
　　工　　事　　実　　績

3,000㎡以上を表記

自　平成24年1月　　至　平成24年12月 ＮＯ. 1

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

秋津道路㈱ 3・2・309　2丁目総合大成橋架換工事外（道路工）1工区 札幌市 3,800 ㎡

道路建設㈱ 野幌総合運動公園線外舗装（特）工事（補正） 札幌市 4,000 ㎡

ツバメ工業㈱ 落部地区排水路整備舗装工事 落部町 3,800 ㎡

菱中建設㈱ 穂別鵡川線交付金646（改築）工事（舗装補修）その2 鵡川町 6,600 ㎡

富士建設㈱ 千歳鵡川線交付金639（改築）工事（舗装補修）その2 千歳市 12,600 ㎡

道路建設㈱ R334号斜里町峰浜中央帯設置工事 斜里町 10,210 ㎡

千歳建設㈱ 千歳道路事務所管内舗装維持工事 千歳市 5,800 ㎡

㈱早水組 網走道路事務所管内舗装維持工事 網走市 4,049 ㎡

㈱道南土木 R227号厚沢部町舗装維持外一連工事 厚沢部町 5,000 ㎡

道央環境㈱ 札幌道路事務所管内交差点舗装外一連工事 札幌市 4,680 ㎡

秋津道路㈱ 豊平月寒2条線舗装路面改良工事 札幌市 6,740 ㎡

秋津道路㈱ 岩見沢桂沢線外舗装工事（道債） 岩見沢市 6,067 ㎡

北央道路工業㈱ 北野通線舗装路面改良工事 札幌市 8,170 ㎡

北央道路工業㈱ 当別浜益港線外舗装工事（道債） 当別町 4,600 ㎡

北央道路工業㈱ 市債務負担行為道道下手稲札幌線舗装路面改良工事 札幌市 6,420 ㎡

舗道工業㈱ 道道札幌環状線舗装路面改良工事 札幌市 8,650 ㎡

伊藤アスファルト建設・ツバメ工業JV R5号森町赤井川交差点改良工事 森町 5,500 ㎡

道央環境㈱ 太平1号線舗装路面改良工事 札幌市 11,270 ㎡

植村建設㈱ 赤平滝川線舗装工事（道債） 赤平市 3,850 ㎡

平和舗道㈱ 美深名寄線舗装（構造改良）工事（道債） 美深市 3,030 ㎡

世紀東急工業㈱ 市債務負担行為道道西野白石線舗装路面改良工事 札幌市 4,000 ㎡

㈱玉川組 栗山北広島線舗装工事（道債） 北広島市 7,130 ㎡

不二建設㈱ 江別長沼線舗装工事（道債） 江別市 7,861 ㎡

㈱マルビ 北関東自動車道水戸管内舗装災害復旧工事 水戸市 26,900 ㎡

㈱北建舗道 Ｒ232号天塩町北川口舗装修繕外一連工事 天塩町 10,940 ㎡

北洋道路㈱ 帯広新得線道単舗装工事（構造改良）（道債） 帯広市 8,580 ㎡

㈱トーシン Ｒ242号池田町大森舗装修繕外一連工事 池田町 43,760 ㎡

ツバメ工業㈱ 八雲町八雲舗装維持工事 八雲町 3,000 ㎡

㈲丸商 市道市場通外1線舗装新設工事 室蘭市 5,725 ㎡

舗道工業㈱ 道道札幌環状線舗装路面改良工事 札幌市 12,600 ㎡

北有建設㈱ 美唄月形線外舗装工事（道債） 美唄市 8,000 ㎡

北有建設㈱ 鷹栖東神楽線舗装(構造改良）工事（道債） 旭川市 3,326 ㎡

㈱ガイアートT・K 夕張シューパロダム埋設物処理施設建設工事 夕張市 10,800 ㎡

㈱ガイアートT・K 西濃運輸西支店舗装修繕工事 札幌市 11,000 ㎡

秋津道路㈱ ウエンナイ幌内保線改築舗装（構造改良）工事（地道債） 枝幸町 5,260 ㎡

世紀東急工業㈱ 早来千歳線舗装（特）工事 松前町 3000 ㎡
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ＮＯ. 2

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

青木建設㈱ 帯広新得線道単舗装工事（構造改良） 帯広市 6,000 ㎡

鹿島道路㈱ 日高育成牧場1,600ｍ直線馬場路盤改造工事 浦河町 3,480 ㎡

北央道路工業㈱ 旭川深川線外舗装（特）工事 深川市 3,838 ㎡

㈱トーシン 長流枝内木野停車場舗装外道単舗装工事（構造改良） 音更町 3,500 ㎡

㈱道央道路工業 戸磯黄金通舗装補修工事 恵庭市 3,700 ㎡

伊藤ｱｽ・ﾂﾊﾞﾒJV 一般国道5号森町赤井川交差点改良工事 森町 6,880 ㎡

あすなろ道路㈱ 清田通（白石連絡線～北野2号支線間）舗装路面改良工事 札幌市 5,800 ㎡

㈱Mz原田 里塚45号線（北野里塚旧道線～　）ほか1線舗装路面改良工事 札幌市 6,160 ㎡

富士建設㈱ 一般国道235号新ひだか町春立舗装補修外一連工事 新ひだか町 21,911 ㎡

富士建設㈱ 一般国道36号室蘭市輪西高架橋補修外一連工事 室蘭市 4,000 ㎡

あすなろ道路㈱ 道道樽川篠路線（新琴似第5横線～　）舗装路面改良工事 札幌市 11,080 ㎡

五省建設㈲ 平和通線（流通団地16号線～　）舗装路面改良工事 札幌市 12,950 ㎡

北有建設㈱ 北旭川（停）線舗装（構造改良）工事 旭川市 9,213 ㎡

岡本興業㈱ 伏古川通線（道道札幌環状線～　）舗装路面改良工事（北行） 札幌市 13,500 ㎡

平和舗道㈱ 一般国道40号音威子府村筬島舗装修繕工事 音威子府村 4,750 ㎡

㈱北野興業 大谷地本線（道道札幌夕張線～　）歩道ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事 札幌市 7,880 ㎡

北都道路㈱ 一般国道238号枝幸町山臼舗装修繕外一連工事 枝幸町 7,860 ㎡

道央環境㈱ 丘珠空港東線（川向中通線～　）舗装路面改良工事 札幌市 7,955 ㎡

秋津道路㈱ 鷹栖東神楽線舗装(構造改良)工事 旭川市 4,764 ㎡

大同舗道㈱ 8号幹道線（10号幹道線～　）舗装路面改良工事 札幌市 5,680 ㎡

道瀝工業㈱ 一般国道392号白糠町白糠舗装修繕外一連工事 白糠町 3,630 ㎡

東日本道路㈱ 広尾道路事務所管内舗装維持工事 広尾町 4,959 ㎡

世紀東急工業㈱ 石山穴の沢線（国道230号～　）舗装路面改良工事 札幌市 3,900 ㎡

世紀東急工業㈱ 大谷地本線（道道札幌夕張線～　）歩道ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事 札幌市 3,900 ㎡

舗道工業㈱ 道道札幌北広島環状線（国道5号～　）舗装路面改良工事 札幌市 17,910 ㎡

舗道工業㈱ 厚別東北郷線（川下10号線～　）舗装路面改良工事 札幌市 8,790 ㎡

道路建設㈱ 東6丁目線（北15条線～　）舗装路面改良工事 札幌市 6,500 ㎡

道路建設㈱ 一般国道235号苫小牧市ｳﾄﾅｲ高架橋橋脚補修外一連工事 苫小牧市 5,745 ㎡

道路建設㈱ 日高自動車道苫小牧市静川高架橋補修工事 苫小牧市 16,894 ㎡

秋津道路㈱ 市道中央通線舗装補修工事 北広島市 3,919 ㎡

東道路㈱ 西港区西港道路改良工事 釧路市 4,543 ㎡

道央環境㈱ 北発寒第16号線（発寒第12号線～　）舗装路面改良工事 札幌市 6,329 ㎡

青木建設㈱ 一般国道38号幕別町相川舗装修繕外一連工事 幕別町 8,550 ㎡

冨士新舗道㈱ 一般国道38号西23条交差点改良工事 帯広市 4,900 ㎡

妻神工業㈱ パチンコひまわり留萌店駐車場大規模改修工事 留萌市 5,650 ㎡

㈱ガイアートT・K 一般国道36号札幌市豊平電線共同溝設置工事 札幌市 9,000 ㎡

道路建設㈱ 東港区中央ふ頭幹線道路改良工事 苫小牧市 8,911 ㎡

菱中建設㈱ 西4丁目線（国道5号～　）舗装路面改良工事 札幌市 6,000 ㎡
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