.7 2023.1 一般競争 契約管理課
下水道建設管理
課

一括

32 土木 鶴野東地区外排水施設整備工事 市内一円 導水管布設・桝補修 4,500 2022.8 2022.10 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

33 土木 舟見坂補修工事 浦見 土留・階段補修 4,100 2022.8 2022.11 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

34 土木 釧路市牧場牧柵設置工事 新野 牧柵打込及び有刺鉄線設置 27,000 2022.8 2022.12 一般競争 契約管理課 農林課 一括
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土木 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

35 土木 侵入防止フェンス改修工事 音別町一円 侵入防止フェンスの設置 7,200 2022.8 2022.12 指名競争 契約管理課 農林課 一括

36 土木 星が浦川河川改修工事（２工区） 鶴野 掘削工、護岸工 130,000 2022.8 2023.3 一般競争 契約管理課 道路河川課 一括

37 土木 昭和北小排水路整備工事 昭和北 土留工 1,700 2022.9 2022.11 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

38 土木 ウエンベツ林道法面補修工事 阿寒町下舌辛 林道補修工事 1,900 2022.9 2022.11 指名競争 契約管理課 農林課 一括

39 土木
配水管整備事業導水管路希少生
物保護柵設置工事

広里 保護柵設置 17,300 2022.9 2022.12 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

40 土木
白樺終末処理場反応槽継手部耐
震補強工事

益浦 反応槽継手部の耐震補強工事 11,000 2022.9 2023.2 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

41 土木
古川終末処理場管廊継手部耐震
補強工事

古川町 管廊継手部の耐震補強工事 12,000 2022.9 2023.2 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

42 土木
水産環境整備事業雑海藻除去工
事

桂恋地先 大型駆除機による底質改善 20,000 2022.9 2023.2 指名競争 契約管理課 水産課 一括

43 土木 星が浦川河川改修工事（３工区） 鶴野 掘削工、護岸工 77,600 2022.9 2023.3 一般競争 契約管理課 道路河川課 一括

44 土木
桜田地区第２号明渠排水路法面補
修工事

桜田 排水路法面補修、橋梁撤去 4,000 2022.10 2022.12 指名競争 契約管理課 農林課 一括

45 土木 大楽毛川土砂浚渫工事 大楽毛西 掘削工 13,300 2022.11 2023.3 一般競争 契約管理課 道路河川課 一括

46 土木 オタノシケップ川土砂浚渫工事 大楽毛 掘削工 11,000 2022.11 2023.3 一般競争 契約管理課 道路河川課 一括

47 土木 セッツリ１号川土砂浚渫工事 愛国 掘削工 14,600 2022.11 2023.3 一般競争 契約管理課 道路河川課 一括
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建築 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 建築
阿寒診療所既存医師住宅解体工
事

阿寒町中央
既存住宅（木造2階建、1棟1戸）
解体撤去工事 5,500 2022.4 2022.7 指名競争 契約管理課 阿寒診療所 一括

2 建築
第２６回参議院議員通常選挙ポス
ター掲示場設置及び撤去工事（阿
寒地区）

阿寒地区 ポスター掲示場の設置及び撤去 1,100 2022.4 2022.7 随意契約 契約管理課 阿寒地域振興課 一括

3 建築
第２６回参議院議員通常選挙ポス
ター掲示場設置及び撤去工事

釧路地区 ポスター掲示場の設置及び撤去 8,400 2022.4 2022.7 指名競争 契約管理課 選管事務局 分割

4 建築 音別町文化会館屋根改修工事 音別町朝日 屋根改修工事 3,200 2022.4 2022.8 指名競争 契約管理課 音別生涯学習課 一括

5 建築
春採生活館アイヌ地域交流拠点整
備事業建築主体工事

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 116,300 2022.4 2023.2 一般競争 契約管理課 社会援護課 一括

6 建築
令和４年度まりも団地Ａ棟公営住宅
建築主体工事

阿寒町阿寒湖
温泉

Ａ棟(1棟8戸)建設に係る建築主
体工事 155,000 2022.4 2023.3 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

7 建築
釧路公立大学図書館棟屋上防水・
外壁改修及び校舎棟屋上防水改
修工事

芦野
図書館棟・校舎棟屋上防水及び
図書館外壁の改修 46,600 2022.5 2022.10 一般競争 契約管理課 公立大学総務課 一括

8 建築
釧路市公設地方卸売市場中央棟
窓改修工事

新富士町 中央棟2階の窓サッシ改修 1,900 2022.5 2022.10 指名競争 契約管理課 商業労政課 一括

9 建築
（仮称）阿寒アイヌクラフトセンター
改修工事

阿寒町阿寒湖
温泉

建物外壁工事、内部撤去工事 27,600 2022.5 2022.10 一般競争 契約管理課
阿寒湖アイヌ施
策推進室

一括

10 建築
釧路市こども遊学館換気システム補
修工事

幸町 換気システム補修工事 11,500 2022.5 2022.11 一般競争 契約管理課 生涯学習課 一括

11 建築
阿寒湖畔３団地（Ｋ３０２・K３０４）長
寿命化型改善工事（屋根・外壁等）

阿寒町阿寒湖
温泉

長寿命化型改善工事（屋根・外
壁）（2棟30戸） 105,000 2022.5 2022.12 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

12 建築
令和４年度公営住宅等解体工事
（堀川団地）

堀川町
既存住棟(H3棟・H4棟)の解体工
事(2棟56戸) 100,000 2022.5 2022.12 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

13 建築
美原団地（M２７）長寿命化型改善
工事（屋根・外壁等）

美原
長寿命化型改善工事(屋根・外
壁)(1棟30戸) 54,400 2022.5 2022.12 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

14 建築 阿寒診療所医師住宅建築工事 阿寒町中央 木造、1棟1戸の住宅建築 42,200 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 阿寒診療所 一括

15 建築
釧路市立博物館鋼製建具改修工
事

春湖台
博物館鋼製建具（窓及び周辺タ
イル貼替）改修 3,300 2022.6 2022.10 指名競争 契約管理課 博物館 一括

16 建築
古川終末処理場管理棟屋上防水
更新工事

古川町 管理棟屋上の防水更新工事 10,000 2022.6 2022.10 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

17 建築
幣舞中学校屋内体育館屋上防水
改修工事

春湖台 屋上防水改修工事 49,900 2022.6 2022.11 一般競争 契約管理課 教育総務課 一括
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建築 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

18 建築 昭和東公園便所建築主体工事 昭和中央 便所新設 13,400 2022.6 2022.11 一般競争 契約管理課 公園緑地課 一括

19 建築
釧路市生涯学習センター屋上防水
改修工事

幣舞町 屋上防水工事 60,500 2022.6 2022.11 一般競争 契約管理課 生涯学習課 一括

20 建築
令和４年度まりも団地集会所建築主
体工事

阿寒町阿寒湖
温泉

まりも団地集会所に係る建築主
体工事 37,600 2022.6 2022.11 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

21 建築
令和４年度公営住宅等解体工事
（白樺台C団地）

白樺台 既存住棟(9棟34戸)の解体工事 41,700 2022.6 2022.12 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

22 建築
令和４年度公営住宅等解体工事
（武佐団地）

武佐
既存住棟(R10棟)の解体工事
(1棟40戸) 121,000 2022.6 2022.12 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

23 建築
古川終末処理場水処理電気室防
水扉設置工事

古川町 電気室防水扉の設置工事 6,000 2022.6 2022.12 指名競争 契約管理課 下水道施設課 一括

24 建築
小学校給食センタープロパン庫移
設工事

貝塚
小学校給食センタープロパン庫
の解体・移設 1,700 2022.7 2022.8 指名競争 契約管理課 教育支援課 一括

25 建築
釧路公立大学教員住宅改修工事
（内外装）

芦野 教員住宅1棟の内外装改修 14,200 2022.7 2022.12 一般競争 契約管理課 公立大学総務課 一括

26 建築 昇雲台斎場火葬炉改修工事 釧路町鳥通東
炉内耐火物交換、排ガス冷却設
備改修、電気計装機器交換工事
等

77,100 2022.7 2023.3 一者随契 契約管理課 環境保全課 一括

27 建築
令和４年度公営住宅等解体工事
（グリーン団地）

阿寒町北新町
既存住棟等(GR01～GR04棟、公
園遊具等)の解体工事 20,000 2022.8 2022.12 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

28 建築
錦町駐車場アルミルーバー改修工
事（西面）

錦町
アルミルーバーの撤去及び防雪
ネットの取付 15,300 2022.8 2022.12 一般競争 契約管理課 都市計画課 一括

29 建築
阿寒町自然休養村地域資源活用
工房改修工事

阿寒町上阿寒 屋根・外壁改修工事 12,000 2022.8 2023.1 一般競争 契約管理課 阿寒地域振興課 一括

30 建築 山花配水池防水塗装工事 山花 配水池内塗装 3,100 2022.9 2023.1 指名競争 契約管理課 浄水課 一括

31 建築
阿寒町自然休養村野営場トイレ除
却工事

阿寒町上阿寒 建物解体 6,400 2022.10 2023.1 指名競争 契約管理課 阿寒地域振興課 一括

32 建築
統一地方選挙ポスター掲示場設置
工事（阿寒地区）

阿寒地区 ポスター掲示場の設置 3,400 2023.1 2023.3 指名競争 契約管理課 阿寒地域振興課 一括

33 建築
統一地方選挙ポスター掲示場設置
工事（音別地区）

音別地区 ポスター掲示場の設置 2,000 2023.1 2023.3 指名競争 契約管理課 音別地域振興課 一括

34 建築
統一地方選挙ポスター掲示場設置
工事

釧路地区 ポスター掲示場の設置 26,000 2023.1 2023.3 一般競争 契約管理課 選管事務局 分割
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舗装 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 舗装 ２種再生舗装工事 市内一円 2種再生舗装 39,500 2022.4 2022.10 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 分割

2 舗装 ２種再生舗装補修工事 市内一円 2種再生舗装補修 30,000 2022.4 2022.10 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 分割

3 舗装 西港区横８線舗装補修工事 西港区 舗装補修　１式 2,700 2022.5 2022.8 指名競争 契約管理課 港湾空港課 一括

4 舗装 音別処理区舗装整備工事 音別町朝日 オーバーレイ 3,400 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 音別上下水道課 一括

5 舗装 国道連絡道路舗装補修工事 阿寒町 舗装工 4,000 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

6 舗装
桜ケ岡７丁目他認定外管理通路補
修工事

桜ケ岡・宝町 舗装補修 7,300 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 道路河川課 一括

7 舗装 西港道路補修工事 西港区 切削・ＯＲ　1式 24,600 2022.6 2022.10 一般競争 契約管理課 港湾空港課 一括

8 舗装 ２種再生舗装工事（町内会要望） 市内一円 2種再生舗装 30,000 2022.6 2022.10 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 分割

9 舗装 釧路大規模運動公園改修工事 広里 舗装改修 1,200 2022.7 2022.9 随意契約 契約管理課 公園緑地課 一括

10 舗装 昭和通恒久再生舗装工事 昭和中央 オーバーレイ 37,500 2022.7 2022.11 一般競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

11 舗装
宝橋通２外１路線恒久再生舗装工
事

文苑 オーバーレイ 52,800 2022.7 2022.11 一般競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

12 舗装 昭和南８号１グリーティング工事 昭和町 グリーティングロード 5,000 2022.8 2022.10 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

13 舗装
星が浦南１２号２（３種）簡易舗装工
事

星が浦南 路上再生路盤工 19,400 2022.8 2022.10 一般競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

14 舗装
武佐地区外恒久再生特殊舗装補
修工事

武佐、桜ケ岡 薄層オーバーレイ 2,500 2022.8 2022.10 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

15 舗装
星が浦北通外１路線恒久再生舗装
補修工事

大楽毛北他 オーバーレイ 20,000 2022.8 2022.11 一般競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

16 舗装 愛国緑地園路改修工事 美原 園路舗装改修 4,000 2022.9 2022.12 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括

17 舗装 昭和東公園舗装工事 昭和中央 園路舗装 11,000 2022.9 2022.12 一般競争 契約管理課 公園緑地課 一括
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舗装 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

18 舗装
釧路大橋通ロードヒーティング改修
工事（交付金）

弥生 ２ユニット改修 40,000 2022.9 2022.12 一般競争 契約管理課 道路河川課 一括
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電気 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 電気
令和４年度堀川団地Ａ棟建設工事
に伴う電波障害対応工事

堀川町
Ａ棟建設工事に伴う電波障害
対応工事 2,400 2022.4 2022.7 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

2 電気 Ｗｅｂ会議用Ｗｉ-Ｆｉ整備工事 黒金町 光回線工事 12,900 2022.4 2022.10 一般競争 契約管理課 情報システム課 一括

3 電気
阿寒湖畔下水終末処理場曝気動
力装置更新工事

阿寒町シアン
ヌ

曝気動力装置の更新 106,000 2022.4 2023.3 一般競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

4 電気
春採生活館アイヌ地域交流拠点整
備事業電気設備工事

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 19,000 2022.4 2023.3 一般競争 契約管理課 社会援護課 一括

5 電気
令和４年度まりも団地Ａ棟公営住宅
電気設備工事

阿寒町阿寒湖
温泉

Ａ棟(1棟8戸)建設に係る
電気設備工事 17,900 2022.4 2023.3 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

6 電気
令和４年度まりも団地集会所電気設
備工事

阿寒町阿寒湖
温泉

まりも団地集会所に係る
電気設備工事 2,900 2022.5 2022.11 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

7 電気 音別共聴施設監視装置交換工事 音別町内一円 共聴施設監視装置交換 5,300 2022.5 2023.1 指名競争 契約管理課 音別地域振興課 一括

8 電気
愛国浄水場中央監視制御装置整
備工事

愛国西
中央監視制御装置の部品交換、
点検整備 6,800 2022.5 2023.2 一者随契 契約管理課 浄水課 一括

9 電気 インバータ整備工事 貝塚他
インバータの部品交換、点検整
備 6,900 2022.5 2023.2 一者随契 契約管理課 浄水課 一括

10 電気 水質監視計器整備工事 愛国西他 水質計器の部品交換、点検整備 13,500 2022.5 2023.2 一者随契 契約管理課 浄水課 一括

11 電気
送配水ポンプ場非常用発電機整備
工事

愛国西
送配水ポンプ場非常用発電機の
定期点検整備 4,200 2022.5 2023.2 一者随契 契約管理課 浄水課 一括

12 電気 導水ポンプ場遮断器整備工事
釧路町トリトウ
シ原野

高圧真空遮断器の部品交換、点
検整備 4,900 2022.5 2023.2 一者随契 契約管理課 浄水課 一括

13 電気
導水ポンプ場他無停電電源装置整
備工事

釧路町トリトウ
シ原野

無停電電源装置の交換 4,500 2022.5 2023.2 一者随契 契約管理課 浄水課 一括

14 電気 油臭気センサー整備工事
釧路町トリトウ
シ原野

油臭気センサーの部品交換、点
検整備 1,700 2022.5 2023.2 一者随契 契約管理課 浄水課 一括

15 電気 計装機器整備工事 愛国西他 計装機器の部品交換、点検整備 4,800 2022.5 2023.2 一者随契 契約管理課 浄水課 一括

16 電気
大楽毛終末処理場沈砂池設備電
気工事

星が浦南
沈砂ポンプ設備更新に伴う機械
工事 298,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

17 電気
古川終末処理場２系２水処理設備
電気工事

古川町 水処理設備更新に伴う電気工事 246,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括
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電気 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）
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18 電気
大楽毛処理区ＭＰ所現場操作盤更
新工事

星が浦南 現場操作盤の更新工事 11,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

19 電気
古川終末処理場管廊電灯設備更
新工事

古川町 管廊電灯設備の更新工事 12,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

20 電気
浜町ポンプ場遠方監視装置電気工
事

浜町
遠方監視装置更新に伴う電気工
事 210,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

21 電気
浜町ポンプ場低圧動力設備電気工
事

浜町
低圧動力設備更新に伴う電気工
事 298,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

22 電気 大川ポンプ場受変電設備電気工事 大川町 受変電設備更新に伴う電気工事 259,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

23 電気
釧路市公設地方卸売市場花き棟照
明器具更新工事

新富士町 花き棟照明器具のLED化 5,300 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 商業労政課 一括

24 電気
音別中学校火災報知設備改修工
事

音別町中園 火災報知設備改修工事 1,900 2022.6 2022.11 指名競争 契約管理課 教育総務課 一括

25 電気 昭和東公園便所電気設備工事 昭和中央 便所新設 3,100 2022.6 2022.11 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括

26 電気
令和４年度芦野団地（Ｎ，Ｈ，Ｓ，
Ｕ，Ｋ，Ｍ，Ｔ）長寿命化型改善工事
（非常用照明）

芦野
長寿命化型改善工事(非常用照
明)(7棟210戸) 18,300 2022.6 2022.12 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

27 電気
農村都市交流センターＷｉ-Ｆｉ設置
工事

山花 Wi-Fi環境の整備 3,800 2022.6 2022.12 指名競争 契約管理課 農林課 一括

28 電気
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

釧路町トリトウ
シ原野

非常用発電設備の更新 214,800 2022.6 2023.3 一般競争 契約管理課 浄水課 一括

29 電気
浄水場施設整備事業導水ポンプ場
４号導水ポンプ高圧インバータ盤更
新工事

釧路町トリトウ
シ原野

導水ポンプ高圧インバータ盤の
更新 38,700 2022.6 2023.3 一者随契 契約管理課 浄水課 一括

30 電気
緑ヶ岡トンネルケーブル支持金具補
修工事

材木町 ケーブル支持金具取替 1,500 2022.7 2022.9 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

31 電気 公園照明灯ＬＥＤ交換工事 市内一円 水銀灯からＬＥＤへ交換 15,300 2022.7 2022.10 指名競争 契約管理課 公園緑地課 分割

32 電気 道路照明灯補修工事 市内一円 照明灯更新 81,000 2022.7 2022.10 一般競争 契約管理課 道路維持事業所 分割

33 電気 園内高圧引込ケーブル更新修繕
阿寒町下仁々
志別

釧路市動物園の高圧受電ケーブ
ル更新 2,100 2022.7 2022.11 指名競争 契約管理課 動物園 一括

34 電気
園内変電設備更新工事（№２・№６
キュービクル）

阿寒町下仁々
志別

釧路市動物園内№２・№６キュー
ビクルの機器更新 5,100 2022.7 2022.11 指名競争 契約管理課 動物園 一括
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電気 【契約管理課発注】
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35 電気
市民テニスコート照明設備更新工
事

広里
屋外照明設備（Ａ・Ｂ面）のＬＥＤ
化 58,200 2022.7 2022.12 一般競争 契約管理課 スポーツ課 一括

36 電気 錦町駐車場照明機器更新工事 錦町
錦町駐車場における照明機器更
新工事 22,600 2022.7 2022.12 一般競争 契約管理課 都市計画課 一括

37 電気
簡易水道整備事業阿寒浄水場計
装設備更新工事

阿寒町布伏内 送水流量計の更新 4,400 2022.7 2023.1 指名競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

38 電気
浄水場施設整備事業計装監視制
御設備更新工事

釧路町トリトウ
シ原野他

計装機器の部品交換、定期整備 79,700 2022.7 2023.3 一者随契 契約管理課 浄水課 一括

39 電気
蛯川ポンプ場直流電源装置整備工
事

阿寒町阿寒湖
温泉

直流電源装置の整備 3,200 2022.8 2022.12 指名競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

40 電気 釧路市動物園Ｗｉ-Ｆｉ環境整備工事
阿寒町下仁々
志別

釧路市動物園内のWi-Fi環境を
整備する 10,000 2022.8 2022.12 指名競争 契約管理課 動物園 一括

41 電気
農村都市交流センターホール照明
（水銀灯）更新工事

山花 ホールの照明（水銀灯）の更新 1,500 2022.8 2022.12 指名競争 契約管理課 農林課 一括

42 電気
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

山花
高圧ケーブルの修繕
構内接地抵抗値ＥＬＡ値過大是
正

4,300 2022.8 2022.12 指名競争 契約管理課 農林課 一括

43 電気
釧路市生涯学習センター舞台照明
操作卓及び調光器盤更新工事

幣舞町
舞台照明操作卓及び調光器盤
更新 134,800 2022.9 2023.2 一般競争 契約管理課 生涯学習課 一括
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管設備 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 管設備
山花公園オートキャンプ場給水ポン
プ交換工事（トイレＢ）

阿寒町下仁々
志別

ポンプ交換 1,100 2022.4 2022.5 随意契約 契約管理課 公園緑地課 一括

2 管設備 音別地区メーター整備工事その１ 音別町一円 検満メーター更新 1,500 2022.4 2022.7 指名競争 契約管理課 音別上下水道課 一括

3 管設備 堀川団地既設給水管布設替え工事 堀川町
Ａ棟建設工事に伴う既設給水管
の布設替え工事 3,000 2022.4 2022.7 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

4 管設備 阿寒地区メーター整備工事 阿寒町一円 検満メーターの更新 11,200 2022.4 2022.12 指名競争 契約管理課 阿寒上下水道課 分割

5 管設備 園内給水管整備工事（２期目）
阿寒町下仁々
志別

ペンギン舎屋外水道管更新 2,200 2022.5 2022.7 指名競争 契約管理課 動物園 一括

6 管設備
釧路市こども遊学館クーリングタ
ワー改修工事

幸町 クーリングタワー改修工事 11,800 2022.5 2022.11 一般競争 契約管理課 生涯学習課 一括

7 管設備
芦野団地ぬさまい長寿命化型改善
工事（排水管）

芦野
長寿命化型改善工事(排水管)(1
棟30戸) 9,700 2022.5 2022.11 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

8 管設備
芦野団地はしどい長寿命化型改善
工事（排水管）

芦野
長寿命化型改善工事(排水管)(1
棟30戸) 9,700 2022.5 2022.11 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

9 管設備
芦野団地しつげん長寿命化型改善
工事（排水管）

芦野
長寿命化型改善工事(排水管)(1
棟30戸) 8,900 2022.5 2022.11 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

10 管設備
春採生活館アイヌ地域交流拠点整
備事業管設備工事

春採
春採生活館アイヌ地域交流拠点
整備事業に係る管設備工事 30,500 2022.5 2023.2 一般競争 契約管理課 社会援護課 一括

11 管設備
昇雲台斎場空調用中央監視装置
更新工事

釧路町鳥通東
中央監視装置更新工事、リモート
ステーション更新工事 16,900 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 環境保全課 一括

12 管設備
釧路フィッシャーマンズワーフ中央
監視装置更新工事

錦町 中央監視装置の更新 15,100 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 観光振興室 一括

13 管設備
釧路市公設地方卸売市場花き棟ボ
イラー更新工事

新富士町 花き棟ボイラーの更新 4,600 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 商業労政課 一括

14 管設備 水道管敷設工事（１期目）
阿寒町下仁々
志別

キリン舎～渡辺ケージの水道敷
設工事 6,000 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 動物園 一括

15 管設備
釧路市立博物館貯留槽内汚物ポン
プ更新工事

春湖台 博物館貯留槽内汚物ポンプ更新 4,900 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 博物館 一括

16 管設備
旧東栄小学校暖房設備等改修工
事

弥生 暖房設備等改修工事 1,800 2022.6 2022.11 指名競争 契約管理課 教育総務課 一括

17 管設備 昭和東公園便所管設備工事 昭和中央 便所新設 5,100 2022.6 2022.11 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括
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管設備 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

18 管設備
令和４年度まりも団地集会所管設備
工事

阿寒町阿寒湖
温泉

まりも団地集会所に係る
管設備工事 6,600 2022.6 2022.11 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

19 管設備 飼料庫（冷凍庫）更新工事
阿寒町下仁々
志別

釧路市動物園飼料庫の冷凍機
及び冷凍庫更新 15,100 2022.6 2022.12 一般競争 契約管理課 動物園 一括

20 管設備
令和４年度まりも団地Ａ棟公営住宅
管設備工事

阿寒町阿寒湖
温泉

Ａ棟(1棟8戸)建設に係る
管設備工事 24,000 2022.6 2023.3 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

21 管設備
阿寒地区メーター整備（飽別簡水）
工事

阿寒町徹別 検満メーターの更新 2,400 2022.7 2022.10 指名競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

22 管設備
芦野団地ゆうやけ長寿命化型改善
工事（排水管）

芦野
長寿命化型改善工事(排水管)(1
棟30戸) 8,900 2022.7 2022.12 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

23 管設備
芦野団地きんれんか長寿命化型改
善工事（排水管）

芦野
長寿命化型改善工事(排水管)(1
棟30戸) 9,400 2022.7 2022.12 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

24 管設備
芦野団地みずばしょう長寿命化型
改善工事（排水管）

芦野
長寿命化型改善工事(排水管)(1
棟30戸) 8,900 2022.7 2022.12 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

25 管設備
鶴ケ岱１１号ガスロードヒーティング
熱源機補修工事

鶴ケ岱 熱源機（ボイラー）取替 16,000 2022.8 2022.12 一者随契 契約管理課 道路維持事業所 一括

26 管設備
農村都市交流センター浄化槽修繕
整備工事

山花 浄化槽の配管等修繕 9,000 2022.8 2022.12 指名競争 契約管理課 農林課 一括

27 管設備
阿寒町自然休養村地域資源活用
工房浄化槽更新工事

阿寒町上阿寒 浄化槽更新 38,100 2022.9 2023.1 一般競争 契約管理課 阿寒地域振興課 一括

28 管設備
阿寒町自然休養村地域資源活用
工房トイレ他改修工事

阿寒町上阿寒 便器様式化 8,700 2022.9 2023.1 指名競争 契約管理課 阿寒地域振興課 一括

29 管設備 農業用水道施設設備更新工事 阿寒町一円
阿寒地区農業用水道施設（共
和・西徹別・紀ノ丘）における設
備機器類の更新

35,900 2022.9 2023.3 一般競争 契約管理課 農林課 一括

30 管設備 音別地区メーター整備工事その２ 音別町一円 検満メーター更新 1,800 2022.10 2023.2 指名競争 契約管理課 音別上下水道課 一括

31 管設備
鳥取西中学校地下タンク高精度油
面計設置工事

鳥取北 油面計設置工事 1,700 2022.11 2023.2 指名競争 契約管理課 教育総務課 一括
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水道設備 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 水道設備 配水管整備事業消火栓移設工事 市内一円 消火栓移設等10基 22,300 2022.4 2023.3 指名競争 契約管理課 水道整備課 分割

2 水道設備
配水管整備事業国道３８号（幸町）
配水管布設工事

幸町 配水管布設φ100、L=119ｍ 32,100 2022.5 2022.12 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

3 水道設備
配水管整備事業晴海台１３号２配水
管布設工事

興津
配水管布設φ100～φ50、L=295
ｍ 50,900 2022.5 2022.12 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

4 水道設備 水道管切廻工事 市内一円 水道管切廻 25,000 2022.5 2023.3 指名競争 契約管理課
下水道建設管理
課

分割

5 水道設備
配水管整備事業富士見緑ヶ岡通配
水管布設工事

鶴ケ岱
配水管布設φ150～φ100、
L=246ｍ 47,200 2022.6 2022.12 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

6 水道設備
配水管整備事業国道３８号（鳥取大
通５丁目）配水管布設工事

幸町
配水管布設φ200～φ50、L=481
ｍ 119,500 2022.6 2023.2 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

7 水道設備
配水管整備事業駒場通配水管布
設工事

新川町
配水管布設φ200～φ50、L=649
ｍ 122,300 2022.6 2023.2 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

8 水道設備
配水管整備事業鉄北環状配水本
管（浜町臨港通）配水管布設工事

宝町
配水管布設φ300～φ100、
L=525ｍ 161,700 2022.6 2023.2 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

9 水道設備
配水管整備事業鉄西中央幹線（昭
和歩道橋）配水管布設工事

鳥取大通
配水管布設φ300～φ150、
L=115ｍ 104,800 2022.6 2023.2 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

10 水道設備
配水管整備事業新富士幹線配水
管布設工事

新富士町
配水管布設φ200～φ100、
L=701ｍ（R4～R6：L=1,817ｍ） 320,800 2022.6 2024.12 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

11 水道設備
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

柳町
配水管布設φ450～φ100、
L=506ｍ（R4～R6：L=1,792ｍ） 464,800 2022.6 2024.12 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

12 水道設備
配水管整備事業鉄西環状配水本
管（鳥取北４線４）配水管布設工事

鳥取北
配水管布設φ600～φ500、
L=230ｍ（R4～R6：L=1,070ｍ） 514,100 2022.6 2024.12 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

13 水道設備
配水管整備事業鉄北幹線通２（鳥
取橋）配水管布設工事

新橋大通
配水管布設φ200～φ50、L=383
ｍ 108,300 2022.7 2023.2 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

14 水道設備
配水管整備事業緑ケ岡材木環状配
水管布設工事

緑ケ岡
配水管布設φ200～φ100、
L=405ｍ 89,300 2022.7 2023.2 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

15 水道設備 配水管整備事業導水管布設工事 広里
導水管布設φ1,000～φ700、
L=431ｍ 254,800 2022.8 2023.2 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

16 水道設備
配水管整備事業釧路町東光４号線
配水管布設工事

釧路町新開
配水管布設φ100～φ50、L=98
ｍ 19,200 2022.9 2022.12 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括
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機械設備 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 機械設備 愛国浄水場ろ過池更生工事 愛国西
ろ過池（１池）のろ過砂、支持砂
利洗浄及び整層 12,800 2022.5 2022.10 指名競争 契約管理課 浄水課 一括

2 機械設備 導水ポンプ場機械整備工事
釧路町トリトウ
シ原野

導水ポンプ場の各機器の点検整
備 2,900 2022.5 2022.12 指名競争 契約管理課 浄水課 一括

3 機械設備
阿寒湖畔下水終末処理場温水ボイ
ラ設備更新工事

阿寒町シアン
ヌ

温水ボイラの更新 60,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

4 機械設備
阿寒湖畔下水終末処理場
曝気装置更新工事

阿寒町シアン
ヌ

曝気機及び散気装置の更新 102,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

5 機械設備
大楽毛終末処理場沈砂池設備機
械工事

星が浦南
沈砂ポンプ設備更新に伴う機械
工事 151,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

6 機械設備
古川終末処理場２系２水処理設備
機械工事

古川町 水処理設備更新に伴う機械工事 294,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

7 機械設備 ＳＶ計整備工事 愛国西 SV計の部品交換、点検整備 3,000 2022.5 2023.3 一者随契 契約管理課 浄水課 一括

8 機械設備
古川終末処理場ボイラ設備機械工
事

古川町 ボイラ設備更新に伴う機械工事 139,700 2022.5 2023.9 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

9 機械設備
愛国ポンプ場建屋付帯設備整備工
事

芦野 窓部開口の閉塞 1,200 2022.6 2022.9 随意契約 契約管理課 下水道施設課 一括

10 機械設備 音別浄水場流量計更新工事 音別町中音別 送水流量計更新 4,400 2022.6 2022.11 指名競争 契約管理課 音別上下水道課 一括

11 機械設備
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

星が浦南 し渣脱水機の分解整備 8,400 2022.6 2022.12 指名競争 契約管理課 下水道施設課 一括

12 機械設備
簡易水道整備事業阿寒浄水場機
械設備更新工事

阿寒町布伏内 送水ポンプの更新 21,000 2022.6 2023.3 一般競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

13 機械設備
大楽毛終末処理場４号曝気ブロワ
整備工事

星が浦南 曝気ブロワの分解整備 23,100 2022.6 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

14 機械設備 取水口防塵機整備工事
釧路町トリトウ
シ原野

防塵機駆動部の点検整備 3,100 2022.6 2023.3 指名競争 契約管理課 浄水課 一括

15 機械設備 愛国汚泥棟加圧脱水機更生工事 愛国西
加圧脱水機のろ布等交換、点検
整備 10,600 2022.7 2022.11 一般競争 契約管理課 浄水課 一括

16 機械設備
愛国汚泥棟ろ過濃縮装置更生（そ
の１）工事

愛国西
ろ過濃縮装置のモジュール巻
替、取替および点検整備 19,100 2022.7 2022.11 一般競争 契約管理課 浄水課 一括

17 機械設備
愛国浄水場薬品・水処理設備整備
工事

愛国西 薬品注入設備の整備 1,900 2022.7 2022.11 指名競争 契約管理課 浄水課 一括
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機械設備 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）
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18 機械設備
富士見第３マンホールポンプ所汚
水ポンプ№２整備工事

阿寒町富士見 汚水ポンプの整備 5,000 2022.7 2022.12 指名競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

19 機械設備
阿寒湖畔下水終末処理場№２脱離
液移送ポンプ整備工事

阿寒町シアン
ヌ

脱離液移送ポンプの整備 4,600 2022.7 2023.2 指名競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

20 機械設備
愛国汚泥棟汚泥処理機械整備工
事

愛国西
浄水汚泥処理施設の各機器の
点検整備 12,600 2022.7 2023.2 一般競争 契約管理課 浄水課 一括

21 機械設備
浄水場施設整備事業貝塚送配水ポ
ンプ場配水ライン改造工事

貝塚 配水ラインの配管改造 19,800 2022.7 2023.2 一般競争 契約管理課 浄水課 一括

22 機械設備
貝塚送配水ポンプ場ポンプ整備工
事

貝塚
緑ヶ岡配水ポンプの分解点検整
備 9,900 2022.7 2023.3 指名競争 契約管理課 浄水課 一括

23 機械設備 導水ポンプ場ポンプ整備工事
釧路町トリトウ
シ原野

導水ポンプの分解点検整備 19,800 2022.7 2023.3 一般競争 契約管理課 浄水課 一括

24 機械設備
阿寒浄水場沈殿池排泥弁他整備
工事

阿寒町布伏内 排泥弁他の整備 1,600 2022.8 2023.1 指名競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

25 機械設備
簡易水道整備事業阿寒浄水場燃
料タンク増設工事

阿寒町布伏内 燃料タンクの増設 1,500 2022.8 2023.1 指名競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

26 機械設備
大楽毛終末処理場１-１終沈汚泥掻
寄機整備工事

星が浦南 汚泥掻寄気の分解整備 8,800 2022.9 2023.3 指名競争 契約管理課 下水道施設課 一括

27 機械設備
浜町ポンプ場１号雨水ポンプ整備
工事

浜町 雨水ポンプの分解整備 36,800 2022.9 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

28 機械設備
第２春採４丁目ＭＰ２号汚水ポンプ
整備工事

春採 汚水ポンプの分解整備 1,900 2022.10 2023.3 指名競争 契約管理課 下水道施設課 一括

29 機械設備
愛国汚泥棟ろ過濃縮装置更生（そ
の２）工事

愛国西
ろ過濃縮装置のモジュール巻
替、取替および点検整備 14,900 2022.12 2023.2 一般競争 契約管理課 浄水課 一括

15



塗装 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 塗装 区画線路面標示工事 市内一円 区画線補修 2,100 2022.4 2022.7 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

2 塗装 区画線路面標示工事（その２） 市内一円 区画線補修 3,000 2022.4 2022.7 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

3 塗装 臨港道路区画線布設工事 釧路港 区画線敷設　１式 1,500 2022.5 2022.8 指名競争 契約管理課 港湾空港課 一括

4 塗装
音別町山菜等加工施設天井塗装
工事

音別町若草 天井塗装 1,500 2022.6 2022.10 指名競争 契約管理課 農林課 一括

5 塗装 区画線路面標示工事（警察要請） 市内一円 区画線補修 3,000 2022.8 2022.10 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 一括
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造園 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 造園 昭和東公園植栽工事 昭和中央 公園植栽 9,000 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括

2 造園 愛国西７号公園改修工事 愛国東 遊戯施設撤去・設置 8,000 2022.6 2022.10 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括

3 造園 ニュータウン２号公園改修工事 美原 遊戯施設撤去・設置 16,000 2022.6 2022.10 一般競争 契約管理課 公園緑地課 一括

4 造園 白樺台中央公園改修工事 白樺台 柵改修 10,000 2022.6 2022.11 一般競争 契約管理課 公園緑地課 一括

5 造園 寿町公園改修工事 寿 遊戯施設撤去・設置 5,000 2022.7 2022.10 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括

6 造園 松浦公園改修工事 松浦町 遊戯施設撤去・設置 2,500 2022.7 2022.10 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括

7 造園 学園台２号公園他１公園改修工事 桜ケ岡 遊戯施設撤去・設置 5,800 2022.7 2022.11 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括

8 造園 茅野公園改修工事 桜ケ岡 休養施設改修 5,000 2022.7 2022.11 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括

9 造園 緑ケ岡６丁目９号公園改修工事 緑ケ岡 遊戯施設撤去・設置 1,800 2022.8 2022.11 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括

10 造園 釧路空港高さ制限支障木伐採工事 駒牧 支障木伐採　１式 3,100 2022.8 2022.11 指名競争 契約管理課 港湾空港課 一括

11 造園
釧路空港範囲制限支障木伐採工
事

駒牧 支障木伐採　１式 2,400 2022.8 2022.11 指名競争 契約管理課 港湾空港課 一括

12 造園
釧路空港（旧スキー場跡）支障木伐
採工事

鶴丘
滑走路周辺における支障木の伐
採 2,400 2022.8 2022.11 指名競争 契約管理課 スポーツ課 一括

13 造園 永住１号公園他２公園改修工事 武佐他 遊戯施設撤去・設置 16,000 2022.8 2022.12 一般競争 契約管理課 公園緑地課 一括

14 造園 沼尻公園改修工事 春採 遊戯施設撤去・設置 10,000 2022.8 2022.12 一般競争 契約管理課 公園緑地課 一括

15 造園 武佐の森緑地改修工事 武佐 園路広場改修 7,000 2022.8 2022.12 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括
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土木・舗装 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 土木・舗装
釧路市公設地方卸売市場外構改
修工事

新富士町
市場敷地内の雨水管汚水管改
修 220,000 2022.4 2022.11 一般競争 契約管理課 商業労政課 分割

2 土木・舗装
春採生活館アイヌ地域交流拠点整
備事業外構工事

春採 外構工事 18,100 2022.4 2023.3 一般競争 契約管理課 社会援護課 一括

3 土木・舗装 星が浦北１号改良舗装工事 星が浦北 道路改良舗装 44,000 2022.6 2022.12 一般競争 契約管理課 道路河川課 一括
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土木・機械 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 土木・機械
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

西港区 走行レール補修 66,000 2022.4 2022.12 一般競争 契約管理課 港湾空港課 一括
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土木設計 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 土木設計
釧路大橋通ロードヒーティング測量
設計業務委託（交付金）

弥生 測量・実施設計 10,000 2022.4 2022.7 指名競争 契約管理課 道路河川課 一括

2 土木設計
星が浦川周辺排水測量設計業務委
託

鶴野 測量・実施設計 5,600 2022.4 2022.9 指名競争 契約管理課 道路河川課 一括

3 土木設計 港湾施設定期点検業務委託 釧路港 定期点検　１式 48,200 2022.4 2022.10 一般競争 契約管理課 港湾空港課 一括

4 土木設計
富士見緑ヶ岡通外１道路測量設計
業務委託

春湖台 測量・実施設計 14,500 2022.4 2023.1 一般競争 契約管理課 道路河川課 一括

5 土木設計
令和５年度配水管整備予定箇所測
量及び実施設計業務委託

市内一円 測量及び実施設計 20,900 2022.4 2023.3 指名競争 契約管理課 水道整備課 分割

6 土木設計
音別駅前通（音別跨線橋）補修修
正設計業務委託

音別町本町 跨線橋補修修正設計 8,000 2022.4 2023.3 指名競争 契約管理課 道路河川課 一括

7 土木設計 春採公園測量実施設計業務委託 春湖台 擁壁改修設計業務 4,000 2022.5 2022.10 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括

8 土木設計
下水道管路耐震基本計画策定業
務委託

市内一円
既設管耐震診断実施に向けた基
本構想とりまとめ 9,000 2022.5 2023.3 指名競争 契約管理課

下水道建設管理
課

一括

9 土木設計
配水管整備事業貝塚２丁目ＪＲ横断
更新実施設計業務委託

貝塚 実施設計 22,300 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

10 土木設計
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

釧路町光和 測量及び実施設計 12,400 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

11 土木設計
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

鶴ケ岱 測量及び実施設計 10,400 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

12 土木設計
配水管整備事業循環線測量及び
実施設計業務委託

美原 測量及び実施設計 12,600 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

13 土木設計
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

新富士町 測量及び実施設計 8,000 2022.5 2023.3 指名競争 契約管理課 水道整備課 一括

14 土木設計
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

鳥取大通 測量及び実施設計 13,600 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

15 土木設計
配水管整備事業導水管更新実施
設計業務委託

広里 実施設計 14,900 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括

16 土木設計 北中跨線橋ほか概略設計業務委託 釧路駅周辺 概略設計 14,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課
都心部まちづくり
推進室

一括

17 土木設計 舗装補修測量設計業務委託 市内一円
路面性状調査 1式、舗装補修工
法検討 1式 3,000 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 道路維持事業所 一括

20



土木設計 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

18 土木設計
音別浄化センター建築設備他更新
実施設計業務委託

音別町海光
建築設備、電気計装設備等更新
に係る実施設計 10,000 2022.6 2023.2 指名競争 契約管理課 音別上下水道課 一括

19 土木設計
工業用水道導水管更新実施設計
業務委託

音別町中音別 導水管更新に係る実施設計 10,000 2022.6 2023.2 指名競争 契約管理課 音別上下水道課 一括

20 土木設計
古川終末処理場沈砂池設備更新
実施設計業務委託

古川町 実施設計 14,000 2022.6 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

21 土木設計
古川終末処理場他耐水化計画策
定業務委託

古川町 耐水化計画策定 20,000 2022.6 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

22 土木設計
白樺終末処理場初沈汚泥ポンプ設
備更新実施設計業務委託

益浦 実施設計 8,000 2022.6 2023.3 指名競争 契約管理課 下水道施設課 一括

23 土木設計
大楽毛終末処理場水処理設備更
新実施設計業務委託

星が浦南 実施設計 20,000 2022.6 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

24 土木設計
大楽毛終末処理場自家発電設備
更新設計業務委託

星が浦南 実施設計 9,000 2022.6 2023.3 指名競争 契約管理課 下水道施設課 一括

25 土木設計
ポンプ場機械電気設備更新実施設
計業務委託

市内一円 実施設計 10,000 2022.6 2023.3 一般競争 契約管理課 下水道施設課 一括

26 土木設計
中央広場再整備実施設計業務委
託

阿寒町下仁々
志別

釧路市動物園中央広場再整備
に係る実施設計業務（測量業務
含む）

5,900 2022.7 2023.3 指名競争 契約管理課 動物園 一括

27 土木設計 道路照明灯調査業務委託 市内一円 照明灯調査 53,000 2022.8 2023.2 一般競争 契約管理課 道路維持事業所 分割

28 土木設計 下水道管渠実施設計業務委託 市内一円 下水道管渠実施設計 36,000 2022.8 2023.3 指名競争 契約管理課
下水道建設管理
課

分割

29 土木設計 下水道施設計画変更業務委託 市内一円
浜町ポンプ場系統管路の区画割
平面図、流量計算見直し 8,000 2022.8 2023.3 指名競争 契約管理課

下水道建設管理
課

一括

30 土木設計 下水道管路緊急度判定業務委託 市内一円
老朽管緊急度判定及び修繕・改
築判定 5,000 2022.8 2023.3 指名競争 契約管理課

下水道建設管理
課

一括

31 土木設計
阿寒下水終末処理場汚泥濃縮槽
掻寄機更新実施設計業務委託

阿寒町仲町
汚泥濃縮槽掻寄機更新の実施
設計 4,000 2022.9 2023.3 指名競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括

32 土木設計
阿寒湖畔下水終末処理場管廊継
手部耐震補強実施設計業務委託

阿寒町シアン
ヌ

耐震補強の実施設計 13,000 2022.9 2023.3 一般競争 契約管理課 阿寒上下水道課 一括
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造園設計 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 造園設計 なし
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建築設計 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 建築設計
釧路市公設地方卸売市場冷蔵倉
庫基本設計業務委託

新富士町 冷蔵倉庫建設に係る基本設計 4,200 2022.4 2023.3 指名競争 契約管理課 商業労政課 一括

2 建築設計
西港１号上屋耐震診断・耐震改修
設計業務委託

西港区
耐震診断・耐震改修設計業務委
託 21,900 2022.4 2023.3 一般競争 契約管理課 港湾空港課 一括

3 建築設計
令和４年度芦野団地屋外設計業務
委託（屋根・外壁等）

芦野
長寿命化型改善工事の実施に
伴う実施設計業務委託 1,800 2022.5 2022.11 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

4 建築設計
令和４年度グリーン団地Ａ棟実施設
計業務委託

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 7,500 2022.5 2023.2 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

5 建築設計
令和４年度川東団地Ａ棟実施設計
業務委託

音別町川東
Ａ棟(1棟8戸)建設に係る実施設
計業務委託 9,200 2022.5 2023.2 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

6 建築設計
令和４年度堀川団地B棟実施設計
業務委託

堀川町
B棟(1棟50戸)建設に係る実施設
計業務委託 13,500 2022.5 2023.2 一般競争 契約管理課 住宅課 一括

7 建築設計 （仮称）第８魚揚場設計業務委託 浜町（副港）
基本・実施設計、地質調査、外構
設計 42,000 2022.5 2023.3 一者随契 契約管理課 水産課 一括

8 建築設計 ヒグマ舎改修実施設計業務委託
阿寒町下仁々
志別

釧路市動物園ヒグマ舎改修に係
る実施設計業務（建築、土木、地
質調査業務含む）

16,600 2022.6 2023.3 一般競争 契約管理課 動物園 一括
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設備設計 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 設備設計
消防救急デジタル無線設備更新実
施設計業務委託

南浜町 無線設備の更新に係る実施設計 8,200 2022.5 2022.10 指名競争 契約管理課
消防本部通信指
令課

一括
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その他設計 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 その他設計
土地区画整理事業事業調査業務
委託

釧路駅周辺
土地区画整理事業の事業化検
討ほか 17,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課

都心部まちづくり
推進室

一括
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測量 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 測量
浜町ポンプ場系統測量調査業務委
託

市内一円 浜町ポンプ場系統管路の測量 7,000 2022.5 2022.9 指名競争 契約管理課
下水道建設管理
課

一括

2 測量 測量調査業務委託 市内一円 測量調査 11,500 2022.5 2022.9 指名競争 契約管理課 道路河川課 分割

3 測量
北中跨線橋ほか水準レーザー測量
業務委託

釧路駅周辺 水準レーザー測量 9,000 2022.5 2022.12 指名競争 契約管理課
都心部まちづくり
推進室

一括

4 測量 下水道管渠測量調査業務委託 市内一円 測量調査 5,000 2022.5 2023.1 指名競争 契約管理課
下水道建設管理
課

分割

5 測量
（仮称）第８魚揚場測量調査業務委
託

浜町（副港） 測量調査 5,000 2022.5 2023.3 指名競争 契約管理課 水産課 一括
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地質調査 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 地質調査
新釧路川左岸通沈下板観測業務
委託（交付金）

愛国 沈下板観測 6,500 2022.4 2023.3 指名競争 契約管理課 道路河川課 分割

2 地質調査
釧路市学校給食センター地質調査
業務委託

貝塚
給食センター建設に係る地質調
査業務委託 15,700 2022.5 2022.8 一般競争 契約管理課 教育総務課 一括

3 地質調査
令和４年度堀川団地B棟地質調査
業務委託

堀川町
B棟(1棟50戸)建設に係る地質調
査業務委託 7,900 2022.5 2022.9 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

4 地質調査
宅地耐震化推進事業第２次スクリー
ニング業務委託

貝塚・宮本 地盤調査・安定計算 12,200 2022.5 2023.1 一般競争 契約管理課 都市計画課 一括

5 地質調査 春採公園地質調査業務委託 春湖台 擁壁改修に伴う地質調査 1,000 2022.6 2022.8 指名競争 契約管理課 公園緑地課 一括

6 地質調査
令和４年度グリーン団地Ａ棟地質調
査業務委託

阿寒町北新町
Ａ棟(1棟6戸)建設に係る地質調
査業務委託 3,600 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

7 地質調査
令和４年度川東団地Ａ棟地質調査
業務委託

音別町川東
Ａ棟(1棟8戸)建設に係る地質調
査業務委託 3,700 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 住宅課 一括

8 地質調査 下水道管渠地質調査業務委託 市内一円 地質調査 5,000 2022.8 2023.2 指名競争 契約管理課
下水道建設管理
課

分割
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その他調査 【契約管理課発注】

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 その他調査
新釧路川左岸通環境調査業務委
託（交付金）

愛国 環境調査 4,000 2022.4 2022.6 指名競争 契約管理課 道路河川課 一括

2 その他調査 星が浦川環境調査業務委託 鶴野 環境調査 2,300 2022.4 2022.6 指名競争 契約管理課 道路河川課 一括

3 その他調査
配水管整備事業地下埋設物調査
業務委託

市内一円 地下埋設物調査 50,400 2022.4 2023.3 指名競争 契約管理課 水道整備課 分割

4 その他調査 下水道管路調査業務委託 市内一円 老朽管調査 106,000 2022.5 2023.3 一般競争 契約管理課
下水道建設管理
課

分割

5 その他調査
釧路市地籍調査（官民境界等先行
調査）業務委託

東川町 地籍調査 3,800 2022.5 2023.3 指名競争 契約管理課 道路河川課 一括

6 その他調査
星が浦川環境影響調査検討業務委
託

鶴野 環境影響調査検討 3,400 2022.6 2022.9 指名競争 契約管理課 道路河川課 一括

7 その他調査
釧路市公園施設長寿命化計画策
定業務委託

市内一円 公園施設の健全度調査 30,000 2022.6 2023.3 一般競争 契約管理課 公園緑地課 一括

8 その他調査 地下埋設物調査業務委託 市内一円 地下埋設物調査 5,000 2022.8 2022.12 指名競争 契約管理課
下水道建設管理
課

分割

9 その他調査
配水管整備事業導水管管理用道
路沈下板観測業務委託

広里 載荷盛土沈下板の観測等 3,800 2022.12 2023.3 指名競争 契約管理課 水道整備課 一括

10 その他調査
配水管整備事業導水管路環境調
査（第３期）業務委託

広里 国立公園内の環境調査 28,400 2023.1 2024.3 一般競争 契約管理課 水道整備課 一括
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自課発注

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

1 土木
釧路大規模運動公園プロムナード
補修工事

広里
プロムナード（階段、モニュメント
等）補修 440 2022.4 2022.5 随意契約 自課発注 公園緑地課 分割

2 電気
西消防署阿寒湖温泉支署自家発
電装置機起動用蓄電池取替工事

阿寒町阿寒湖
温泉

自家発電機起動用蓄電池取替
え 490 2022.4 2022.5 随意契約 自課発注 消防本部総務課 一括

3 管設備
柳町アイスホッケー場有圧換気扇
更新工事

柳町 老朽化した有圧換気扇の更新 960 2022.4 2022.5 随意契約 自課発注 スポーツ課 一括

4 機械設備 観覧車補修修繕
阿寒町
下仁々志別

観覧車ゴンドラ修理　(扉部分等) 390 2022.4 2022.5 随意契約 自課発注 動物園 一括

5 建築 透析室テレビ固定金物変更工事 春湖台
テレビ固定金物を変更しベット間
隔を広くする 580 2022.4 2022.5 随意契約 自課発注 市立病院総務課 一括

6 管設備
ストレージタンク熱交換コイル交換
工事

春湖台
地下1階機械室内機械室ストレー
ジタンク内コイル(銅管)の交換 1,040 2022.4 2022.5 随意契約 自課発注 市立病院総務課 一括

7 管設備 地下製剤室空調設備設置工事 春湖台
環境改善のため空調機を設置す
る 620 2022.4 2022.5 随意契約 自課発注 市立病院総務課 一括

8 塗装 区画線路面標示工事（音別） 音別町一円 区画線工 640 2022.4 2022.6 随意契約 自課発注 音別建設課 一括

9 建築 屋外階段手摺敷設修繕工事 北斗 階段に手摺を設置 320 2022.4 2022.6 随意契約 自課発注 観光振興室 一括

10 その他調査 公園施設物価調査業務委託 市内一円 遊戯施設等物価調査 1,100 2022.4 2022.6 指名競争 自課発注 公園緑地課 一括

11 管設備
釧路アイスアリーナ３号冷凍機ブラ
インポンプ更新工事

鳥取大通 老朽化したブラインポンプの更新 880 2022.4 2022.6 随意契約 自課発注 スポーツ課 一括

12 造園 共栄新橋大通植樹桝補修工事 新橋大通 植樹桝補修 500 2022.4 2022.6 随意契約 自課発注 道路維持事業所 一括

13 土木設計
紀の丘川河道改修測量設計業務委
託

阿寒町 測量・実施設計 760 2022.4 2022.6 指名競争 自課発注 道路河川課 一括

14 管設備
農村都市交流センター客室ユニット
バス配管修繕工事

山花 客室ユニットバスの配管更新 990 2022.4 2022.6 随意契約 自課発注 農林課 一括

15 建築 自動ドア修繕工事 春湖台
自動ドアの戸車を更新する(２８
台) 660 2022.4 2022.7 随意契約 自課発注 市立病院総務課 一括

16 管設備
外来系統空調機OAダンパー交換
工事

春湖台
外来系統の空調機OAダンパー
を交換する 890 2022.4 2022.7 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

17 その他調査 仕切弁鉄筺調査清掃業務委託 市内一円 仕切弁鉄筺調査・清掃 5,340 2022.4 2022.8 指名競争 自課発注 水道整備課 分割
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自課発注

番号 工事種別 工事（業務委託）名 場所 工事（業務）概要 概算金額
（単位：千円）

入札予定 工期限 入札方法 発注区分 主管課 発注形態

18 その他調査 弁室調査点検業務委託 市内一円 弁室の調査・点検 6,880 2022.4 2022.8 指名競争 自課発注 水道整備課 分割

19 管設備 給水バルブ更新工事 春湖台
1階男子トイレ,2階透析,3階ディ
ルーム,PS内給水弁更新 3,600 2022.4 2022.8 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

20 その他調査 道路占用図等修正業務委託 阿寒町一円 道道占用図等修正 830 2022.4 2022.9 随意契約 自課発注 阿寒上下水道課 一括

21 舗装 道路舗装補修業務委託 釧路港 舗装補修　１式 1,000 2022.4 2022.9 指名競争 自課発注 港湾空港課 一括

22 その他設計
釧路市橋梁長寿命化修繕計画改
定業務委託

市内一円 修繕計画改定 3,000 2022.4 2022.9 一者随契 自課発注 道路河川課 分割

23 その他設計
釧路市水道施設（送配水管）維持
管理点検要領作成業務委託

市内一円 維持管理要領作成 1,500 2022.4 2022.10 指名競争 自課発注 水道整備課 一括

24 土木 地区別汚水桝取替修繕 市内一円 汚水桝修繕 33,030 2022.4 2022.12 随意契約 自課発注
下水道建設管理
課

分割

25 機械設備 ボックスコンベア設備工事 春湖台
耐用年数経過の為、制御部品を
更新する 10,600 2022.4 2022.12 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

26 管設備 外来棟ＦＣＵ清掃工事 春湖台
第1･2･3外来棟FCU(135台)のコ
イル薬剤洗浄を行う 7,000 2022.4 2022.12 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

27 その他調査
令和４年度公営住宅等建材調査業
務委託

市内一円
長寿命化型改善工事の実施に
伴う建材調査業務委託 21,900 2022.4 2023.2 一般競争 自課発注 住宅課 一括

28 その他調査
釧路市公営住宅等長寿命化計画
策定業務委託

市内一円
公営住宅等長寿命化計画の計
画見直しに伴う業務委託 8,000 2022.4 2023.2 指名競争 自課発注 住宅課 一括

29 土木 汚水桝新設工事 市内一円 公共桝新設 8,320 2022.4 2023.3 随意契約 自課発注
下水道建設管理
課

分割

30 舗装
国設阿寒湖畔スキー場至スキー場
展望台砂利道整備

阿寒町シュリコ
マベツ

車用砂利道の補修 290 2022.5 2022.5 随意契約 小規模修繕 阿寒観光振興課 一括

31 電気
阿寒湖畔スポーツ広場高圧気中負
荷開閉器取替修繕

阿寒町阿寒湖
温泉

老朽化した地絡継電装置の更新 510 2022.5 2022.6 随意契約 自課発注 阿寒生涯学習課 一括

32 電気
桜ヶ岡増圧ポンプ場非常用発電機
接続工事

桜ヶ岡 非常用発電設備の改造 940 2022.5 2022.6 随意契約 自課発注 浄水課 一括

33 機械設備
チンパンジー室内展示場体重計設
置工事

阿寒町
下仁々志別

室内展示場(中)に体重計を設置
工事 350 2022.5 2022.6 随意契約 自課発注 動物園 一括

34 建築
第２６回参議院議員通常選挙ポス
ター掲示場設置及び撤去工事（音
別地区）

音別地区 ポスター掲示場の設置及び撤去 570 2022.5 2022.7 随意契約 自課発注 音別地域振興課 一括
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35 土木 公園園路雨水桝等補修工事 市内一円 園路雨水桝等補修 500 2022.5 2022.7 随意契約 自課発注 公園緑地課 分割

36 電気
鳥取１０号公園コミュニティ体育館非
常放送設備更新工事

鳥取北 非常放送設備更新 990 2022.5 2022.7 随意契約 自課発注 公園緑地課 一括

37 塗装 遊具塗装工事 市内一円 維持塗装（20箇所） 500 2022.5 2022.7 随意契約 自課発注 公園緑地課 分割

38 その他調査 レストハウスアスベスト調査業務委託
阿寒町下仁々
志別

釧路市動物園レストハウスに係る
アスベスト調査 720 2022.5 2022.7 指名競争 自課発注 動物園 一括

39 建築
医師住宅地下タンク内部コーティン
グ改修工事

緑ケ岡
緑ケ岡２号棟の地下タンクに流出
防止対策を行う 1,480 2022.5 2022.7 指名競争 自課発注 市立病院総務課 一括

40 管設備
医師住宅千歳２号棟水道メータ更
新工事

千歳
３・４階の私設水道メータを更新
する 540 2022.5 2022.7 随意契約 自課発注 市立病院総務課 一括

41 管設備 厨房エアコン室内機整備 春湖台
厨房のエアコン室内機(8台)の整
備を行う 1,850 2022.5 2022.7 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

42 機械設備
阿寒湖畔処理区３号トンネル転落
防止柵設置工事

阿寒町シアン
ヌ

転落防止柵の設置 730 2022.5 2022.8 随意契約 自課発注 阿寒上下水道課 一括

43 その他調査
配水管整備事業給水装置台帳図
作成業務委託

市内一円 給水装置台帳図作成 4,970 2022.5 2022.8 指名競争 自課発注 水道整備課 一括

44 その他調査 水管橋点検業務委託 市内一円 水管橋点検 2,500 2022.5 2022.9 指名競争 自課発注 水道整備課 一括

45 管設備 吸収式冷凍機分解整備工事 春湖台
吸収式冷凍機No.1の分解清掃
整備 10,560 2022.5 2022.12 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

46 測量 上水道管路データ更新業務委託 市内一円 上水道管路データ更新 28,600 2022.5 2023.3 指名競争 自課発注 水道整備課 分割

47 その他調査 漏水調査業務委託 市内一円 水道管路漏水調査 30,800 2022.5 2023.3 一般競争 自課発注 水道整備課 一括

48 その他調査
釧路都心部まちづくり計画推進検
討業務委託

釧路駅周辺
交通結節機能の規模、配置の検
討ほか 35,000 2022.5 2023.3 随意契約 自課発注

都心部まちづくり
推進室

一括

49 土木
国設阿寒湖畔スキー場光回線用配
管工事

阿寒町シュリコ
マベツ

光回線ケーブル用配管埋設 740 2022.6 2022.7 随意契約 自課発注 阿寒観光振興課 一括

50 建築 阿寒町公民館ロビー排煙窓修繕 阿寒町中央
開閉不良となっている排煙窓の
修繕 610 2022.6 2022.7 随意契約 自課発注 阿寒生涯学習課 一括

51 建築
阿寒町保健・福祉サービス複合施
設玄関タイル修繕

阿寒町中央 玄関タイルの修繕 260 2022.6 2022.7 随意契約 小規模修繕 阿寒保健福祉課 一括
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52 建築
阿寒町保健・福祉サービス複合施
設事務室床修繕

阿寒町中央 事務室床の修繕 110 2022.6 2022.7 随意契約 小規模修繕 阿寒保健福祉課 一括

53 建築
大川町老人福祉センター玄関ス
ロープ修繕

大川町 モルタル補修 70 2022.6 2022.7 随意契約 小規模修繕 介護高齢課 一括

54 建築
美原老人福祉センター事務室外壁
修繕

美原 外壁補修 70 2022.6 2022.7 随意契約 小規模修繕 介護高齢課 一括

55 建築
柳町老人福祉センター軒天外壁修
繕

柳町 軒天修繕 820 2022.6 2022.7 随意契約 自課発注 介護高齢課 一括

56 電気 非常灯更新工事（２期目） 阿寒町上阿寒
阿寒国際ツルセンター内の非常
灯更新 570 2022.6 2022.7 随意契約 自課発注 動物園 一括

57 土木
阿寒町一般廃棄物最終処分場水
処理施設雨水排水路修繕工事

阿寒町東栄 崩落した排水路の修繕工事 300 2022.6 2022.8 随意契約 自課発注 阿寒市民課 一括

58 その他調査
釧路市学校給食センター土壌調査
業務委託

貝塚 土壌調査 2,950 2022.6 2022.8 指名競争 自課発注 教育支援課 一括

59 建築
釧路市立博物館３・４階非常口ス
チールドア取替修繕工事

春湖台
博物館３・４階非常口スチールド
ア取替修繕 980 2022.6 2022.8 随意契約 自課発注 博物館 一括

60 建築
釧路市立博物館屋外非常用階段
補修工事

春湖台 博物館屋外非常用階段補修 930 2022.6 2022.8 随意契約 自課発注 博物館 一括

61 建築
阿寒町公民館玄関ポーチアーケー
ド撤去

阿寒町中央 老朽化したアーケードの撤去 580 2022.6 2022.8 随意契約 自課発注 阿寒生涯学習課 一括

62 管設備 冷温水発生機水高計交換修繕 幸町
冷温水発生機水高計のメーター
取替 290 2022.6 2022.9 随意契約 自課発注 観光振興室 一括

63 水道設備 パルス発信式流量計交換工事 音別町川西 パルス発信流量計の交換 510 2022.6 2022.9 随意契約 自課発注 農林課 一括

64 測量
茶安別線林道橋護岸改修調査設
計業務委託

音別町茶安別 護岸改修調査設計 960 2022.6 2022.9 指名競争 自課発注 農林課 一括

65 管設備
屋外地下タンク漏洩検知メータ取付
工事

春湖台
漏れを検知することが出来る常時
監視装置を設置する 2,130 2022.6 2022.9 指名競争 自課発注 市立病院総務課 一括

66 管設備 手術室へパフィルター交換工事 春湖台
手術室系統のヘパフィルターを
交換する 5,640 2022.6 2022.9 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

67 管設備
精神科棟ファンコイルユニット他整
備

春湖台 ３階（１１台）の分解清掃 1,050 2022.6 2022.9 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

68 管設備
増築棟プレート式熱交換器整備工
事

春湖台
増築棟機械室プレート式熱交換
器ガスケット交換整備 2,200 2022.6 2022.9 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割
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69 管設備 ファンコンベクター整備 春湖台 外来病棟(70台)のFCV整備 6,180 2022.6 2022.9 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

70 その他調査 電気防食設備点検業務委託 市内一円 電気防食設備の点検 1,870 2022.6 2022.10 一者随契 自課発注 水道整備課 一括

71 管設備
空調自動制御機器用空気電磁弁
交換

春湖台
各病棟空調用電磁弁(118個)の
更新 2,050 2022.6 2022.12 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

72 機械設備
国設阿寒湖畔スキー場ポンプ室呼
水タンク取替工事

阿寒町シュリコ
マベツ

人工降雪機用送水ポンプの呼水
タンク取替 950 2022.7 2022.8 随意契約 自課発注 阿寒観光振興課 一括

73 建築 桜ヶ岡児童センター事務室床修繕 桜ケ岡 内装仕上工事 190 2022.7 2022.8 随意契約 小規模修繕 こども育成課 一括

74 建築
桜ヶ岡児童センター遊戯室非常口
修繕

桜ケ岡 建具工事 220 2022.7 2022.8 随意契約 小規模修繕 こども育成課 一括

75 建築 鳥取保育園２歳児床修繕 鳥取北 内装仕上工事 200 2022.7 2022.8 随意契約 小規模修繕 こども育成課 一括

76 土木 防火水槽埋め戻し 旭町 防火水槽埋め戻し 750 2022.7 2022.8 随意契約 自課発注 消防本部警防課 一括

77 機械設備 暖房機交換修繕
阿寒町下仁々
志別

動物園内の古い石油暖房機の更
新 540 2022.7 2022.8 随意契約 自課発注 動物園 一括

78 土木
阿寒町一般廃棄物最終処分場埋
立地雨水排水路修繕工事

阿寒町東栄 崩落した排水路の修繕工事 830 2022.7 2022.9 随意契約 自課発注 阿寒市民課 一括

79 建築
医師住宅千歳２号棟屋外排水桝蓋
修繕工事

千歳
道路上の排水桝蓋枠が破損した
ため修繕する 920 2022.7 2022.9 随意契約 自課発注 市立病院総務課 一括

80 電気 精神棟２階情報システム配線工事 春湖台
緩和ケア病棟開設に伴うＬＡＮ配
線敷設他工事 2,720 2022.7 2022.10 一者随契 自課発注 市立病院総務課 一括

81 電気
中央棟高圧配電盤内計器用変流
器更新工事

春湖台 PT・CT　2セット分の取替工事 760 2022.7 2022.10 随意契約 自課発注 市立病院総務課 一括

82 電気 火災受信機基板取替工事 春湖台
耐用年数経過の為、火災受信機
盤の基板更新する 4,180 2022.7 2023.1 一者随契 自課発注 市立病院総務課 一括

83 電気 消防用設備予備電池取替工事 春湖台
火災受信機他６７台の電池を更
新整備する 3,800 2022.7 2023.1 一者随契 自課発注 市立病院総務課 一括

84 電気 保護継電器更新工事 春湖台 機器不良のため更新する 870 2022.7 2023.1 随意契約 自課発注 市立病院総務課 一括

85 測量 道路占用図修正業務委託 市内一円 国道占用図修正 2,650 2022.7 2023.2 指名競争 自課発注 水道整備課 一括
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86 管設備 機械室不凍液入替工事 春湖台
院内を循環している不凍液の入
替工事（1600L） 1,000 2022.8 2022.10 随意契約 自課発注 市立病院総務課 一括

87 土木 雨水桝補修工事 音別町一円 雨水桝補修 500 2022.8 2022.11 随意契約 自課発注 音別建設課 分割

88 土木 縁石修繕工事 音別町一円 縁石修繕 500 2022.8 2022.11 随意契約 自課発注 音別建設課 分割

89 電気 ＵＰＳ整備工事 春湖台 UPS3台の更新、1台の整備 5,580 2022.8 2022.12 指名競争 自課発注 市立病院総務課 分割

90 機械設備
阿寒下水終末処理場燃料タンク増
設工事

阿寒町仲町 燃料タンクの増設 1,000 2022.8 2023.1 随意契約 自課発注 阿寒上下水道課 一括

91 管設備 増築棟循環ポンプ整備工事 春湖台
温水３台,冷却水３台,冷水２台,給
湯１台,湧水２台のポンプ整備 3,950 2022.9 2022.10 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

92 塗装 公園施設塗装工事 市内一円 維持塗装 500 2022.9 2022.11 随意契約 自課発注 公園緑地課 一括

93 土木 排水路土砂及び支障木撤去工事 阿寒町中阿寒 土砂及び支障木撤去 990 2022.9 2022.11 随意契約 自課発注 農林課 一括

94 土木
タンチョウ保護増殖センター外周
フェンス補修修繕

阿寒町下仁々
志別

タンチョウ保護増殖センターの外
周フェンスの補修修繕 900 2022.9 2022.12 随意契約 自課発注 動物園 一括

95 電気
中央診療棟２階照明リモコンリレー
更新工事

春湖台
Ｌ-２-２Ｂ盤リモコンリレー機器を
更新する 610 2022.9 2022.12 随意契約 自課発注 市立病院総務課 一括

96 その他調査 消火栓点検調査業務委託 市内一円 消火栓調査・点検 8,060 2022.9 2023.1 指名競争 自課発注 水道整備課 分割

97 土木 防火水槽修繕 浪花町 防火水槽修繕 180 2022.10 2022.11 随意契約 小規模修繕 消防本部警防課 一括

98 土木 防火水槽修繕 錦町 防火水槽修繕 180 2022.10 2022.11 随意契約 小規模修繕 消防本部警防課 一括

99 土木 防火水槽修繕 浦見 防火水槽修繕 110 2022.10 2022.11 随意契約 小規模修繕 消防本部警防課 一括

100 造園 河畔パークゴルフ場芝生施肥整備
新釧路川緑地
内（昭和側）

芝生の育成状態が悪い箇所への
肥料散布 740 2022.10 2022.11 随意契約 自課発注 スポーツ課 一括

101 測量
新釧路川左岸通２河川距離標移設
業務委託

愛国 河川距離標移設 850 2022.10 2022.12 指名競争 自課発注 道路河川課 一括

102 管設備 １階X線撮影室ＦＣＵ配管更新工事 春湖台
架橋ポリエチレン配管劣化したた
め(16台)の更新を行う 770 2022.10 2022.12 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割
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103 電気
非常用自家発電装置触媒栓交換
工事

春湖台
鉛蓄電池の触媒栓(48個)の交換
を行う 700 2022.10 2023.1 随意契約 自課発注 市立病院総務課 一括

104 管設備 ＩＣＵ病室内手洗器増設工事 春湖台
感染拡大防止のため個室に手洗
器を設置する 1,580 2022.10 2023.1 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

105 管設備
救急外来診察室ＥＨＰ-５エアコン室
外機整備

春湖台
救急外来診察室系統エアコンの
整備を行う 960 2022.10 2023.1 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

106 管設備
第３外来病棟エアコン室外機整備
工事

春湖台
第３外来棟エアコン室外機の整
備を行う 1,400 2022.10 2023.1 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

107 管設備 パッケージ型空調機更新工事 春湖台 PAC-1、4-1、R-1（3台）の更新 12,870 2022.10 2023.1 指名競争 自課発注 市立病院総務課 分割

108 その他調査 機器価格調査業務委託 市内一円 価格調査 20,000 2022.10 2023.3 一般競争 自課発注 下水道施設課 一括

109 その他調査
上水道管路更新データシステム追
加業務委託

市内一円 システム追加 4,620 2022.10 2023.3 一者随契 自課発注 水道整備課 一括

110 電気 河畔駐車場無人管理導入工事 栄町
河畔駐車場の無人管理導入に
おける改修工事 640 2022.10 2023.3 一者随契 自課発注 都市計画課 一括

111 管設備 エアコン更新工事 春湖台
冷媒ガスが販売停止のR22の
為、エアコン4台の更新 4,380 2022.10 2023.3 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

112 管設備 令和４年度給排気ファン整備工事 春湖台
地下階各系統の給排気(13台)の
整備を行う 4,010 2022.10 2023.3 随意契約 自課発注 市立病院総務課 分割

113 土木 防火水槽標識設置 美原 防火水槽標識設置 100 2022.11 2022.12 随意契約 小規模修繕 消防本部警防課 一括

114 土木 防火水槽標識設置 美原 防火水槽標識設置 100 2022.11 2022.12 随意契約 小規模修繕 消防本部警防課 一括

115 土木 防火水槽標識設置 浪花町 防火水槽標識設置 100 2022.11 2022.12 随意契約 小規模修繕 消防本部警防課 一括

116 土木 防火水槽標識設置 若草町 防火水槽標識設置 100 2022.11 2022.12 随意契約 小規模修繕 消防本部警防課 一括

117 土木 防火水槽標識設置 新釧路町 防火水槽標識設置 100 2022.11 2022.12 随意契約 小規模修繕 消防本部警防課 一括

118 その他調査
鉄北幹線通２外１路線実勢価格調
査業務委託

新橋大通 実勢価格調査 4,000 2022.11 2023.3 指名競争 自課発注 道路河川課 分割
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