
工事名 工事内容

遠軽芭露線(交)改築工事 植生基材吹付工 2018年7月 ～ 2018年11月

一般国道231号　石狩市　安瀬落石防護柵設置外一連工事
仮設工（工事用モノレール）

植生基材吹付
2018年7月 ～ 2018年10月

一般国道333号　遠軽町　拓殖中央改良工事 植生基材吹付 2018年7月 ～ 2018年8月

一般国道233号　留萌市　紅葉橋補修外一連工事 橋梁補修工 2018年7月 ～ 2019年1月

旭川紋別自動車道　遠軽町　瀬戸瀬改良工事 植生基材吹付（ウッディソイル工法） 2018年8月 ～ 2018年12月

大川原地区　墓地整備工事 法面保護工・スタンド形遊水池据付工 2018年7月 ～ 2018年11月

島牧海岸(原歌地区)治山工事 岩塊固定工・補強土工・工事用モノレール仮設工 2018年7月 ～ 2018年12月

帯広空港エプロン修繕業務 コンクリート舗装補修工 2018年7月 ～ 2018年9月

公園施設長寿化修繕　石炭の歴史村公園擁壁整備工事 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工） 2018年8月 ～ 2018年10月

水利施設　古丹別地区1工区 水利施設コンクリート補修工 2018年8月 ～ 2019年3月

妹背牛町橋梁架け替え 鋼矢板打設 2018年8月 ～ 2018年8月

別海厚岸線(B改-490)交付金工事外(厚岸大橋外補修工) 橋梁補修工（伸縮装置取替、短繊維プレート補強他） 2018年9月 ～ 2019年1月

無名橋補修設計業務 橋梁補修調査設計業務 2018年7月 ～ 2018年10月

水利施設　上幹線地区　1工区 農業用水路補修（クイックパネル工法） 2018年8月 ～ 2018年12月

一般国道237号日高町三菜頃橋補修外一連工事
落石高エネルギー吸収柵（ループフェン

ス）
2018年9月 ～ 2018年12月

函館江差自動車道　木古内町　幸連改良工事 FCB軽量盛土工 2018年9月 ～ 2018年11月

一般国道38号芽室町美生橋補修外一連工事 橋梁補修（支承補修外） 2018年9月 ～ 2019年3月

一般国道244号　斜里町　斜里新大橋耐震補強工事 橋梁耐震補強 2018年9月 ～ 2019年3月

水路長寿化小川第1二期外1地区61工区 水路コンクリート断面修復 2018年9月 ～ 2019年3月

一般国道393号　赤井川村　落合橋補修外一連工事 橋梁補修（伸縮装置取替） 2018年8月 ～ 2018年12月

清水沢発電所改修事業　発電所除却工事 既設擁壁補強ロックボルト 2018年9月 ～ 2018年10月

北海道横断自動車道　余市IC～小樽JCT間標識工事
ダウンザホールハンマー工

バイブロハンマー工
2018年9月 ～ 2018年11月

一般国道238号　紋別市　沼の上北改良工事 植生基材吹付 2018年10月 ～ 2018年12月

白滝・下白滝間支湧別川B橋脚修繕ほか 鉄道橋補修工 2018年9月 ～ 2018年11月

北海道横断自動車道　小樽東舗装工事 ダウンザホールハンマ工　鋼管杭 2018年10月 ～ 2019年2月

仁倉端野線(交249)防災工事 グランドアンカー工 2018年10月 ～ 2019年3月

釧路大川町1道単急傾斜地崩壊防止工事 ダウンザホールハンマー工 2018年11月 ～ 2018年12月

一般国道36号　白老町　竹浦橋撤去工事 グランドアンカー工 2018年10月 ～ 2018年10月

羅臼中学校地先山地総合減災対策治山工事 高エネルギー吸収柵、岩塊固定工 2018年11月 ～ 2019年3月

最終処分場整備工事 植生基材吹付（ウッディソイル工法） 2018年11月 ～ 2020年12月

旭川紋別自動車道　遠軽町　豊里南改良工事 植生基材吹付（ウッディソイル工法） 2018年11月 ～ 2019年3月

西部中央1号線道路建設工事 グランドアンカー工 2018年11月 ～ 2018年12月

樽前山火山砂防工事の内　覚生川支川砂防堰堤上部外工事 植生基材吹付（ウッディソイル工法） 2018年11月 ～ 2018年12月
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地すべり防止施設災害復旧工事 抑止杭工（大口径ダウンザホールハンマ工） 2018年12月 ～ 2019年3月

宮古港海岸鍬ケ崎地区防潮堤その3工事 地盤改良工　パワーブレンダー工法 2018年12月 ～ 2018年12月

南山手線　側溝改良工事 高エネルギー吸収柵（スロープガードフェンス） 2018年11月 ～ 2019年2月

千住12号橋橋梁補修工事 橋梁補修工（伸縮装置取替、支承補修） 2019年1月 ～ 2019年3月

道道八雲今金線　今金橋架替(P2下部工)工事 クレーン工(200ｔクローラクレーン） 2018年12月 ～ 2019年3月

旭川旭岳温泉線　防災B(地方道)工事 高エネルギー吸収柵（スロープガードフェンス） 2019年1月 ～ 2019年2月

東関東自動車道塔ヶ崎工事 地盤改良工事　パワーブレンダー工法 2019年1月 ～ 2019年4月

岸和田丘陵地区C1工区調整池補足設計(30)業務 地盤改良工事　パワーブレンダー工法 2019年1月 ～ 2019年1月

請戸地区水産加工団地造成工事 取付道路工・排水構造物工　他 2019年1月 ～ 2019年3月

警備システムその2-3装備（各種ケーブル敷設、付帯作業) のり面工 2019年4月 ～ 2019年8月

美唄富良野線　特定交付金1(擁壁工)工事 土留親杭（ダウンザホールハンマ工） 2019年2月 ～ 2019年6月

厚真町地滑り調査ボーリング 工事用モノレール敷設 2019年2月 ～ 2019年3月

熊本県総合射撃場県営体育館施設災害復旧(法面工その1)工事 法面工（その1～3） 2019年2月 ～ 2019年4月

第18-41371-0076号公共災害復旧（再復）工事(海岸) 消波ブロック制作 2019年2月 ～ 2019年6月

一般国道232号　小平町　臼谷橋補修外一連工事 橋梁補修工 2019年4月 ～ 2020年3月

深川留萌自動車道　沼田町　たつみ橋補修外一連工事

橋梁付属物工・橋梁補修工

橋梁付属物工他

橋梁付属物工

2019年4月 ～ 2019年11月

天塩中川停車場線　防災Ｂ(地方道)工事(誉大橋補修)(補正) 橋梁付属物工 2019年5月 ～ 2019年9月

サロマ湖漁港　-4.5ｍ航路浚渫その他工事　クレーン賃貸 クレーン運転 2019年4月 ～ 2020年3月

一般国道334号　斜里町　遠音別改良工事 仮設工・防護施設工 2019年4月 ～ 2019年7月

三沢地区小規模治山工事 柵工・仮設工 2019年5月 ～ 2019年11月

礼文西漁港外1港西防波堤改良その他工事 クレーン工事一式 2019年4月 ～ 2019年9月

藤原工業（ＪＲ①） コンクリート構造物補修 2019年4月 ～ 2019年7月

道東自動車道　クテクンナイ地区のり面対策工事 グランドアンカー、受圧板、植生 2019年4月 ～ 2019年6月

菊水歩道橋補修工事
歩道橋補修工・構造物撤去工・仮設工ほか

仮設工・横断歩道工・橋梁補修工
2019年5月 ～ 2020年2月

一般国道244号　斜里町　山女橋補修外一連工事
橋梁補修工・仮設工

橋梁補修工・仮設工（追加）
2019年6月 ～ 2020年3月

一般国道5号　共和町　稲穂橋補修外一連工事 橋梁付属物工・橋梁補修工・構造物撤去工・仮設工 2019年6月 ～ 2019年12月

静内中札内線　仮設足場(調査ボーリング) 2019年5月 ～ 2019年8月

大楽毛処理区(大楽毛貯留槽)建設工事 耐水圧グランドアンカー、仮設材設置撤去 2019年8月 ～ 2020年3月

秀浦地区復旧治山工事
法面切り土、吹付コンクリートのり枠

付帯仮設
2019年6月 ～ 2019年11月

ワーカム北海道2号橋修復工事(既設埋設物移設工事） 防護柵基礎杭、集水ボーリング 2019年6月 ～ 2019年8月

幌内地区Ｄその2災害関連緊急治山工事ほか3工事
工事用モノレール敷設、斜面切り土

斜面排水
2019年6月 ～ 2019年12月

幌内地区Ｎその2災害関連緊急治山工事ほか2工事 斜面切り土、土留め工等山腹工事1式 2019年6月 ～ 2020年3月

一般国道336号　大樹町　歴舟橋耐震補強工事 落橋防止、支承交換等橋梁耐震補強工 2019年7月 ～ 2020年3月
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一般国道334号　清里町　宇遠別橋補修外一連工事 橋梁補修工 2019年7月 ～ 2020年2月

厚賀地区　復旧治山工事 斜面切り土、付帯工種、付帯仮設 2019年7月 ～ 2019年10月

洞爺湖登別線交付金（防災）工事 ダウンザホールハンマ工、高エネルギー吸収柵 2019年8月 ～ 2020年2月

高岡地区Ｆその2災害関連緊急治山工事ほか1工事 斜面切り土、付帯土工事 2019年7月 ～ 2020年1月

白滝・下白滝間白滝湧別川Ｂ他2土木設備修繕のうち橋脚、断

面修復、下地処理
橋脚断面修復等橋梁補修 2019年7月 ～ 2019年8月

帯広広尾自動車道　帯広市　機関庫橋補修外一連工事 橋梁付属物補修・橋梁補修 2019年8月 ～ 2019年12月

一般国道238号　紋別市沼の上北改良工事 法面植生工（リサイクル緑化） 2019年8月 ～ 2019年12月

国道231号石狩市濃昼改良外一連工事 高エネルギー吸収柵・ダウンザホールハンマ工 2019年8月 ～ 2019年11月

一般国道38号　浦幌町　上厚内法面補修外工事 斜面切り土、法面植生工 2019年8月 ～ 2019年12月

一般国道243号　美幌町　古梅法面対策工事
法面植生工（リサイクル緑化）

2019年8月 ～ 2020年1月

一般国道239号　興部町　宇津改良外一連工事
法面植生工（リサイクル緑化）

2019年8月 ～ 2019年9月

南8号橋補修工事 橋梁用伸縮装置補修 2019年9月 ～ 2019年10月

礼文西漁港西防波堤ブロック製作工事 90ｔクローラクレーン工事 2019年9月 ～ 2019年11月

農地防災　樽真布第2地区65工区
斜面切り土、吹付コンクリート法枠

付帯工
2019年9月 ～ 2019年12月

石炭の歴史村公園　擁壁整備工事 グランドアンカー工、ダウンザホールハンマ工 2019年9月 ～ 2019年10月

雄別釧路線(Ｂ改-３７)交付金工事(チロベツ橋)
ロータリーパーカッションドリル削孔

タイロッド工
2019年9月 ～ 2020年3月

ひまわり橋整備工事 橋梁補修工 2019年9月 ～ 2019年12月

一般国道238号　紋別市　弘道改良工事 植生工事 2019年10月 ～ 2019年12月

常盤中央橋整備工事 橋梁用伸縮装置補修 2020年1月 ～ 2020年1月

一般国道243号　美幌町　古梅法面工事 法面植生工（リサイクル緑化） 2019年10月 ～ 2020年3月

苫小牧西港区岸壁南(-10m）B部外地盤改良その他工事 港湾岸壁工事、鋼矢板打ち抜き、タイワイヤ－等 2019年10月 ～ 2020年3月

一般国道333号　遠軽町　南丸擁壁補修工事 グランドアンカー工 2019年11月 ～ 2019年12月

白岩地区治山工事 高エネルギー吸収柵、アンカー打設、付帯仮設 2019年11月 ～ 2020年2月

町道義経橋通り義経橋橋梁補修工事 橋梁補修 2019年11月 ～ 2019年12月

村界橋補修工事 橋梁補修 2019年10月 ～ 2019年12月

大規模開発プロジェクト第2工区 パワーブレンダー工法 2019年11月 ～ 2020年3月

一般国道238号　枝幸町　山臼歩道整備外一連工事 グランドアンカー工 2019年11月 ～ 2020年3月

一般国道274号　札幌市　東雁来擁壁補修外一連工事 橋梁用伸縮装置補修外橋梁補修 2020年5月 ～ 2020年5月

上の橋改良工事 橋梁用伸縮装置補修外橋梁補修 2019年10月 ～ 2020年2月
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一般国道38号　釧路市　大楽毛橋耐震補強工事 橋梁用伸縮装置補修外橋梁補修 2020年2月 ～ 2020年3月

藤原工業（ＪＲ➁） 既設横断管グラウト閉塞 ～

一般国道229号　せたな町　北島歌災害防除工事 高エネルギー吸収柵・ダウンザホールハンマ工 2020年1月 ～ 2020年3月

猿別川改修工事(茂発谷川工区)(補正・明許)外 旧橋上部解体工事 2019年12月 ～ 2020年3月

千住12号橋橋梁補修工事 橋梁用伸縮装置補修 2019年12月 ～ 2020年1月

月形厚田線防Ａ１３０地方道工事
ダウンザホールハンマ抑止杭工

付帯仮設
2019年12月 ～ 2020年3月

江丹別川　特対改修工事(地域改良)(冬)外
ダウンザホールハンマ土留め杭

付帯仮設
2020年1月 ～ 2020年2月

音更宝来本通6丁目1急傾斜地崩壊対策工事
ダウンザホールハンマ土留め杭

付帯仮設
2020年1月 ～ 2020年3月

稚内中央4丁目治山工事
高エネルギー吸収柵、アンカー打設

付帯仮設
2020年2月 ～ 2020年3月

大成上浦1道単急傾斜地工事(特対) 高エネルギー吸収柵・ダウンザホールハンマ工 2020年2月 ～ 2020年3月

斜里町　橋梁長寿命化修繕工事 橋梁補修 2020年2月 ～ 2020年3月

岩内港 200ｔクローラクレーン運転工 2020年4月 ～ 2020年12月

平井賀大橋床板外工事 FCB軽量盛土工 2020年3月 ～ 2020年6月

横須賀火力発電所新1・2号機建設工事 エアーモルタル打設 2020年3月 ～ 2020年6月

新東名高速道路　湯触トンネル他1トンネル工事　深沢工事用

道路(1～5工区)
FCB軽量盛土工 2020年3月 ～ 2020年6月

羅臼中学校地先　山地災害総合減災対策工事(R1_補正) 高強度落石防止網工 2020年6月 ～ 2020年10月

末吉橋(鶴見川)架替工事 FCB軽量盛土工 2020年3月 ～ 2020年6月

厚賀地区その2　復旧治山工事 斜面切り土、付帯工種、付帯仮設 2020年5月 ～ 2020年11月

函館港 90ｔクローラクレーン運転工 2020年5月 ～ 2020年8月

一般国道334号　羅臼町　知床峠雪崩予防柵設置工事〔雪崩予

防杭工〕
雪崩予防杭工（トライパイル） 2020年6月 ～ 2020年11月

防災・安全交付金事業　滝の沢大橋補修工事 橋梁補修1式、付帯仮設 2020年5月 ～ 2021年2月

一般国道229号　寿都町　福士橋補修外一連工事 橋梁補修 2020年5月 ～ 2020年10月

防災・安全交付金事業　八軒橋補修工事 橋梁補修1式、付帯仮設 2020年6月 ～ 2021年2月

津別地区　栄工区区画整理工事 法面植生工 2020年6月 ～ 2020年11月

農地防災　樽真布第2地区61工区 斜面切り土、付帯仮設 2020年6月 ～ 2020年9月

畑嶋の沢林地荒廃防止施設災害復旧工事ほか2工事 山腹工事、砂防堰堤、基礎鋼管、付帯仮設等1式 2020年6月 ～ 2021年3月
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道央圏連絡道路　長沼町　富志戸川橋下部外一連工事 RPD削孔、防護柵工 2020年7月 ～ 2020年12月

ユードロ沢川砂防工事(補正・明許)外 仮設足場工、ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ抑止杭 2020年8月 ～ 2020年12月

一般国道40号　稚内市　クサンル川橋架替工事 グラウンドアンカー工 2020年7月 ～ 2021年3月

姉別橋整備工事 橋梁補修・ジェットコンクリート工事 2020年9月 ～ 2020年11月

洞爺湖登別線交付金A(防災)工事(補正)(繰越) 高エネ吸収柵・ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工 2020年7月 ～ 2021年2月

一般国道238号　紋別市　小向北改良工事 法面保護工 2020年7月 ～ 2020年12月

津別地区　双葉工区区画整理工事 法面保護工 2020年8月 ～ 2020年10月

当麻永山用水地区　導水幹線用水路外一連工事 農業用水路補修復工 2020年9月 ～ 2021年3月

勇払東部地区　厚幌導水路宇隆中流工区災害復旧工事 管体工・分水弁室工・空気弁室工 2020年8月 ～ 2021年1月

大沼公園線(B地－148)工事(落石対策) 高エネ吸収柵工・アンカー工　仮設工 2020年9月 ～ 2020年12月

一般国道238号紋別市　弘道北改良外一連工事 法面保護工 2020年8月 ～ 2020年12月

目黒地区復旧治山工事 高エネ吸収柵工・アンカー工　仮設工 2020年8月 ～ 2021年2月

洞爺公園洞爺線交付金B(防災)工事(補正)(繰越) 高エネ吸収柵・ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工 2020年10月 ～ 2020年11月

帯広JR(札内川橋梁ほか) 鉄道施設、橋梁補修工事 2020年8月 ～ 2020年10月

一般国道274号　上士幌町　黒石平防災外一連工事 高エネ吸収柵・ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工 2020年11月 ～ 2021年2月

豊頃町・報徳橋補修工事(伸縮装置取替) 伸縮装置取替工 2020年8月 ～ 2020年10月

朝日温海道路塩野地区改良その6工事 地盤改良工・中層混合処理工 2020年9月 ～ 2020年12月

北見常呂線(補8)防災工事(崩壊土砂防護柵)

落石雪害防止(防護柵)工事
高エネ吸収柵・ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工 2020年10月 ～ 2021年3月

農地防災　開明地区62工区

トンネル補修工・仮設工
水路トンネル補修工・仮設工 2020年11月 ～ 2021年3月

高木の沢治山工事 高強度ネット工　施工一式 2020年12月 ～ 2021年3月

一般国道453号壮瞥町幸内西改良工事 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ抑止杭・足場工 2020年11月 ～ 2021年3月

釧路埼ディファレンシャルGPS局撤去工事 建築物撤去工事・電気通信機器撤去工事他 2020年10月 ～ 2020年12月

一般国道278号　函館市　大船北改良工事 高エネ吸収柵工・アンカー工　転石破砕 2020年10月 ～ 2021年3月

音更宝来本通6丁目1急傾斜地崩壊対策工事 急傾斜地土留柵　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工 2020年11月 ～ 2021年3月

美唄富良野線防B132地方道工事外 本設親杭ダウンザホールハンマ工 2020年10月 ～ 2021年3月

一般国道235号　日高町　厚賀法面補修外一連工事 高エネ吸収柵・ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工 2020年12月 ～ 2021年3月

一般国道238号紋別市八十士改良工事 法面保護工 2020年11月 ～ 2020年12月

北進通道路改築工事(橋梁工)(アンカー工) グラウンドアンカー工 2020年12月 ～ 2021年3月
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幹線林道澄川線改良工事 橋梁用伸縮継手装置設置 2020年10月 ～ 2020年11月

中越地区治山工事 場所打杭工・崩土防護柵工・仮設工 2021年1月 ～ 2021年3月

R1国道6号牛久土浦BP牛久地区改良その1工事 地盤改良工・中層混合処理工 2020年12月 ～ 2021年3月

江差木古内線(鶴岡地区)(B地-78)工事 高エネ吸収柵・ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工 2020年12月 ～ 2021年3月

栄橋改良工事 橋梁補修工一式 2020年12月 ～ 2021年3月

江丹別川特対改修工事(地域改良)(冬)外 急傾斜地土留柵　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工 2021年2月 ～ 2021年3月

国庫補助事業　菊水歩道橋補修工事 橋梁付属物工、橋梁補修工 2021年3月 ～ 2022年2月

一般国道273号上士幌町 黒石平改良外一連工事 高エネ吸収柵・ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工 2021年6月 ～ 2021年10月

石狩湾新港地域公共下水道浄化センター建設工事(改修) ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物躯体補修 2021年4月 ～ 2022年3月

網走地区(沙留漁港)水産物供給基盤機能保全工事(補正)(翌債) クレーン運転業務 2021年5月 ～ 2021年11月

洞爺公園洞爺線交付金B(防災)工事(補正翌債) 高エネ吸収柵・ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工 2021年5月 ～ 2022年1月

警備システムその2-3装備　その2(ケーブル撤去作業) 斜面部通信ケーブル撤去・斜面復旧工 2021年6月 ～ 2021年7月

国庫補助事業

湖水大橋補修工事
橋梁付属物工・橋梁補修工 2021年5月 ～ 2022年5月

農地防災　樽真布第2地区61工区 急傾斜地掘削機　機械切り土 2021年6月 ～ 2021年8月

今金南地区　八束西第2工区区画整理工事 整地工 2021年6月 ～ 2021年10月

日の出林道外改良工事 橋梁補修工一式 2021年6月 ～ 2022年2月

一般国道228号　松前町荒谷災害防除工事 グラウンドアンカー工 2021年6月 ～ 2021年8月
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ネクスコ東日本 ㈱飯島組 道東自動車道 帯広管内舗装補修工事 埋設型ジョイント、MMJ 2021年5月 ～ 2021年11月

ネクスコ東日本 地崎道路㈱ 道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事 埋設型ジョイント、MMJ 2021年7月 ～ 2023年5月

麻生フォームクリート㈱
菊陽杉並木公園拡張整備擁壁築造工事(そ

の1)
中層混合処理工(パワーブレンダー工法) 2021年7月 ～ 2021年8月

釧路開建 麻生フォームクリート㈱ 北海道横断自動車道 釧路市 鶴野西改

良工事
軽量盛土工（FCB） 2021年7月 ～ 2022年3月

留萌振興局林務 ㈱堀口組 ケマフレ地区 予防治山工事 法切工、仮設工 2021年7月 ～ 2021年12月

日高振興局林務 幌村建設㈱ 東冬島地区緊急予防治山工事 高エネルギー柵 2021年7月 ～ 2021年12月

札幌開建 さくら佐藤建設㈱ 幾春別川総合開発事業の内 貯水池地す

べり対策工事
抑止杭工試験掘削、抑止杭工 2021年7月 ～ 2021年12月

帯広建設管理部 徳井建設工業㈱ 音更宝来本通6丁目1急傾斜地崩壊対策工

事
土留柵工 2021年7月 ～ 2022年2月

函館建設管理部 丸協土建㈱ 江差木古内線(鶴岡地区)(B地-122)工事(補

正明許)外
崩土防護柵工 2021年8月 ～ 2021年9月

帯広開建 日本基礎技術㈱ 芽室川西地区 帯広かわにし導水路雄馬

別川工区工事
薬液注入先行削孔 2021年8月 ～ 2021年9月

札幌開建 スミセキ・コンテック㈱
一般国道274号 札幌市 豊水大橋補修外

一連工事
橋梁調査、橋梁補修工事 2021年8月 ～ 2023年2月

旭川建設管理部 日特建設㈱ (153)旭川幌加内線防災B（地方道）工事

（3工区）（補正）（明許)
グラウンドアンカー工 2021年8月 ～ 2021年10月

網走建設管理部 鈴木工業㈱ 北見常呂線(舗道6)防災工事外 高エネルギー柵、法枠補修工 2021年8月 ～ 2023年3月

札幌建設管理部 丸彦渡辺建設㈱ 支笏湖線防B183地方道工事(補正・明許)

外
法枠工、グラウンドアンカー工、

他法面工１式
2021年9月 ～ 2022年3月

根室振興局林務 山洋建設㈱ 羅臼中学校地先 山地防災力強化総合対

策工事
伏工(鋼製)、仮設工 2021年9月 ～ 2022年2月

留萌建設管理部 ㈱森重機工業 達布石狩沼田(停)線防災B地方道工事(補

正・明許)
地すべり抑止杭 2021年10月 ～ 2022年2月

稚内開建 石塚建設興業㈱ 一般国道40号 稚内市 クサンル川橋架

替工事
グラウンドアンカー工 2021年10月 ～ 2021年11月

帯広開建 村上土建開発工業㈱ 十勝川改修工事の内 南士幌築堤外工事 床版補強工 2021年8月 ～ 2022年2月

上川総合局調整 花本建設㈱ 農地防災 開明地区 62工区 トンネル

補修工の内
トンネル補修工、仮設工、水替工 2021年10月 ～ 2022年3月

札幌建設管理部 北陽興業㈱ 芦別砂川線防B181地方道工事(落石防護柵

工)(補正・明許)外
場所打ち杭工、落石防護柵工 2021年11月 ～ 2022年2月

室蘭建設管理部 ㈱えがお 新富様似(停)線外 橋梁⾧寿命化177(松岡

橋)工事外（補修)
伸縮装置補修工 2021年11月 ～ 2022年3月

室蘭建設管理部 北海道三祐㈱ 浦河昌平町(1)急傾斜地工事 土留柵工 2021年12月 ～ 2022年1月

留萌開建 ㈱堀口組 一般国道239号 苫前町 霧立防災改良工

事
高エネルギー柵 2021年11月 ～ 2021年11月

函館建設管理部 ㈱伊関組 八雲厚沢部線(B地-190)工事(法面工)その

2(補正明許)の内落石防護柵工(施工)
落石防護柵工 2021年12月 ～ 2022年3月

夕張市 ㈱エムオーテック 清水沢沼の沢線清水沢橋架替工事 場所打ち杭工・ダウンザホールハンマ 2021年12月 ～ 2022年1月

幕別町 藤原工業㈱ 千住15号橋補修工事 鋼桁工、鋼桁補強材取付工 2022年1月 ～ 2022年3月

小樽建設管理部 ㈱かさまる土建 小樽港線外(道単)局改(一般)工事(冬) 道路土工・整地・敷均し 2022年2月 ～ 2022年3月

根室振興局林務 小針土建㈱ 礼文町地区 防災林造成工事ほか1工事 法面工・斜面除雪 2022年2月 ～ 2022年3月
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