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町道１条仲通線地特道
路詳細設計委託業務

㈱測新開発 2,919,000 3,087,000 94.6％

町道２条線地特道路詳
細設計委託業務

旭川設計測量㈱ 2,142,000 2,268,000 94.4％

町道問寒21号線辺地対
策道路詳細設計委託業
務

㈱アサヒ建設
コンサルタント

1,407,000 1,522,500 92.4％

町道・橋梁維持舗装補
修工事

北都道路㈱ 3,570,000 3,675,000 97.1％

町道維持区画線補修工事 ㈱ロード技研 2,415,000 2,499,000 96.6％

下水道管路維持管理業務
㈱ 北 海 道
グリーンメンテナンス

8,190,000 8,463,000 96.8％

17年災第３次第141号
ヌプカナイ左川河岸災
害復旧工事

㈱高橋建設 22,890,000 23,835,000 96.0％

問寒別へき地保育所改
築工事（建築主体工事）

日興建設㈱ 60,795,000 62,055,000 98.0％

問寒別へき地保育所改
築工事（電気設備工事）

㈱ 協 電 舎 6,037,500 6,247,500 96.6％

問寒別へき地保育所改
築工事（機械設備工事）

㈱恵菱設備 9,429,000 9,702,000 97.2％

町道幌延１号線地特舗
装新設工事

大成ロテック
㈱道北営業所

15,540,000 16,254,000 95.6％

町道下沼14号線防雪柵
実測線実施設計委託業務

旭川設計測量㈱ 2,257,500 2,394,000 94.3％

町道下沼14号線防雪柵
地質調査委託業務

㈱ズコーシャ
留 萌 支 店

1,806,000 1,911,000 94.5％

職員住宅補修工事 岡本建設㈱ 1,890,000 2,037,000 92.8％

上問寒生活改善セン
ター・問寒別町民会館
補修工事

㈱ 森 崎 組 1,680,000 1,743,000 96.4％

幌延小学校バックネッ
ト補修工事

㈱ 森 崎 組 1,921,500 2,005,500 95.8％

栄町団地公営住宅補修
工事

岡本建設㈱ 5,481,000 5,775,000 94.9％

街路灯整備工事 ㈱ 協 電 舎 8,526,000 8,788,500 97.0％

幌延町立病院ボイラー
改修工事

日進設備工業㈱ 12,075,000 12,495,000 96.6％

中央保育所補修工事 ㈱高橋建設 1,995,000 2,121,000 94.1％

中問寒地区青年会館外
普通財産施設解体工事

㈱藤門産業 2,814,000 2,919,000 96.4％

下沼地区青年会館解体
工事

日興建設㈱ 1,669,500 1,722,000 97.0％

旭川市 旭川設計測量㈱ 留萌市 ㈱ズコーシャ留萌支店

旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 旭川市 ㈱測新開発

旭川市 五大建設コンサルタント㈱

旭川市 旭川設計測量㈱ 留萌市 ㈱ズコーシャ留萌支店

旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 旭川市 ㈱測新開発

旭川市 五大建設コンサルタント㈱

旭川市 旭川設計測量㈱ 石狩市 ㈲成和測量

旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 旭川市 ㈱測新開発

留萌市 ㈱ズコーシャ留萌支店

旭川市 大成ロテック㈱道北営業所 中川町 ㈱北部興業

稚内市 北新道路㈱ 札幌市 三井住建道路㈱北海道支店

稚内市 北都道路㈱

北広島市 ゴードー工業㈱ 旭川市 ㈱前田理工

旭川市 ㈱三洋 札幌市 ㈱ロード技研

札幌市 ㈱北海道グリーンメンテナンス

札幌市 ㈱管研 札幌市 ㈱TMS東日本

札幌市 協業組合 公清企業 札幌市 ㈱北海道グリーンメンテナンス

札幌市 ㈱クリーンアップ

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 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 ㈱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 開成設備㈱ 旭川市 大洋設備㈱

稚内市 ㈱恵菱設備 稚内市 ㈱北都暖房工業

稚内市 桜井冷熱機械㈱

旭川市 大成ロテック㈱道北営業所 中川町 ㈱北部興業

稚内市 北新道路㈱ 札幌市 三井住建道路㈱北海道支店

稚内市 北都道路㈱

旭川市 旭川設計測量㈱ 留萌市 ㈱ズコーシャ留萌支店

旭川市 ㈱アサヒ建設コンサルタント 旭川市 ㈱測新開発

旭川市 五大建設コンサルタント㈱

旭川市 アースコンサルタント㈱ 札幌市 ダイシン設計㈱

札幌市 川崎地質㈱北海道支店 旭川市 大地コンサルタント㈱

留萌市 ㈱ズコーシャ留萌支店

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 岡本建設㈱

幌延町 ㈱高橋建設

幌延町 日興建設㈱

幌延町

幌延町

幌延建設工業㈱

㈱森崎組

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 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 ㈱協電舎 天塩町 三村電機工業㈱

天塩町 ㈱広瀬電気商会 中川町 ㈱三和電機

幌延町 北海電気工事㈱幌延営業所

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 岡本建設㈱ 幌延町 幌延建設工業㈱

幌延町 日興建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 ㈱藤門産業

幌延町 岡本建設㈱ 幌延町 幌延建設工業㈱

幌延町 日興建設㈱ 幌延町 ㈱森崎組

幌延町 ㈱藤門産業

道路詳細設計
設計延長Ｌ＝590ｍ

道路詳細設計
設計延長Ｌ＝410ｍ

道路詳細設計
設計延長Ｌ＝310ｍ

道路（５路線６箇所)・橋梁（７箇所）舗装補修
車道舗装工Ａ＝648㎡、
オーバーレイ舗装工Ａ＝155㎡
（設計変更後3,675,000円）

区画線工
実線5,000ｍ、破線8,000ｍ
クロスマーク27箇所、210マーク16箇所

管渠清掃・調査3,515ｍ
管渠洗浄4,259m

復旧延長Ｌ＝157ｍ、左岸157ｍ、右岸26ｍ
連節ブロック工Ｌ＝183ｍ
Ａ＝1,005㎡（内布設替20㎡)

木造平家建１棟、延床面積272.03㎡
建築主体工事一式
（設計変更後63,189,000円）

木造平家建１棟、延床面積272.03㎡
電気設備工事一式

木造平家建１棟、延床面積272.03㎡
機械設備工事一式

工事延長Ｌ＝465.4ｍ、幅員Ｗ＝7.50ｍ
車道 表層・上層路盤Ａ＝2,884㎡
（設計変更後17,136,000円）

測量調査設計延長L=950m

ボーリングﾞφ66㎜１孔×14ｍ、
オランダ式貫入試験18.4ｍ
土質試験１試料（６試験)、解析等調査、資料
整理、図面作成 （設計変更後1,890,000円）

２棟４戸屋根葺き替え

上問寒生活改善センター調理実習室床補修
問寒別町民会館外壁部分補修

鉄骨一部補修
全面塗装

７棟16戸 屋根塗装・軒天張替・天井防寒施工
１棟２戸 外壁劣化部分補修
（設計変更後5,659,500円）

ナトリウムランプ220Ｗデザイン灯
（共架式19基、単柱式３基）
既設照明灯撤去21基

蒸気ボイラー取替１基
付属機器取替

遊戯室床補修
外部階段補修
プロパン庫建具補修

木造平家１棟１戸
床面積65.86㎡解体外
（設計変更後2,688,000円）

木造平家２棟２戸
床面積131.72㎡解体
（設計変更後1,711,500円）

旭川市 池田煖房工業㈱道北支店 滝川市 田中管工㈱滝川本店

旭川市 開成設備㈱ 旭川市 日進設備工業㈱

旭川市 大洋設備㈱
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