
　　工　　事　　実　　績

3,000㎡以上を表記

自　平成21年1月　　至　平成21年12月 ＮＯ. 1

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

菱中建設㈱ 新日鉄構内切削工 室蘭市 10,160 ㎡

日拓舗道㈱ 一般国道236号浦川町白泉舗装補修外一連工事 浦河町 ㎡

東光舗道㈱ 一般国道38号新得町新得舗装補修工事 新得町 33,303 ㎡

㈱トーシン 一般国道38号新得町新得舗装補修工事 新得町 10,830 ㎡

冨士新舗道㈱ 一般国道38号幕別町新川路肩拡幅工事 幕別町 24,726 ㎡

鹿島道路㈱ 釧路環状線外舗装（構造改良）工事（補正） 釧路市 4,635 ㎡

大同舗道㈱ 一般国道453号千歳市支笏湖岸擁壁補修外一連工事 千歳市 3,969 ㎡

川田工業㈱ 河西芽室音更線道単舗装工事（補正） 音更町 3,470 ㎡

菱中建設㈱ 苫小牧環状線交付金B（改築）工事（舗装補修）その3 苫小牧市 3,500 ㎡

道路建設㈱ 三笠栗山線交付金301交安工事2工区 栗山町 5,760 ㎡

北有建設㈱ 一般国道275号浦臼町浦臼舗装補修工事 浦臼町 9,621 ㎡

㈱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 24,537 ㎡

道央環境㈱ 一般国道12号札幌市北1条舗装補修工事 札幌市 5,600 ㎡

舗道工業㈱ 一般国道36号苫小牧市柳町舗装補修工事 苫小牧市 8,190 ㎡

当別舗道㈱ 札幌当別線外舗装（特）工事（補正） 当別町 4,060 ㎡

東道路㈱ 一般国道38号白糠町馬主来舗装補修工事 白糠町 16,470 ㎡

三共舗道㈱ 帯広浦幌線道単舗装工事（補正） 帯広市 5,948 ㎡

道央環境㈱ 舗装道補修業務 札幌市 4,200 ㎡

北央道路工業㈱ 一般国道275号沼田町北竜舗装補修工事 沼田町 7,360 ㎡

菱中建設㈱ 室蘭環状線外特対（生活）舗装工事2工区 室蘭市 8,117 ㎡

菱中建設㈱ 中央東線外（特対）舗装（構造改良）工事（道債） 室蘭市 4,750 ㎡

共立道路㈱ 札幌夕張線特対（生活）（舗装）工事 夕張市 5,650 ㎡

植村建設㈱ 赤平奈井江線外舗装（道債）工事 赤平市 4,095 ㎡

㈱田近工業 新川線外1線舗装路面改良工事 札幌市 5,163 ㎡

㈱北立 三笠栗山線外舗装（道債）工事 三笠市 6,870 ㎡

㈱ホクエー 平成新道オーバーレイ他一路線 北見市 3,855 ㎡

菱中建設㈱ 室蘭環状線外特対（生活）舗装工事1工区 室蘭市 8,100 ㎡

冨士新舗道㈱ 帯広新得線外道単舗装工事（構造改良）（道債） 帯広市 9,320 ㎡

㈲拓道建設 中央東線特対（生活）舗装工事 苫小牧市 3,400 ㎡

東豊道路㈱ 岩見沢石狩線舗装（道債）工事 岩見沢市 3,663 ㎡

鹿島道路㈱ 小樽定山渓線外（道単）舗装（構造改良）工事2工区 小樽市 6,000 ㎡

北央道路工業㈱ 深川雨竜線舗装（道債）工事 深川市 8,950 ㎡

秋津道路㈱ 旭川深川線舗装（道債）工事 旭川市 9,320 ㎡

秋津道路㈱ 小樽定山渓線外（道単）舗装（構造改良）工事1工区 小樽市 5,290 ㎡

秋津道路㈱ 旭川深川線特対（生活）（舗装）工事 旭川市 8,719 ㎡

北都道路㈱ 一般国道２３８号猿払村知来別車両停車帯設置外一連工事 猿払村 7145 ㎡

　　　　

　施工面積
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ＮＯ. 2

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

東道路㈱ 釧路鶴居弟子屈線（B改-85）交付金工事（繰越） 釧路 8,045 ㎡

㈱ホクエー 東相内富里間道路オーバーレイ工事 東相内 3,355 ㎡

北有建設㈱ 月形峰延線特対（生活）（舗装）工事 月形 9,473 ㎡

当別舗道㈱ 月形幌向線外舗装（道債）工事（新篠津工区） 新篠津 7,447 ㎡

東豊道路㈱ 北烈々布排水道線舗装路面改良工事 札幌市 14,220 ㎡

㈱ｶﾞｲｱｰﾄT・K 木古内停車場線舗装新設工事 木古内町 3,160 ㎡

三共舗道㈱ 道道下手稲札幌線舗装路面改良工事 札幌市 3,960 ㎡

㈱ホクエー 小泉道路オーバーレイ工事 網走市 4,400 ㎡

舗道工業㈱ 一般国道２７４号夕張市夕張舗装維持外一連工事 夕張市 15,229 ㎡

日拓舗道㈱ 一般国道２７４号日高町日高舗装補修外一連工事 日高町 14,830 ㎡

㈱茎津綜業 南２６号道路舗装補修工事 千歳市 3,080 ㎡

村井建設㈱ 釧路鶴居弟子屈線（B改-106）交付金工事（北斗坂地区） 釧路市 3,121 ㎡

北有建設㈱ 旭川旭岳温泉線交付金(改築)工事 旭川市 6,830 ㎡

東日本道路㈱ 一般国道２３６号更別村上更別舗装補修外一連工事 更別村 15,330 ㎡

日拓舗道㈱ 一般国道２３７号平取町長知内舗装補修外一連工事 平取町 14,242 ㎡

富士建設㈱ 一般国道３７号豊浦町豊浦トンネル舗装補修外一連工事 豊浦町 4,720 ㎡

秋津道路㈱ 旭士別線交付金(改築)工事 士別市 3,060 ㎡

㈱北建舗道 一般国道２３２号苫前町苫前舗装補修外一連工事 苫前町 28,658 ㎡

㈱道央道路工業 恵庭線整備工事 恵庭市 3,779 ㎡

道東舗道㈱ 一般国道２４２号足寄町足寄北舗装工事 足寄町 4,107 ㎡

三共舗道㈱ 一般国道３８号豊頃町豊頃盛土防災工事 豊頃町 9,286 ㎡

丸建道路㈱ 一般国道２７４号占冠村仁仁宇舗装補修外一連工事 占冠村 10,211 ㎡

東光舗道㈱ 一般国道２４１号足寄町茂足寄舗装補修外一連工事 足寄町 36,750 ㎡

道路工業㈱ 一般国道２４１号足寄町両国橋補修外一連工事 足寄町 5,514 ㎡

平和舗道㈱ 美深雄武線舗装(構造改良)工事 美深町 7,375 ㎡

当別舗道㈱ 一般国道２３１号石狩市石狩舗装維持外一連工事 石狩市 6,615 ㎡

ほつけん三共㈱ 網走道路事務所管内舗装維持工事 網走市 4,978 ㎡

ほつけん三共㈱ 一般国道２４０号津別町柏町舗装補修外一連工事 津別町 24,180 ㎡

千歳建設㈱ 一般国道３６号千歳市千歳舗装維持外一連工事 千歳市 8,200 ㎡

㈱トーシン 勇足本別停車場線災害防除(補正)(本別大橋補修工） 本別町 3,486 ㎡

グローバル建設㈱ 一般国道２４２号遠軽町学田路肩拡幅工事 遠軽町 14,910 ㎡

川田工業㈱ 一般国道２４２号本別町共栄交差点改良工事 本別町 3,022 ㎡

道央環境㈱ 西３丁目線舗装路面改良工事 札幌市 4,881 ㎡

㈱玉川組 江別恵庭線舗装(補修)(特)工事 恵庭市 4,940 ㎡

三綱・光和開発㈱ 西７丁目線舗装路面改良工事 札幌市 3,000 ㎡

青木建設㈱ 一般国道３８号浦幌町直別舗装補修工事 浦幌町 15,556 ㎡

秋津道路㈱ 一般国道５号札幌市手稲電線共同溝設置工事 札幌市 12,380 ㎡

岡本興業㈱ 一般国道４５３号札幌市常盤舗装補修外一連工事 札幌市 7,750 ㎡

岡本興業㈱ 国庫補助事業厚別中央線ほか３線舗道バリアフリー工事 札幌市 6,269 ㎡

　施工面積



ＮＯ. 3

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

ほつけん三共㈱ 山下通線舗装補修工事 網走市 20,900 ㎡

北央・北川・北都JV 一般国道４０号豊富町開源舗装工事 豊富町 6,139 ㎡

㈱NIPPO 札幌道路事務所管内南当別道路情報間路設置外一連工事 当別町 12,801 ㎡

大成ロテック㈱ 稚内天塩線改築工事(橋面防水） 稚内市 4,052 ㎡

舗道工業㈱ 国庫補助事業５丁目線歩道バリアフリー工事 札幌市 4,738 ㎡

グローバル建設㈱ 深川道路事務所管内道路情報管路設置外一連工事 深川市 34,940 ㎡

富士建設㈱ 鷲別旧墓地路線舗装工事 登別市 4,231 ㎡

㈱トーシン 一般国道２４１号上士幌町居辺舗装補修工事 上士幌町 20,010 ㎡

冨士新舗道㈱ 一般国道３８号幕別町札内交差点改良工事 幕別町 3,340 ㎡

鹿島道路㈱ 札幌道路事務所管内北当別道路情報管路設置外一連工事 当別町 8,030 ㎡

㈱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 7,929 ㎡

日拓舗道㈱ 千歳鵡川線交付金(改築)工事 むかわ 3,800 ㎡

道東舗道㈱ 足寄道路事務所管内舗装維持工事 足寄町 6,760 ㎡

島田建設㈱ つくしヶ丘本通舗装補修工事 網走市 20,900 ㎡

ほつけん三共㈱ 一般国道２３８号網走市二見ヶ岡舗装補修外一連工事 網走市 16,250 ㎡

㈱北建舗道 一般国道４０号豊富町徳満舗装外一連工事 豊富町 9,246 ㎡

道瀝工業㈱ 一般国道２４３号弟子屈町摩周舗道補修工事 弟子屈町 10,313 ㎡

秋津道路㈱ 一般国道５号札幌市手稲電線共同溝設置工事 札幌市 6,280 ㎡

菱中建設㈱ 石狩川改修工事の内石狩川対雁築堤天端舗装工事 江別市 7,400 ㎡

日拓舗道㈱ 一般国道２３７号日高町日高道路維持除雪外一連工事 日高町 6,029 ㎡

日拓舗道㈱ 一般国道２７４号平取町平取道路維持除雪外一連工事 平取町 5,000 ㎡

　施工面積


