
　　工　　事　　実　　績

3,000㎡以上を表記

自　平成17年1月　　至　平成17年12月 ＮＯ. 1

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

富士建設㈱ 室蘭環状線ほか室蘭市ほか舗装構造改良工事 室蘭市 5,530 ㎡

道路建設㈱ 三峯通線舗装道路補修工事 苫小牧市 4,420 ㎡

㈲拓道建設 しらかば南通舗装道路補修その２工事 苫小牧市 5,200 ㎡

秋津道路㈱ 一般国道１２号滝川市屯田舗装補修外一連工事 滝川市 15,711 ㎡

富士建設㈱ 一般国道３６号登別市大和舗装補修工事 登別市 14,000 ㎡

㈱北建舗道 一般国道４０号幌延町追分舗装補修外一連工事 幌延町 6,000 ㎡

冨士新舗道㈱ 一般国道３８号帯広市西帯人舗装補修工事 帯広市 22,480 ㎡

㈱北立 一般国道３８号浦幌町ほか舗装維持工事 浦幌町 10,153 ㎡

㈱川村組土建 一般国道５号七飯町ほか宿野辺舗装修繕外工事 七飯町 19,508 ㎡

東日本道路㈱ 一般国道２３６号広尾町外舗装維持工事 広尾町 7,497 ㎡

三共舗道㈱ 道央圏連絡道路江別市豊栄舗装工事 江別市 5,000 ㎡

日拓舗道㈱ 平取厚真平取線舗装構造改良工事 平取 6,060 ㎡

東洋建設㈱ 洞爺湖登別線（道単）舗装（構造改良）工事（道債） 虻田町 6,480 ㎡

千歳建設㈱ 一般国道２７６号千歳市美笛道路舗装補修外一連工事 千歳市 3,300 ㎡

㈱共成舗装土木 江差木古内線ほか木古内町ほか舗装構造改良工事 木古内町 5,087 ㎡

㈱千葉舗装 函館上磯線外舗装新設工事 上磯 5,000 ㎡

植村建設㈱ 三笠栗山線外舗装（道債）工事 三笠 6,643 ㎡

北央道路工業㈱ 一般国道１２号札幌市白石本通舗装修繕工事 札幌市 45,000 ㎡

日成建設㈱ 芦別砂川線舗装（道債）工事 芦別 7,960 ㎡

北央道路工業㈱ 一般国道２３７号旭川市西神楽舗装補修外一連工事 旭川市 ㎡

㈱橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東川東神楽旭川線舗装（構造改良）工事（道債） 旭川市 4,573 ㎡

共立道路㈱ 札幌夕張線舗装（道債）工事 夕張 6,830 ㎡

㈱NIPPOｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 一般国道３９号旭川市永山舗装修繕外一連工事 旭川市 8,765 ㎡

㈱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 6,275 ㎡

日拓舗道㈱ 一般国道２７４号穂別町福山東舗装修繕工事 穂別町 9,817 ㎡

日本道路㈱ 舗装道路補修その２ 苫小牧市 3,800 ㎡

北央道路工業㈱ 上富良野旭中富良野線富良野市舗装構造改良 富良野市 3,110 ㎡

大同舗道㈱ 東橋改築工事 札幌市 4,200 ㎡

ノースロード㈱ 江別恵庭線 8,000 ㎡

富士建設㈱ 一般国道３９号登別市富浦舗装修繕工事 登別市 12,500 ㎡

㈱ヒノデ工業 苗穂三角街道線雁来１号線～北２４条線間舗装補修工事 札幌市 4,016 ㎡

㈱北建舗道 留萌港線構造改良工事 留萌市 3,030 ㎡

北日本道路㈱ 新旭川停線旭川市舗装構造改良 旭川市 4,000 ㎡

北央道路工業㈱ 一般国道２３１号札幌市麻生舗装修繕工事 札幌市 6,500 ㎡

北央道路工業㈱ 真駒内篠路線舗装補修工事 札幌市 13,360 ㎡

菱中建設㈱ 一般国道３７号虻田町虻田舗装外一連工事 虻田町 3,500 ㎡

　　　　

　施工面積

平成１７年



ＮＯ. 2

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

東洋ランドテクノ㈱ 奈井江砂川舗装改良工事 奈井江～砂川 67,380 ㎡

原田建設工業㈱ 大通南線電線共同溝新設工事 札幌市 5,300 ㎡

富士建設㈱ 一般国道２３７号日高町三岩舗装補修外一連工事 日高町 24,800 ㎡

㈱ほつけん 網走道路事務所管内路面補修外一連工事 網走 16,256 ㎡

鹿島道路㈱ ＪＲタワーセンター屋外駐車場増設工事 札幌市 6,000 ㎡

遠軽舗道㈱ 一般国道３９号端野町緋牛内舗装補修ほか 端野町 6,916 ㎡

㈱ｶﾞｲｱｰﾄT・K 一般国道３６号苫小牧市小糸井舗装修繕工事 苫小牧市 23,410 ㎡

㈱ｶﾞｲｱｰﾄT・K 江差木古内線外舗装新設工事（構造改良） 木古内 4,480 ㎡

㈱NIPPOｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東鷹栖3・4線17～19号表層舗装工事 旭川市 7,130 ㎡

大成ロテック㈱ 鷹栖東神楽線舗装（構造改良）工事 旭川市 6,120 ㎡

北央道路工業・玉川組ＪＶ 一般国道２３１号札幌市麻生舗装修繕工事 札幌市 29,500 ㎡

世紀東急工業㈱ 江別恵庭線沿道環境改善工事 江別市 9,880 ㎡

北進道路㈱ 一般国道２７４号日高町三国の沢舗装修繕外一連工事 日高町 7,780 ㎡

冨士新舗道㈱ 一般国道３８号豊頃町統内ほか舗装補修工事 豊頃町 4,607 ㎡

ノースロード㈱ 厚別平岡線 札幌市 8,000 ㎡

㈱ホクエー 一般国道２４４号網走市網走市街舗装外一連工事 網走市 8,342 ㎡

世紀東急工業㈱ 一般国道２７５号札幌市雁来交差点改良外一連工事 札幌市 7,425 ㎡

岡本興業㈱ 早来千歳線北広島ほか舗装構造改良工事 北広島 4,200 ㎡

青木建設㈱ 一般国道２４１号足寄町上足寄外舗装補修工事 足寄町 15,839 ㎡

三友舗道㈱ 釧路中標津道路別海町西春別舗装晃字 別海町 4,480 ㎡

宮永建設㈱ 一般国道２７５号札幌市雁来交差点改良外一連工事 札幌市 7,425 ㎡

菱中建設㈱ 苫小牧環状線沿道環境改善工事２工区 苫小牧市 6,465 ㎡

大同舗道㈱ 東雁来江別線外舗装（特）工事 札幌市 6,000 ㎡

大同舗道㈱ 一般国道４０号名寄市深名舗装工事 名寄市 14,675 ㎡

㈱北建舗道 一般国道２３２号小平町広富舗装補修外一連工事 小平町 12,709 ㎡

北都道路㈱ 一般国道４０号豊富町豊富市街舗装晃字 豊富町 7,420 ㎡

㈱ｶﾞｲｱｰﾄT・K 市道公園道路２号舗装工事その２ 函館市 8,700 ㎡

岡本興業㈱ 一般国道２７５号下頓別切削工事 下頓別 4,609 ㎡

当別舗道㈱ 一般国道３６号北広島市大曲道路舗装補修外一連工事 北広島市 12,000 ㎡

大同舗道㈱ 一般国道２３７号旭川市西神楽舗装補修工事 旭川市 12,000 ㎡

北進道路㈱ 苫小牧環状線外苫小牧市舗装構造改良工事 苫小牧市 9,425 ㎡

北央道路工業㈱ 一般国道３９号当麻町宇園別舗装補修外一連工事 当麻町 13,494 ㎡
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