
　　工　　事　　実　　績

3,000㎡以上を表記

自　平成23年1月　　至　平成23年 12月 ＮＯ. 1

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

道路工業㈱ 釧路川改修工事の内湿原左岸築堤天端舗装工事 釧路市 23,400 ㎡

㈱道南土木 乙部厚沢部線外舗装新設工事(構造改良） 厚沢部町 4,450 ㎡

ほつけん三共㈱ R334号斜里町真鯉舗装外一連工事 斜里町 21,560 ㎡

鹿島道路㈱ R334号大空町明生中央帯設置工事 大空町 4,130 ㎡

河西建設㈱ R240号津別町達美舗装補修外一連工事 津別町 25,860 ㎡

ツバメ工業㈱ R5号八雲町東雲交差点舗装工事 八雲町 10,630 ㎡

不二建設㈱ R235号新冠町新冠道路維持除雪外一連工事 新冠町 4,285 ㎡

不二建設㈱ R235号苫小牧市静川橋補修外一連工事 苫小牧市 8,170 ㎡

道東舗道㈱ R242号本別町本別道路維持除雪外一連工事 本別町 4,250 ㎡

日拓舗道㈱ R237号日高町日高道路維持除雪外一連工事 日高町 12,000 ㎡

㈱ホクエー R242号置戸町置戸道路維持除雪外一連工事 置戸町 13,870 ㎡

㈲拓道建設 白老大滝線（特対）舗装（構造改良）工事（道債） 白老町 3,600 ㎡

北有建設㈱ 月形峰延線外舗装工事（道債） 月形町 3,500 ㎡

菱中建設㈱ R37号伊達市伊達道路維持除雪外一連工事 伊達市 14,450 ㎡

共立道路㈱ 舞鶴追分線舗装工事（道債） 栗山町 5,850 ㎡

植村建設㈱ 江部乙赤平線外舗装工事（道債） 赤平町 4,309 ㎡

北央道路工業㈱ 旭川深川線舗装工事（道債） 深川市 7,570 ㎡

㈱道央道路工業 戸磯黄金通舗装補修工事 恵庭市 3,475 ㎡

㈱早水組 第2天都山線舗装補修工事 網走市 17,600 ㎡

岡本興業㈱ 樽川篠路線外舗装工事（道債） 札幌市 6,972 ㎡

㈱早水組 R39号美幌町美禽舗装補修工事 美幌町 15,328 ㎡

北央道路工業㈱ 深川雨竜線外舗装工事（道債） 深川市 5,200 ㎡

舗道工業㈱ 月寒西岡線舗装路面改良工事 札幌市 8,300 ㎡

千歳建設㈱ 早来千歳線舗装工事（道債） 千歳市 3,780 ㎡

道央環境㈱ R5号小樽市朝里舗装修繕工事 小樽市 16,320 ㎡

道央環境㈱ 信濃中学校通北線舗装路面改良工事 札幌市 5,116 ㎡

道路工業㈱ 台町大通線舗装補修工事 札幌市 3,320 ㎡

日本道路㈱ 礼文（停）線外特対（きめ細）舗装（構造改良）工事（繰越） 稚内市 3,900 ㎡

㈱早水組 潮見つくし線舗装補修工事 網走市 7,000 ㎡

北都道路㈱ R238号枝幸町岡島舗装修繕工事 枝幸町 14,390 ㎡

丸建道路㈱ R12号砂川市空知太舗装修繕工事 砂川市 20,086 ㎡

大成ロテック㈱ 西山牧場育成センター 門別町 7,000 ㎡

共立道路㈱ 夕張長沼線特対（地域活性化）（舗装）工事 夕張市 3,000 ㎡

㈱玉川組 仁別大曲線特対（地域活性化）（舗装）工事 恵庭市 6,642 ㎡

㈱玉川組 江別恵庭線特対（地域活性化）（舗装）工事 江別市 6162 ㎡

　　　　

　施工面積
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ＮＯ. 2

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

大成ロテック㈱ 祝津西小路中央線特対（きめ細）舗装（構造改良）工事（繰越） 室蘭市 4,100 ㎡

植村建設㈱ 赤平奈井江線特対（地域活性化）（舗装）工事 赤平市 3,539 ㎡

㈱さんわ R243号標茶町虹別舗装修繕工事 標茶町 7,793 ㎡

北有建設㈱ 旭川環状線特対（きめ細）工事（舗装） 旭川市 5,640 ㎡

東光舗装㈱ 兵村3番通り舗装補修工事その2 江別市 9,873 ㎡

三共舗道㈱ 北見端野美幌線道単舗装工事（構造改良） 北見市 3,300 ㎡

秋津道路㈱ 岩見沢桂沢線外特対（地域活性化）（舗装）工事 岩見沢市 7,576 ㎡

ワールド開発㈱ 北海道横断自動車道穂別舗装工事 穂別町 6,000 ㎡

秋津道路㈱ 問寒別佐久停車場線外舗装（構造改良）工事 中川町 4,193 ㎡

舗道工業㈱ 道道下手稲札幌線道路改良工事 札幌市 10,000 ㎡

村井建設㈱ Ｒ392号白糠町上茶路舗装補修工事 白糠町 60,000 ㎡

アース工業㈱ 網走川湯線道単舗装工事（構造改良） 網走市 3,240 ㎡

富士建設㈱ 中央通舗装補修工事 室蘭市 3,108 ㎡

㈱トーシン 帯広浦幌線道単舗装工事（構造改良） 帯広市 9,885 ㎡

日本道路㈱ 市道大曲舗装補修工事 北広島市 7,247 ㎡

不二建設㈱ Ｒ236号浦河町浦河道路維持除雪外一連工事 浦河町 5,923 ㎡

北有建設㈱ 旭川旭岳温泉線舗装（構造改良）工事 旭川市 6,684 ㎡

前田道路㈱ 道道西野真駒内清田線舗装路面改良工事 札幌市 3,500 ㎡

三友舗道㈱ Ｒ243号弟子屈町弟子屈舗装修繕工事 弟子屈町 9,456 ㎡

菱中建設㈱ 上厚真苫小牧線交付金654（改築）工事（舗装補修）2工区 苫小牧市 18,200 ㎡

東日本道路㈱ 特殊舗装道路改良工事第16工区 帯広市 7,024 ㎡

道瀝工業㈱ Ｒ38号釧路市鳥取交差点改良工事 釧路市 3,910 ㎡

㈱小野工業 新琴似第2横線舗装路面改良工事 札幌市 5,300 ㎡

㈱早水組 網走道路事務所管内舗装維持工事 網走市 3,510 ㎡

北有建設㈱ 鷹栖東神楽線外舗装（構造改良）工事 旭川市 3,465 ㎡

菱中建設㈱ 菱中自動車運輸㈱構内舗装補修工事 室蘭市 6,200 ㎡

富士建設㈱ Ｒ36号室蘭市仲町高架橋補修外一連工事 室蘭市 7,522 ㎡

道路建設㈱ Ｒ36号苫小牧市苫小牧無電柱化外一連工事 苫小牧市 7,800 ㎡

共立道路㈱ 札幌夕張線外舗装（特）工事 夕張市 9,661 ㎡

秋津道路㈱ 江別恵庭線舗装（特）工事 江別市 3,111 ㎡

秋津道路㈱ 豊浦洞爺線（特対）舗装（構造改良）工事 豊浦町 5,550 ㎡

㈱道南土木 函館上磯線（Ｂ改-415）工事2工区（舗装工） 函館市 8,287 ㎡

鹿島道路㈱ 小樽定山渓線交付金（交安）工事交通事故対策（舗装工） 小樽市 3,176 ㎡

北央道路工業㈱ Ｒ36号札幌市薄野東舗装工事 札幌市 7,000 ㎡

大成ロテック㈱ 二風谷ファーム馬場改修工事 日高町 5,600 ㎡

菱中建設㈱ Ｒ276号伊達市清陵道路改良工事 伊達市 4,000 ㎡

不二建設㈱ Ｒ36号千歳市錦町電線共同溝設置工事 千歳市 7,000 ㎡

東日本道路㈱ Ｒ274号鹿追町中瓜幕舗装補修外一連工事 鹿追町 3,000 ㎡

大同舗道㈱ 羊ヶ丘線舗装路面改良工事 札幌市 8,000 ㎡

ＮＯ. 3

　施工面積



　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

道央環境㈱ Ｒ229号積丹町沼前舗装修繕外一連工事 積丹町 5,600 ㎡

道東舗道㈱ 足寄道路事務所管内舗装維持工事 足寄町 10,000 ㎡

㈱NIPPO 苫小牧寒地試験道路舗装修繕工事 苫小牧市 10,910 ㎡

岡本興業㈱ 鉄東中央線舗装路面改良工事 札幌市 5,320 ㎡

不二建設㈱ Ｒ36号北広島市大曲交差点舗装外一連工事 北広島市 4,525 ㎡

道央環境㈱ Ｒ231号札幌市北34条交差点舗装工事 札幌市 3,360 ㎡

北有建設㈱ Ｒ12号滝川市滝川交差点改良外一連工事 滝川市 4,136 ㎡

　施工面積


