平成24年度

受注業務抜粋

森林土木（林道・橋梁）
業務名

発注先

業務概要

クツウエンベツ林道(林業専用道)
新設測量・設計業務

上川中部森林管理署

林道新設測量設計 L=1,811m

中峰右林道(林業専用道)外新設測量･設計業務

網走西部森林管理署
西紋別支署

林道新設測量設計 L=13,280m

新縫別林道橋梁点検調査業務

根釧西部森林管理署

橋の点検調査(2橋)

田中工場の沢林道小錫の沢支線二の沢分線
(林業専用道)新設測量・設計業務

後志森林管理署

林道新設測量設計 L=1,500m

上国縫川林道(林業専用道)新設測量･設計業務

渡島森林管理署

林道新設測量設計 L=3,086m

森林基幹道シコロの沢線
特定鳥類モニタリング調査業務

空知総合振興局

特定鳥類(ｸﾏｹﾞﾗ)定点調査
(1季(春季)3回)

幹線林道えりも線調査測量設計委託業務

日高振興局

路線測量設計 L=1,700m
用地測 量L=700m
橋梁上部工設計 2橋
橋梁下部工設計 4基
山腹工測量設計 A=0.1ha
ﾎﾞｱﾎｰﾙｽｷｬﾅｰ解析 4孔
調査ボーリング 4孔
標準貫入試験 4孔

森林管理道サンヌシ線全体計画調査委託業務

釧路総合振興局

全体計画調査 L=5,000m

森林基幹道辺毛内岡島線測量設計委託業務

宗谷総合振興局

路線測量設計 L=1.00km

林業専用道(規格相当)福井士寸線
測量設計委託業務

新十津川町

林業専用道測量設計 L=4,300m

林業専用道甲斐春日線測量設計委託業務

京極町

林業専用道測量設計 L=3,300m
用地測量 L=3,300m

森林管理道上泉線測量設計業務

豊浦町

森林管理道測量設計 L=862m
用地測量 L=850m

林業専用道(規格相当)泉地区2号線、
2号支線測量設計業務委託

新ひだか町

林業専用道測量設計 L=1,100m

林業専用道館平山線測量設計業務委託

八雲町

林業専用道測量設計 L=1,100m

林業専用道稲穂支線開設測量設計委託

今金町

林業専用道測量設計 L=2,200m

林業専用道矢文線開設実施設計測量委託業務

下川町

林業専用道測量設計 L=2,070m

林業専用道敏音知1号線測量設計委託業務

中頓別町

林業専用道測量設計 L=1,200m

林業専用道片無去第3線測量設計委託業務

厚岸町

林業専用道測量設計 L=5,000m

林業専用道奥オソツベツＡ･Ｂ線
計画設計委託業務

弟子屈町

林業専用道測量設計 L=2,900m

森林管理道中雪裡東線全体計画策定業務委託

鶴居村

全体計画調査 L=3,000m

林業専用道茂雪裡Ａ線測量設計委託業務

鶴居村森林組合

林業専用道測量設計 L=1,700m

林業専用道(規格相当)北産士線
測量設計委託業務

留萌北部森林組合

林業専用道測量設計 L=2,000m

他22件

森林土木（治山・森林保全）
業務名

発注先

業務概要

一の沢治山工事実施測量及び設計業務

空知森林管理署

踏査選点 0.49km
中心線縦横断測量 0.49km
構造物計画位置
横断測量 2横断
渓間工設計 1式

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

海底地形定点観測のための
深浅測量及び資料整理 1式

王子の沢・熊追の沢実施測量及び設計業務

網走中部森林管理署

魚道工2基の実施測量
及び設計業務

1377林班治山工事外実施測量及び設計業務

網走南部森林管理署

山腹工 0.30ha・流路工60mの
実施測量設計

治山パトロール委託業務

石狩振興局

渓流・山腹斜面および
治山施設の状況把握
治山パトロール 72箇所

志部谷地先復旧治山委託業務

空知総合振興局

渓間測量 L=0.30km
構造物設置横断 2横断
渓間工設計 1件(護岸工)

柾泊地区小規模治山委託業務

後志総合振興局

渓間測量 L=0.04km
渓間工設計 1件(流路工)

渡島総合振興局

山腹測量設計 0.80ha
貫入試験 1式
ﾎﾞｱﾎｰﾙ･ｽｷｬﾅｰ観測･解析 4孔
岩盤ボーリング 40m

北里地区水源森林再生対策委託業務

留萌振興局

山腹(森林整備周囲)測量 37.24ha
渓間工測量 0.95km
渓間工設計 1件(ダム10基)
コンサルタント的調査 1式
人力伐開 37,958.7m2
土質特性調査 68.52m
(ｽｩｴｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査)

浜厚内Ｂ地区予防治山施工管理委託業務

十勝総合振興局

施工管理(現場管理日数～9日)

伏見地区復旧治山委託業務

根室振興局

山腹測量設計 0.30ha
治山全体計画調査 1件
ﾎﾞｱﾎｰﾙｽｷｬﾅ観測･解析 4孔
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 4孔63m
ｽｩｴｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査 5.6m

豊郷左2、3号川地先小規模治山事業測量設計

日高町

渓間測量設計 0.20km

高江樋渡の沢小規模治山事業調査設計業務委託 新冠町

渓間測量設計 0.50km

小規模治山実施設計委託

礼文町

渓間測量設計 0.03km
山腹測量設計 0.05ha

蘭泊川小規模治山調査設計委託業務

利尻町

渓間測量設計 0.10km

原口地区地域防災対策総合治山委託業務

他15件

農業土木
業務名

発注先

業務概要

第8号排水路上流工区設計等業務

稚内開発建設部

基準点測量
3級基準点 3点･4級基準点 13点
路線測量 L=0.75km
地形測量 L=0.075km2
土質調査 ボーリング 4箇所
解析等調査 1式
排水路設計 L=0.70km
函渠工設計 4箇所･基礎工設計 4箇所

サロベツ地区外1地区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

積算 4工事

上川総合振興局

暗渠排水測量 31.2ha
区画整理測量 7.7ha
土壌試料採取 9ほ場
附帯明渠測量 2.40km
暗渠排水設計
単独暗渠排水 31.2ha
区画整理 7.7ha

ポロ沼地区

畑地帯(支援)

幌加内西部地区

委託3調査

他3件

用地業務
業務名
経営体

江部乙北西

用地測量5

地方特定道路整備事業 3･6･81厚別川左岸通
(南郷通～東北通間)用地確定測量

地域自主戦略交付金事業 3・3・5北5条
・手稲通(西12丁目線～西14丁目線間)
用地境界杭設置測量

発注先
空知総合振興局

札幌市

札幌市

業務概要
4級基準点測量 木杭 58点
用地測量 2.9km
(用水路4条･排水路4条)
調査面積 6.78ha･延長 0.61km
4級基準点測量 22点
土地登記簿調査 6.78ha
用地実測図原図作成 0.54ha
用地境界仮杭設置(立会含) 211点
地積測量図作成40筆
調査面積 2.53ha･延長 0.24km
4級基準点測量 10点
土地登記簿調査 2.53ha
用地実測図原図作成 0.75ha
復元測量 0.60ha
用地境界杭設置(立会含) 60本

他6件

補償業務
業務名
3・4・80清田通

業務概要

札幌市

立木調査 2.4ha

北海道横断自動車道
小樽東地区工事用道路立木調査

東日本高速道路㈱

立木調査 2.26ha

経営体

空知総合振興局

環境影響調査
家屋調査(事前･事後) 4棟
振動調査 4測線･日

空知総合振興局

環境影響調査
家屋調査(事前･事後)4棟
振動調査 1測線･日

農地防災

青葉

栗部

立木調査業務

発注先

環境影響調査31

環境影響調査1

他2件

その他
業務名
上幌延地区 土取場開発許認可変更(更新)
申請図書作成業務

発注先
㈱高橋建設

業務概要
変更計画図作成 1式

