平成28年度

受注業務抜粋

森林土木（林道・橋梁）
業務名

契約先

業務概要

種川下ハカイ線林道外改良測量･設計業務

渡島森林管理署

林道実施設計（70m）

幹線林道えりも線モニタリング調査委託業務

日高振興局

特定鳥類（シマフクロウ）定点調査

森林管理道藤山幌糠線全体計画調査委託業務

留萌振興局

林道全体計画（3.7km）

林業専用道(規格相当)上歌南線測量設計委託業務 空知総合振興局森林室

林道実施設計（400m）

森林管理道毘砂別線測量・設計業務委託

石狩市

林道実施設計（920m）

森林管理道21世紀第3幹線測量設計委託業務

下川町

林道実施設計（500m）

森林管理道住吉支線開設測量設計委託業務

今金町

林道実施設計（1.4km）

林業専用道桜西川線全体計画調査委託業務

豊浦町

林道全体計画（2.4km）

奥地林道学園沢線測量設計業務

新十津川町

林道実施設計 (180m）

森林管理道西冬島線測量設計委託業務

様似町

林道実施設計（1.0km）

奥地林道平取・えりも線災害復旧事業
(第1号箇所)調査設計業務

日高町

林道実施設計（48m）

林業専用道川上咲梅線基本設計業務委託

新ひだか町

林道全体計画（2.4km）

林業専用道天北線全体計画調査委託業務

中頓別町

林道全体計画（3.6㎞）

林業専用道湧洞支線測量設計委託業務

豊頃町

林道実施設計（600m）

林業専用道湧洞166林班線調査測量設計委託業務

浦幌町

林道実施設計（1.0km）

林業専用道(規格相当)幌里チケッペ川線測量設計委託業務

厚真町

林道実施設計（900m）

林業専用道(規格相当)安別第1支線調査設計
業務委託

浜頓別町

林道実施設計（500m）

林業専用道最栄利別支線測量設計委託業務

弟子屈町

林道実施設計（1,0km）

その他林道中庶路線路線測量設計委託業務

白糠町

林道実施設計（400m）

その他林道狩勝線災害復旧事業測量設計委託業務 南富良野町

林道実施設計（645m）

林業専用道下雪裡Ｂ線測量設計業務委託

鶴居村

林道実施設計（2.5㎞）

林業専用道下久著呂Ｂ線測量設計委託業務

鶴居村森林組合

林道実施設計（1.88km）

留萌北部森林組合

林道実施設計（600m）

林業専用道(規格相当)サッテベツ第4線測量設計
委託業務

厚岸町森林組合

林道実施設計（1.7km）

水素活用モデル構築他(施工管理)

㈱東芝

施工管理 1式

林業専用道上厚内300林班線調査測量設計
委託業務

㈱極東コンサルタント

林道実施設計（1.0㎞）

林業専用道(規格相当)六志内線測量設計委託業
務

平成28年度

受注業務抜粋

森林土木（治山・森林保全）
業務名

契約先

業務概要

新縫別地区災害復旧緊急調査業務

根釧西部森林管理署

簡易山腹平面測量
簡易山腹縦断測量
簡易山腹横断測量
山腹工設計 1式

1.24ｈａ
410ｍ
16横断

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 44本

本町地区予防治山委託業務

空知総合振興局

山腹測量設計 0.29ha
治山全体計画調査 1件調査
ボーリング 65.0m
標準貫入試験 65回
動的円錐貫入試験 15.7m
防災施設等調査 1地区
山地災害危険地区調査
（転石混入割合調査） 2箇所

治山パトロール調査委託業務

空知総合振興局

治山パトロール 191箇所
治山事業の計画提案 2箇所

四号の沢復旧治山委託業務

空知総合振興局森林室

渓間測量 1.0km
全体計画調査 1件
渓間工設計（ダム5基）1件
ボーリング調査 6.0m
サウンディング試験 6.9m

真歌地区復旧治山調査測量設計委託業務

日高振興局

山腹測量設計 0.30ｈａ
サウンディング試験 20.14ｍ

日高振興局

山地治山等全体計画調査
渓間工計画調査 1件
境界確認調査 1件
保安林指定調査地図作成
土質特性調査 1件

杵臼地区治山事業計画調査委託業務

川下地区保安林緊急改良測量設計委託業務

北野地先小規模治山委託業務

赤石地区復旧治山測量設計調査委託業務

石狩振興局

森林整備周囲測量 1.79ha
山腹縦断測量 455m
平面図作成 1件
設計図作成 1件

宗谷総合振興局

山腹測量 0.10ｈａ
山腹縦断測量 100ｍ
山腹工設計 １件
立木調査 １式
治山補償区域測量 １式

後志総合振興局

1件
1件

山腹工測量 0.80ha
渓間工測量 0.30km
山腹工設計 2件
渓間工（流路工を含）設計 1件
治山全体計画調査（長寿命化対策） 1
件
仮設工設計 1件
調査ボーリング 2孔 29.0m
簡易貫入試験 9.80m

平成28年度

受注業務抜粋

森林土木（治山・森林保全）
山腹測量（山腹平面測量1.50ｈａ、
山腹縦断測量100ｍ、
山腹横断測量1横断、汀線測量1横断）
山腹工設計 1件
スウェーデン式サウンディング
1孔6.1ｍ

晴海地区小規模治山測量設計委託業務

胆振総合振興局

苗畑の沢予防治山測量設計委託業務

胆振総合振興局森林室

渓間工測量 0.60ｋｍ
渓間工設計 1件
治山全体計画調査
（転石混入割合調査）1件

霞台Ａ沢災害関連緊急治山委託業務

渡島総合振興局

渓間工測量 0.60ｋｍ
渓間工設計
（新設ダム2基、嵩上ダム3基）1件
治山事業補償区域測量 1式
立木調査 1式

５林班の沢復旧治山調査測量設計委託業務

渡島総合振興局
西部森林室

山腹測量設計 0.1ｈａ
渓間測量設計 0.1ｋｍ
調査ボーリング 20.0ｍ

赤石地区地域防災対策総合治山委託業務

檜山振興局

既往治山施設の点検

伏見地区

根室振興局

法面工実施設計 １箇所

町道賀張１号線測量調査設計

日高町

山腹測量設計 1式

御崎地先小規模治山調査設計委託業務

利尻町

山腹測量設計 0.10ha
縦断測量 150m

登山道乙女橋改修工事施工監理業務委託

利尻富士町

施工監理 1式

春日地区鈴木地先ほか小規模治山事業測量設計
業務委託

京極町

山腹測量設計
簡易貫入試験

小規模治山事業測量設計委託業務

今金町

山腹測量設計 0.20ha

辺野喜予防治山調査測量設計

アジア航測㈱

H28 君津土木基礎調査

アジア航測㈱

砂防基礎調査(急傾斜地) 1式

平成28年度 グラウンドアンカー健全度調査
(リフトオフ試験補助)

北海道土質コンサルタント㈱

アンカー試験調査1式

千歳鉱山福神沢たい積場 山腹水路補修工事
外1件

㈱ピーエス三菱

現況測量 5,000㎡
図面作成 5,000㎡
河川運搬路検討 400m

伏見地区復旧治山工事

寺井建設㈱

出来高設計図修正業務

小規模治山設計委託業務

67箇所

0.15ha
6.00m

渓間工測量設計

1式

調査業務

平成28年度

森林資源モニタリング調査業務(2区)北海道庁

天然林成長量調査（予備調査）
一般民有林 30箇所
道有林 8箇所

平成28年度

受注業務抜粋

農業土木
業務名

今金北地区

今金北地区

南長沼地区

稲穂工区区画整理設計等業務

豊受瑞穂工区区画整理設計等業務

５１工区区画整理設計等業務

美唄茶志内46・50工区区画整理設計等業務

発注先

業務概要

函館開発建設部

ほ場境界横断測量 1.1km
田面標高調査 29.0ha
外周測量及び地番合成図作成
オーガボーリング 2m
ほ場整備設計 29.0ha
土壌調査 29.0ha

函館開発建設部

ほ場境界横断測量 3.3km
田面標高調査 36.5ha
現況確定（区画整理）測量 36.5ha
オーガボーリング 14.0m
室内試験（土質試験） 7試料
ほ場整備設計 36.5ha
土壌調査 36.5ha
協議資料作成 一式

札幌開発建設部

札幌開発建設部

29.0ha

ほ場境界横断測量 5.45km
田面標高調査 46.5ha
オーガボーリング 28.00m
室内試験（土質試験）14試料
ほ場整備設計 46.5ha

ほ場境界横断測量 3.43km
田面標高調査 32.1ha
土質調査 一式
（機械ボーリング10m、
オーガボーリング3m、
標準貫入試験10回、
室内土質試験3試料、総合解析1式）
ほ場整備［実施設計］ 32.1ha
ほ場整備 土壌調査 32.1ha
協議図書作成（道路協議）一式
歩掛調査（ほ場整備、実施設計）一式

平成28年度

受注業務抜粋

用地業務
業務名

発注先

業務概要

石狩振興局

4級基準点設置 3点
用地測量 L=268.590ｍ

十勝総合振興局

用地測量 農道 1.600km
4級基準点測量 30.000点
潰れ地筆数 50.000筆
付帯工作物調査・算定 0.000戸
立竹木調査・算定 0.040ｈａ

石狩市

立木調査
用地測量

普通河川屯田第3排水(屯田5条5号線～ポプラ
通線間)用地確定及び河川管理台帳整備測量

札幌市

調査範囲 4.96ｈａ
延長 0.63ｋｍ
3級基準点測量 2点
4級基準点測量 14点
用地現況測量（建物）4.61ｈａ
境界測量 4.96ｈａ
用地境界仮杭設置 26点
地積測量図作成 6筆

森林管理道西冬島線測量設計委託業務

様似町

用地確定測量

西野導水管路線測量業務

札幌市水道局

基準点測量 28点
現地踏査 2.73ｋｍ
仮ＢＭ設置測量 3.03ｋｍ
縦断測量 2.73ｋｍ
横断測量 0.04ｋｍ
資料収集 10.87ｈａ
横断図作成 55枚
用地現況測量 10.87ｈａ
用地平面図作成 10.87ｈａ

道央圏連絡道路 長沼南幌道路長沼2工区外
一連用地測量業務

建基コンサルタント㈱

用地幅杭設置測量
用地境界仮杭設置
境界点間測量

経営体

獅子内地区

畑地帯(育成)

用地測量62

相川第2地区

用地測量2

森林管理道毘砂別線測量・設計業務委託

L=0.9km
L=0.9km

L=660ｍ

補償業務
業務名

農地防災

南大沼地区

通作条件(一般農道)

経営体

経営体

信砂地区

発注先

調査１

富岡地区

調査１

環境影響調査4

桜川第2地区

調査3

業務概要

上川総合振興局

家屋調査（事前調査・事後調査）2棟
工作物調査（事前調査・事後調査）4棟
振動調査 4測線・日
井戸調査（事前調査・工事中調査
事後調査）3箇所
水質調査（事前調査・事後調査）2箇所

胆振総合振興局

建物調査（事前調査・事後調査）
木造建物 1棟
振動調査 1測線・日

留萌振興局

家屋調査（事前調査・事後調査）
木造建物 3棟
家屋調査（事前調査・事後調査）
工作物 1棟
振動調査 4測線・日

空知総合振興局

家屋調査（事前調査・事後調査） 2棟
振動調査 2測線・日
井戸調査（事前調査・工事中調査
事後調査） 1箇所
水質試験（事前調査・事後調査）3箇所

