
森林土木（林道・橋梁）

業務名 発注先 業務概要

ポールシベツ林道新設工事現場技術業務委託 宗谷森林管理署 林道工事施工管理 20日

 本別地区沼の沢線作業道整備測量･設計業務 十勝東部森林管理署  路線測量・設計 L=1,500m

幌向川林道外改良測量・設計業務 空知森林管理署  橋面補修調査・設計 6橋

 大西沢上線林道新設測量・設計業務
 網走西部森林管理署
 西紋別支署

 路線測量・設計 L=1,300m
 保安林内行為申請図書作成　1式

 森林管理道札久留二区線施工管理委託業務
 (二区工区)

オホーツク総合振興局 林道工事施工管理 18回

森林基幹道えりも線施工管理委託業務 日高振興局  林道工事施工管理 17回

森林管理道常丹線測量設計委託業務 渡島総合振興局
 林道測量設計 L=2.0km
 用地測量 L=2.0km
 立木調査 L=2.0km

 幹線林道三別沢線測量設計委託業務 石狩振興局  路線測量・設計 L=1,300m

森林管理道サンヌシ線道営計画調査委託業務 釧路総合振興局 道営調査 L=5.1km

町有林路網整備調査設計委託業務 中頓別町
 作業道開設に伴う測量設計 L=4.7km
 木橋構造検討 1箇所

森林管理道錦東花線全体計画調査委託業務 京極町 林道全体計画調査 L=4.0km

松岡地区路網整備測量業務 せたな町 基幹作業道開設に伴う測量設計 L=1.4km

中核作業道奥オソツベツ線計画設計委託業務 弟子屈町 中核作業道開設に伴う測量設計 L=2.9km

基幹作業道農屋炭山支線計画設計業務委託 新ひだか町 基幹作業路 L=600m

幹線林道富岡姉別川線測量設計委託業務 池田町 路線測量・設計 L=1,070m

林道災害復旧調査設計業務委託 八雲町 路線測量・設計(災害) L=210m

振老北川口他２線林道災害測量設計委託業務 天塩町 路線測量・設計(災害) L=430m
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森林土木（治山・森林保全）

業務名 発注先 業務概要

新太刀別治山工事実施測量及び設計業務
 空知森林管理署
 北空知支署

路線測量・設計　L=1,000m

 サンゴの沢・上ノ沢治山事業実施測量
 及び設計業務

日高北部森林管理署
 渓間測量設計 L=850m
 (サンゴの沢 L=350m･上ノ沢 L=500m)

渡島北部地区治山事業計画調査委託業務 渡島総合振興局
 保安林整備等全体計画調査 1件
 本数調整伐計画調査 4件

青少年会館裏復旧治山委託業務 檜山振興局
 山腹測量設計 A=0.1ha
 補償区域測量 1式・立木調査 1式

木樋地区復旧治山測量設計委託業務
 オホーツク総合振興局
 東部森林室

 山腹測量設計 A=1.0ha
 治山全体計画調査 1式
 ボーリング調査
 (ボアホールスキャナ解析 15m×2孔)

 246林班地先予防治山測量設計委託業務
 十勝総合振興局
 森林室

 治山事業全体計画立案
 山腹測量設計 A=0.10ha
 コンサルタント的調査業務 1件

茂草地区災害関連緊急治山委託業務
 渡島総合振興局
 西部森林室

 山腹測量 A=0.20ha
 山腹横断測量 6横断
 山腹工設計 1件(土留工　6基)

小規模治山実施設計委託 礼文町  山腹測量設計 A=0.04ha

小規模治山実施設計委託(孵化場地先) 利尻富士町  山腹測量設計 A=0.01ha

 笹野の沢小規模治山事業調査設計 日高町
 山腹工測量設計 1式
 山腹平面測量 A=0.4ha
 山腹縦断測量 L=200m･山腹横断測量 2横断

 上ノ国勝山地区小規模治山工事
 測量調査設計委託業務

上ノ国町
 山腹測量設計 A=0.1ha
 調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 3箇所･土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 32m
 標準貫入試験 32回

万世森永の沢小規模治山調査設計業務委託 新冠町
 渓間測量設計 1式
 渓間測量 L=0.2km・流路工 L=25m

宗谷管内治山パトロール委託業務 宗谷総合振興局  治山パトロール 49箇所

治山パトロール委託業務 石狩振興局  治山パトロール 100箇所
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農業土木

業務名 発注先 業務概要

22南富 区画整理設計業務

 独立行政法人
 森林総合研究所
 森林農地整備センター
 東北北海道整備局

 区画整理設計 A=23.8ha
 排水路設計 L=0.3km
 路線測量 L=0.3km
 鳥獣害防止施設設計 L= 2.9km
 図化 L=0.18km2

 サロベツ地区豊栄第1号
 排水路工事数量計算業務

 稚内開発建設部
 稚内農業事務所

 工事数量計算(工事1件)

勇払東部(二期)外1地区工事数量計算業務 室蘭開発建設部  工事数量計算(工事2件)

他1件



路線測量・用地業務

業務名 発注先 業務概要

経営体 日の出 用地測量1 空知総合振興局
 4級基準点測量 21点
 用地測量 L=1.2km
 (7条 用水路5条･排水路2条)

 経営体　新南部　用地測量2 空知総合振興局
 4級基準点測量 22点
 用地測量 L=1.6km
 (8条 用水路6条･排水路2条)

 石山32号線(国道230号～石山35号線間)
 ほか3線路線測量

札幌市

 路線測量 L=0.49km
 境界測量 A=1.74ha
 細部多角測量 15点
 用地平面図作成 A=1.74ha

 石山38号線(石山36号線～石山39号線間)
 ほか2線路線測量

札幌市

 路線測量 L=0.29km
 境界測量 A=1.05ha
 細部多角測量 24点
 用地平面図作成 A=1.05ha
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調査業務

業務名 発注先 業務概要

 十勝西部森林管理署における森林・林業
 体験プログラム作成のための基礎調査

北海道森林管理局
 文献調査
 森林調査(樹木調査･植生調査･動物調査)
関連調査

森林土壌調査請負業務(道北ブロック)
 独立行政法人
 森林総合研究所

 森林土壌調査
 グレード1 8箇所･グレード2 15箇所

森林土壌調査請負業務(上川ブロック)
 独立行政法人
 森林総合研究所

 森林土壌調査
 グレード1 6箇所･グレード2  6箇所

森林土壌調査請負業務(十勝ブロック)
 独立行政法人
 森林総合研究所

 森林土壌調査
 グレード1 6箇所･グレード2 13箇所

水源林機能調査委託業務  留萌振興局

 流量観測 2カ所･積雪深観測 3カ所
 立木調査 A=13.14ha
 除間伐効果測定
 二酸化炭素吸収量測定

補償業務

業務名 発注先 業務概要

保安林損失補償立木調査委託業務 渡島総合振興局  保安林標準地調査 22箇所

 経営体　中小屋西地区　委託1 石狩振興局
 家屋調査 3棟(事前･事後調査)
 振動調査 3測線

 経営体 晩翠 環境影響調査2 空知総合振興局
 家屋調査 6棟(事前･事後調査)
 振動調査 5測線

経営体  筑北  環境影響調査3 空知総合振興局
 家屋調査 1棟(事前･事後調査)
 振動調査 1測線

その他

業務名 発注先 業務概要

紋別海岸深浅測量調査業務
 網走西部森林管理署
 西紋別支署

 深浅測量 25本×2回＝50本

 地形図作成(奈井江・美唄地区) 1式 北菱産業埠頭㈱  地形図作成 1式


