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幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 日興建設㈱

札幌市 ㈱アクティ建築設計 札幌市 ㈱大建設計札幌事務所

札幌市 ㈱岡田設計 旭川市 ㈱中原建築設計事務所

留萌市 ㈱ズコーシャ留萌支店

留萌市 ㈱高田建築設計事務所 札幌市 ㈱日本工房

旭川市 ㈱中原建築設計事務所 札幌市 日本都市設計㈱

札幌市 ㈱日本技建札幌事務所

留萌市 ㈱高田建築設計事務所 札幌市 ㈱日本工房

旭川市 ㈱中原建築設計事務所 札幌市 ㈱二葉設計事務所

札幌市 ㈱日本技建札幌事務所

旭川市 旭川設計測量㈱ 札幌市 ㈱日水コン北海道支所

旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 札幌市 東日本設計㈱

留萌市 ㈱ズコーシャ留萌支店

稚内市 ㈱恵菱設備 幌延町 日興建設㈱

留萌市 新日興建設㈲ 幌延町 矢野建設㈱

中川町 ㈱中川水道

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 日興建設㈱

稚内市 石塚建設興業㈱ 幌延町 森崎･幌建･高橋ＪＶ

稚内市 坂本建設㈱ 旭川市 ㈱盛永組

稚内市 藤建設㈱

幌延町 ㈱協電舎 幌延町 北海電気工事㈱幌延営業所

稚内市 ㈱電建 天塩町 三村電機工業㈱

天塩町 ㈱広瀬電気商会

旭川市 池田煖房工業㈱道北支店 滝川市 田中管工㈱滝川本店

稚内市 桜井冷熱機械㈱ 旭川市 日進設備工業㈱

旭川市 大洋設備㈱

幌延町 岡本･恵菱ＪＶ 幌延町 森崎･中川水道ＪＶ

幌延町 土屋･三益ＪＶ 幌延町 矢野･渡辺ＪＶ

幌延町 日興･日進ＪＶ

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 幌延建設工業㈱

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 日興建設㈱

稚内市 ㈱恵菱設備 中川町 ㈱中川水道

留萌市 新日興建設㈲ 幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設

稚内市 ㈱恵菱設備 中川町 ㈱中川水道

留萌市 新日興建設㈲ 幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設

稚内市 ㈱恵菱設備 中川町 ㈱中川水道

留萌市 新日興建設㈲ 幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設

稚内市 ㈱恵菱設備 中川町 ㈱中川水道

留萌市 新日興建設㈲ 幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設

幌延町 岡本建設㈱ 幌延町 幌延建設工業㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 日興建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 日興建設㈱

幌延町 岡本建設㈱ 幌延町 ㈱藤門産業

幌延町 土屋建設㈱ 幌延町 矢野建設㈱

幌延町 日興建設㈱

開設延長Ｌ＝372ｍ、幅員Ｗ＝3.0（4.0）ｍ
路盤工 切込砕石φ40㎜級t＝30㎝
舗装工 表層t＝３㎝、上層t＝５㎝

平成18年
12月8日

ＲＣ造２階建3,725.8㎡
耐震診断業務一式

平成18年
11月10日

Ｓ造平家建810.0㎡
ＲＣ造２階建2,080.1㎡
耐震診断業務一式

平成18年
11月10日

施設改築基本設計一式
平成19年
１月30日

配水池100 実施設計
測量調査一式

平成18年
11月10日

導水管移設延長Ｌ＝50.2ｍ
ダクタイル鋳鉄管φ100㎜

平成18年
12月22日

工事延長Ｌ＝200ｍ、幅員Ｗ＝7.50ｍ
№２ＰＣボックスカルバートＬ＝24ｍ
（設計変更後37,401,000円）

平成18年
11月30日

耐火構造３階建、１棟12戸
延床面積1,126.77㎡、建築主体工事一式
（設計変更後190,554,000円）

平成19年
６月29日

耐火構造３階建、１棟12戸
延床面積1,126.77㎡
電気設備工事一式

平成19年
６月29日

耐火構造３階建、１棟12戸
延床面積1,126.77㎡
機械設備工事一式

平成19年
６月29日

５人槽－３基、10人槽－５基
放流管φ100㎜118.5ｍ

平成18年
11月30日

車道路盤工・舗装工 Ａ＝364.3㎡
管理道路路盤工・舗装工 Ａ＝93.2
橋梁取付舗装工 Ａ＝110㎡

平成18年
10月20日

工事延長Ｌ＝86.63ｍ
幅員Ｗ＝6.0ｍ、歩道部なし
（設計変更後23,415,000円）

平成18年
12月20日

工事延長Ｌ＝70ｍ
幅員Ｗ＝7.5ｍ、歩道（両）Ｗ＝2.5ｍ
（設計変更後25,032,000円）

平成18年
12月29日

マンホール高調整４箇所
公共汚水桝高調整10箇所
取付管φ150㎜21.97ｍ

平成18年
11月20日

マンホール高調整３箇所
公共汚水桝高調整９箇所
取付管φ150㎜31.81ｍ
（設計変更後2,488,500円）

平成18年
11月30日

布設総延長Ｌ＝161ｍ
ポリエチレンパイプφ13㎜～50㎜
仕切弁φ50㎜１台

平成18年
10月31日

布設総延長Ｌ＝140ｍ
ポリエチレンパイプφ20㎜Ｌ＝１ｍ、φ50㎜Ｌ＝１ｍ
ベルリングパイプφ75㎜Ｌ＝138ｍ
仕切弁φ75㎜２台

平成18年
10月31日

６棟11戸水洗化・内外部改修
（設計変更後37,569,000円）

平成18年
12月20日

工事延長Ｌ＝144.5ｍ、幅員Ｗ＝4.0ｍ
路盤工Ａ＝652㎡、舗装工Ａ＝600㎡
（設計変更後8,589,000円）

平成18年
11月30日

工事区間Ｌ＝299ｍ、内不施工区間Ｌ＝131ｍ
施工延長Ｌ＝168ｍ
吹払い式オーバーハング型
（設計変更後17,430,000円）

平成18年
12月20日

防雪柵設置撤去
８路線９箇所Ｌ＝1,540ｍ

平成19年
３月23日

森林管理道上幌延線開
設工事

㈱高橋建設 24,570,000 25,441,500 96.6％

幌延小学校耐震診断業務
㈱アクティ
建 築 設 計

4,515,000 4,819,500 93.7％

問寒別小中学校耐震診
断業務

㈱中原建築
設計事務所

4,567,500 5,008,500 91.2％

幌延町立北星園改築工
事基本設計業務

㈱日本工房 3,675,000 4,735,500 77.6％

問寒別簡易水道配水池
新設実施設計委託業務

東日本設計㈱ 3,150,000 3,370,500 93.5％

一般国道40号幌延町幌
富バイパス工事に伴う
支障水道管移設工事

日興建設㈱ 2,331,000 2,415,000 96.5％

町道幌延下沼線交付金
道路改良工事

矢野建設㈱ 34,650,000 37,989,000 91.2％

宮園団地公営住宅建設
工事（建築主体工事）

森崎･幌建･
高 橋 Ｊ Ｖ

192,150,000 196,003,500 98.0％

宮園団地公営住宅建設
工事（電気設備工事）

㈱ 協 電 舎 17,220,000 17,766,000 96.9％

宮園団地公営住宅建設
工事（機械設備工事）

日進設備工業㈱ 30,555,000 31,584,000 96.7％

合併処理浄化槽設置工事 岡本･恵菱ＪＶ 14,175,000 14,637,000 96.8％

町道問寒32号線（知駒
橋）舗装補修工事

土屋建設㈱ 3,874,500 3,990,000 97.1％

町道１条仲通線地特道
路改良工事

土屋建設㈱ 22,890,000 23,394,000 97.8％

町道２条線地特道路改
良工事

日興建設㈱ 22,470,000 23,142,000 97.1％

町道１条仲通線地特道
路改良工事に伴う支障
下水道管移設工事

㈱高橋建設 2,047,500 2,173,500 94.2％

町道２条線地特道路改
良工事に伴う支障下水
道管移設工事

日興建設㈱ 1,953,000 2,016,000 96.9％

町道１条仲通線地特道
路改良工事に伴う支障
水道管移設工事

新日興建設㈲ 1,354,500 1,407,000 96.3％

幌延簡易水道宮園団地
行配水管布設工事

㈱中川水道 1,995,000 2,089,500 95.5％

問寒別教員住宅改修工事 幌延建設工業㈱ 37,044,000 38,220,000 96.9％

町道問寒21号線辺地対
策道路改良工事

土屋建設㈱ 8,316,000 8,589,000 96.8％

町道下沼14号線防雪柵
新設工事

㈱ 森 崎 組 16,905,000 17,430,000 97.0％

町道防雪柵設置撤去工事 矢野建設㈱ 4,305,000 4,536,000 94.9％


