
　　工　　事　　実　　績

3,000㎡以上を表記

自　平成20年1月　　至　平成20年12月 ＮＯ. 1

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

菱中建設㈱ 一般国道３６号苫小牧市沼ノ端舗装補修外一連工事 苫小牧市 40,000 ㎡

北央道路工業㈱ 三笠栗山線外舗装（特）工事 栗山 3,773 ㎡

原田建設工業㈱ 一般国道２４２号池田町外千代田東舗装工事 池田町 8,250 ㎡

東日本道路㈱ 一般国道３８号浦幌町上厚内外舗装補修工事 浦幌町 20,771 ㎡

㈱ｶﾞｲｱｰﾄT・K 一般国道３７号伊達市山下舗装補修外一連工事 伊達市 61,400 ㎡

㈱さんわ 一般国道２７２号標茶町茶安別舗装補修外一連工事 標茶町 5,310 ㎡

不二建設㈱ 三笠栗山線交付金工事その4 栗山 5,583 ㎡

不二建設㈱ 一般国道235号新冠町北星舗装補修外一連工事 新冠町 19,000 ㎡

東光舗道㈱ 一般国道３８号豊頃町豊頃大橋補修工事 豊頃町 60,653 ㎡

菱中建設㈱ 一般国道３６号登別市登別東町舗装外一連工事 登別市 16,500 ㎡

大成ロテック㈱ 一般国道２３４号安平町追分舗装補修外一連工事 安平町 13,314 ㎡

三共舗道㈱ 一般国道２３７号平取町幌毛志舗装補修外一連工事 平取町 91,175 ㎡

当別舗道㈱ 一般国道２７４号長沼町南長沼道路舗装補修外一連工事 長沼町 16,630 ㎡

北央道路工業㈱ 一般国道５号札幌市創成川電線共同溝設置工事 札幌市 11,220 ㎡

東光舗道㈱ 一般国道２４１号足寄町中足寄舗装補修工事 足寄町 8,260 ㎡

妻神工業㈱ 平成１９年度深川道路事務所管内舗装補修工事 深川市 3,190 ㎡

日拓舗道㈱ 苫小牧環状線交付金Ｂ（改築）工事（舗装補修）その2 苫小牧市 3,500 ㎡

花本建設㈱ 一般国道１２号旭川市末広舗装補修外一連工事 旭川市 20,430 ㎡

原田建設工業㈱ 一般国道２３４号安平町追分舗装補修外一連工事 安平町 14,000 ㎡

北央道路工業㈱ 一般国道２３４号安平町追分舗装補修外一連工事 安平町 21,000 ㎡

㈱北建舗道 一般国道２３３号留萌市藤山舗装補修外一連工事 留萌市 17,008 ㎡

道東舗道㈱ 足寄道路事務所管内舗装維持工事 足寄町 37,406 ㎡

道路工業㈱ 八千代帯広線帯広市舗装外構造改良工事 帯広市 7,010 ㎡

北央道路工業㈱ 栗沢工業団地大和線交付金交安（志文地区）工事 栗沢町 7,000 ㎡

平和舗道㈱ 一般国道４０号士別市下士別舗装補修外一連工事 士別市 55,280 ㎡

あすなろ道路㈱ 一般国道２７６号苫小牧市高丘舗装補修外一連工事 苫小牧市 25,590 ㎡

北都道路㈱ 抜海港線改築舗装（構造改良）工事（臨道債）（冬） 稚内市 3,100 ㎡

㈱北建舗道 留萌開発事務所管内路面補修外一連工事 留萌市 18,286 ㎡

太陽舗道㈱ 旭川競馬場走路改修工事 旭川市 5,200 ㎡

妻神工業㈱ 増毛稲田線舗装（道債）工事 増毛 3,357 ㎡

㈱玉川組 支笏湖公園線舗装（構造改良）（道債）工事その1 千歳市 4,810 ㎡

北央道路工業㈱ 深川雨竜線舗装（道債）工事 深川市 6,300 ㎡

岡本興業㈱ 三笠栗山線岩見沢市舗装工事 三笠市 6,500 ㎡

東光舗道㈱ 道東自動車道十勝清水～足寄間舗装補修工事 足寄町 13,300 ㎡

㈱北立 ２条線舗装補修工事 岩見沢市 4,058 ㎡

秋津道路㈱ 市道駅前１番線通線外舗装補修工事 小樽市 4,575 ㎡

　　　　

　施工面積

平成２０年



ＮＯ. 2

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

道路建設㈱ 日高自動車道苫小牧市沼ノ端舗装外一連工事 苫小牧市 48,273 ㎡

秋津道路㈱ 士別滝の上線舗装（構造改良）工事（道債） 士別市 3,600 ㎡

㈱山伏パコム 一般国道２３７号上富良野町草分交差点改良外一連工事 上富良野町 14,078 ㎡

東光舗道㈱ 一般国道３８号帯広市西１６条交差点改良工事 帯広市 17,697 ㎡

㈱丸七高橋組 一般国道２４４号小清水町小清水道路維持除雪外一連工事 小清水町 6,015 ㎡

㈱ホクエー 一般国道２４４号網走市鱒浦市街舗装補修工事 網走市 4,620 ㎡

平和舗道㈱ 一般国道４０号中川町国府舗装補修工事 中川町 10,295 ㎡

石川サトウ産業㈱ 一般国道３６号苫小牧市沼ノ端交差点改良工事 苫小牧市 8,486 ㎡

㈱そうけん 一般国道３９号網走市網走道路維持除雪外一連工事 網走市 49,101 ㎡

東光舗道㈱ 一般国道３８号帯広市帯広舗装補修維持外一連工事 帯広市 5,446 ㎡

㈱ホクエー 平成新道オーバーレイ工事 網走市 3,604 ㎡

鹿島道路㈱ 鷹栖東神楽線外舗装（構造改良）工事 旭川市 5,420 ㎡

鹿島道路㈱ 一般国道３３７号江別市美原大橋舗装補修工事 江別市 11,715 ㎡

世紀東急工業㈱ 一般国道２３９号苫前町奥霧立舗装補修外一連工事 苫前町 12,800 ㎡

鹿島道路㈱ 天神南小樽停車場線外（道単）舗装（構造改良）工事 小樽市 3,180 ㎡

鹿島道路㈱ 函館空港エプロン改良その他工事 函館市 16,300 ㎡

東豊道路㈱ 下野幌団地２９号線舗装補修工事 札幌市 9,000 ㎡

世紀東急工業㈱ 土佐東浜線道単舗装工事（構造改良） 常呂町 4,950 ㎡

岡本興業㈱ 深川雨竜線舗装（特）工事 深川市 3,980 ㎡

北央道路工業㈱ 一般国道２３１号増毛町畠中舗装補修外一連工事 増毛町 31,050 ㎡

北世建設㈱ 南２６号道路舗装補修工事 千歳市 3,600 ㎡

妻神工業㈱ 深川道路事務所管内舗装維持工事 深川市 20,277 ㎡

青木建設㈱ 一般国道２４１号足寄町芽登舗装補修外一連工事 足寄町 9,550 ㎡

秋津道路㈱ 旭川深川線舗装（特）工事 旭川市 5,824 ㎡

㈱NIPPOｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 西神楽3・4線12～14号ほか表層舗装工事 旭川市 4,659 ㎡

平和舗道㈱ 一般国道４０号美深町美深大橋高欄補修外一連工事 美深町 6,200 ㎡

花本建設㈱ 旭川旭岳温泉線交付金（改築）工事 旭川市 7,415 ㎡

大成ロテック㈱ 一般国道２３２号羽幌町築別舗装外一連工事 羽幌町 13,840 ㎡

不二建設㈱ 早来千歳線舗装（構造改良）（特）工事 早来町 3,128 ㎡

道瀝工業㈱ 一般国道３９２号白糠町茶路舗装補修工事 白糠町 7,221 ㎡

当別舗道㈱ 月形厚田線外舗装（特）工事 当別町 8,060 ㎡

鋪道工業㈱ 西牧場第２号線舗装補修工事 札幌市 3,200 ㎡

青木建設㈱ 帯広浦幌線交B77改築工事（舗装工） 帯広市 3,531 ㎡

三共舗道㈱ 江別恵庭線外舗装（特）工事 江別市 7,418 ㎡

道東舗道㈱ 一般国道２４２号足寄町塩幌舗装補修外一連工事 足寄町 8,386 ㎡

ほつけん三共㈱ 網走道路事務所管内路面維持補修工事 網走市 6,992 ㎡

共立道路㈱ 岩見沢石狩線交付金9改築（舗装補修工）工事1工区 岩見沢市 6,760 ㎡

三共舗道㈱ 幕別札内線舗装整備工事 幕別町 3,506 ㎡

三共舗道㈱ 石狩手稲線沿道環境改善工事 札幌市 20,613 ㎡

　施工面積



ＮＯ. 3

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

鹿島道路㈱ 釧路空港滑走路エプロン改良工事 釧路市 19,893 ㎡

北央道路工業㈱ 一般国道２７３号滝上町第四舗装修繕工事 滝上町 3,030 ㎡

秋津道路㈱ 小樽環状線（道単）舗装（構造改良）工事2工区 小樽市 6,468 ㎡

不二建設㈱ 一般国道２７４号日高町千栄舗装補修外一連工事 日高町 29,700 ㎡

当別舗道㈱ 岩見沢石狩線交付金9改築（舗装補修工）工事2工区 岩見沢市 6,861 ㎡

原田建設工業㈱ 一般国道２３８号紋別市小向歩道設置工事 紋別市 4,485 ㎡

東道路㈱ 一般国道３８号釧路市音別舗装補修工事 釧路市 7,690 ㎡

鹿島道路㈱ 一般国道３６号恵庭市戸磯跨線橋舗装補修外一連工事 恵庭市 8,842 ㎡

当別舗道㈱ 一般国道３６号北広島市大曲舗装維持外一連工事 北広島市 4,156 ㎡

原田建設工業㈱ 一般国道４０号美深町美深舗装補修工事 美深町 40,639 ㎡

不二建設㈱ 一般国道２７６号苫小牧市丸山舗装修繕工事 苫小牧市 10,000 ㎡

冨士新舗道㈱ 広尾道路事務所管内舗装維持工事 広尾町 22,100 ㎡

北有建設㈱ 東旭川町旭正その４表層舗装工事 旭川市 3,500 ㎡

㈱北建舗道 一般国道２３３号留萌市峠下舗装補修工事 留萌市 7,634 ㎡

三峯道路㈱ 興部道路事務所管内路面維持補修工事 興部町 3,291 ㎡

㈱山伏パコム 一般国道２３７号旭川市聖和舗装補修工事 旭川市 13,390 ㎡

道東舗道㈱ 足寄道路事務所管内舗装維持工事 足寄町 7,190 ㎡

菱中建設㈱ 上厚真苫小牧線（道単）舗装（構造改良）工事 厚真町 7,100 ㎡

菱中建設㈱ 新日鉄構内切削工 室蘭市 6,500 ㎡

東日本道路㈱ 一般国道２３６号幕別町忠類舗装補修工事 幕別町 11,000 ㎡

菱中建設㈱ 一般国道３６号室蘭市輪西高架橋補修工事 室蘭市 3,600 ㎡

菱中建設㈱ 一般国道３6号室蘭市輪西高架橋上り線補修工事 室蘭市 5,730 ㎡

　施工面積


