
　　工　　事　　実　　績

3,000㎡以上を表記

自　平成18年1月　　至　平成18年12月 ＮＯ. 1

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

㈱ｶﾞｲｱｰﾄT・K 国庫補助事業3・1・1創成川通道路改良工事 札幌市 3,900 ㎡

冨士新舗道㈱ 十勝川維持工事の内茂岩築堤舗装補修工事 茂岩 3,679 ㎡

東日本道路㈱ 一般国道２４２号本別町勇足外舗装補修工事 本別町 24,180 ㎡

富士建設㈱ 洞爺湖登別線外（道単）舗装（構造改良）工事外 洞爺～登別 4,000 ㎡

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 23,000 ㎡

㈱北立 夕張岩見沢線岩見沢市交付金局改工事その2 岩見沢市 6,400 ㎡

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 13,325 ㎡

秋津道路㈱ 一般国道３６号登別市幸町舗装修繕工事 登別市 14,080 ㎡

富士建設㈱ 一般国道37号虻田町虻田市街舗装工事 虻田町 13,450 ㎡

富士建設㈱ 一般国道２３０号虻田町三豊舗装外一連工事 虻田町 5,600 ㎡

㈱北建舗道 留萌開発事務所管内路面補修外一連工事 留萌 7,865 ㎡

㈱北建舗道 一般国道２３２号小平町広富舗装補修外一連工事 広富 25,107 ㎡

舗道工業㈱ 一般国道２３０号札幌市定山渓道路舗装維持補修外一連工事 札幌市 8,000 ㎡

富士建設㈱ 一般国道３７号豊浦町大岸舗装補修工事 豊浦町 29,000 ㎡

㈱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 26,311 ㎡

道道舗道㈱ 一般国道２４２号足寄町大誉地外舗装補修工事 足寄市 12,250 ㎡

東豊道路㈱ 小樽石狩線外舗装（道債）工事 石狩 8,407 ㎡

㈱北建舗道 上羽幌羽幌（停）線構造改良工事（道債） 上羽幌 5,590 ㎡

菱中建設㈱ 室蘭環状線登別市舗装構造改良工事 登別市 4,650 ㎡

三共舗道㈱ 東川東神楽旭川線外舗装（構造改良）工事 旭川市 3,220 ㎡

北央道路工業㈱ 一般国道３９号旭川市４条通舗装補修外一連工事 旭川市 21,281 ㎡

鹿島道路㈱ 道央自動車道札幌ＪＣＴ～奈井江砂川間舗装補修工事 札幌～奈井江 79,900 ㎡

原田建設工業㈱ 芦別砂川線外舗装（道債）工事 砂川～奈井江 5,470 ㎡

太陽舗道㈱ 旭川競馬場走路改修工事 旭川市 18,600 ㎡

鹿島道路㈱ 一般国道40号名寄市高砂舗装工事 名寄市 14,170 ㎡

舗道工業㈱ 江別インター線 江別市 6,640 ㎡

原田建設工業㈱ 鷹栖東神楽線舗装（構造改良）工事（道債） 旭川市 3,360 ㎡

岡本興業㈱ 一般国道２３８号浜頓別町浜頓別路面補修工事 浜頓別町 6,275 ㎡

冨士新舗道㈱ 一般国道２４１号足寄町螺湾外舗装補修工事 足寄町 18,092 ㎡

㈱ｶﾞｲｱｰﾄT・K 一般国道２４１号士幌町協進舗装修繕外工事 士幌町 8,740 ㎡

あすなろ道路㈱ 稚内天塩線外改築（構造改良）工事（臨道債）外工事 稚内 3,263 ㎡

㈱NIPPOｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株ＴＢＫ十勝試験場高速周回路改修工事 十勝 9,940 ㎡

アース工業㈱ 一般国道２４０号津別町釧北峠舗装補修外一連工事 津別町 8,347 ㎡

三共舗道㈱ 江別恵庭線北広島市沿道環境改善工事 北広島市 4,875 ㎡

鹿島舗道工業㈱ 道道前田新川線前田森林公園前舗装補修工事 札幌市 6,000 ㎡

ノースロード㈱ 苗穂三角街道線 札幌市 4,500 ㎡

　　　　

　施工面積

平成１８年



ＮＯ. 2

　　発　注　者 工　　事　　件　　名 工事場所

東日本道路㈱ 一般国道38号幕別町札内外舗装補修工事 幕別町 9,822 ㎡

日本道路㈱ ホンダプルーピングセンター 紋別 6,000 ㎡

世紀東急工業㈱ 道央自動車道登別室蘭～苫小牧東間舗装補修工事 苫小牧市 27,203 ㎡

北都道路㈱ 一般国道４０号豊富町開源舗装工事 豊富町 5,413 ㎡

三峯道路㈱ 一般国道２７３号滝上町第５区舗装補修外一連工事 滝上町 4,441 ㎡

㈱トーシン 八千代帯広線道単舗装工事（構造改良） 帯広市 6,500 ㎡

㈱ｶﾞｲｱｰﾄT・K 一般国道２３１号札幌市麻生電線共同溝設置工事 札幌市 8,590 ㎡

秋津道路㈱ 一般国道２３３号留萌市南町舗装補修外一連工事 留萌市 7,373 ㎡

秋津道路㈱ 小樽港線外（道単）舗装（構造改良）工事 小樽市 3,713 ㎡

富士建設㈱ 一般国道３６号苫小牧市美沢舗装補修工事 苫小牧市 8,114 ㎡

北進道路㈱ 一般国道２３７号平取町荷菜舗装補修外一連工事 平取町 3,500 ㎡

鹿島道路㈱ 一般国道３９１号小清水町小清水舗装補修外一連工事 小清水町 6,252 ㎡

ノースロード㈱ 真駒内篠路線藻岩橋～藻岩下１号線間舗装補修 札幌市 4,200 ㎡

大成ロテック㈱ 東川東神楽旭川線舗装（構造改良）工事 旭川市 19,878 ㎡

大林道路㈱ 建設機械等の借上げ 余市市 5,700 ㎡

日拓舗道㈱ 一般国道２７４号日高町外路面補修外一連工事 日高町 27,300 ㎡

大林道路㈱ 一般国道３６号札幌市月寒電線共同溝設置工事 札幌市 5,600 ㎡

東道路㈱ 一般国道２４０号釧路市阿寒町阿寒舗装補修工事 阿寒町 15,150 ㎡

北央道路工業㈱ 一般国道４０号美深町美深市街歩道舗装補修外一連工事 美深町 7,320 ㎡

三共舗道㈱ 帯広新得線外道単舗装工事（構造改良） 帯広市 4,880 ㎡

日拓舗道㈱ 一般国道２３５号日高町外路面補修外一連工事 日高町 34,800 ㎡

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 6,270 ㎡

　施工面積


