平成27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

久種湖保安林管理道改良工事実施測量及び設計業務

宗谷森林管理署

林道実施設計（改良346m）
河川測量(191m)

飛生越林道災害復旧実行設計業務

胆振東部森林管理署

災害復旧実施設計（60m･40m）

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（780m）

林業専用道(規格相当)幌内線測量設計委託業務
ほか１業務

後志総合振興局森林室

林道実施設計（1.7km）

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

幹線林道えりも線施工管理委託業務

日高振興局

現場内容の把握及び
工事現場監督の補助 1式

森林管理道錦東花線測量設計業務委託

京極町

林道実施設計（40m）

森林管理道西冬島線全体計画調査委託業務

様似町

林道全体計画（1.7km）

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（700m）

幹線林道栄豊線測量設計業務委託

八雲町

林道実施設計（250m）

林業専用道小森線開設工事測量調査設計委託業
務

上ノ国町

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（2.6km）

森林管理道21世紀第3幹線全体計画調査委託業務

下川町

林道全体計画（4.8km）

林業専用道男能富線測量設計委託業務

天塩町

林道実施設計（1.0km）

林業専用道常盤線調査設計業務委託

浜頓別町

林道実施設計（1.0km）

林業専用道旭台1号線測量設計委託業務

中頓別町

林道実施設計（600m）

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）

林業専用道奥オソツベツＦ・Ｇ線測量設計委託業務

弟子屈町

林道実施設計（2.2km）

林業専用道中久著呂支線測量設計委託業務

鶴居村

林道実施設計（3.8km）

森林管理道中雪裡東線測量設計委託業務

鶴居村

林道実施設計（1.1km）

林業専用道上庶路第５線測量設計委託業務

白糠町

林道実施設計（800m）

林業専用道(規格相当)新成線測量設計委託業務

留萌北部森林組合

林道実施設計（1.5km）

林業専用道サッテベツ第3線測量設計委託業務

厚岸町森林組合

林道実施設計（2.0km）

林業専用道支雪裡Ｃ線測量設計委託業務

鶴居村森林組合

林道実施設計（4.0km）

林業専用道支雪裡ＤＥ線測量設計委託業務

鶴居村森林組合

林道実施設計（2.6km）

茂吉1号線測量設計

㈱ズコーシャ

林道実施設計（800m）

新桂沢ダム 付替林道

㈱ズコーシャ

図面・数量・協議資料作成 1式

林業専用道東中線測量設計委託業務

㈱津村測量設計

林道実施設計（912m）

水素活用モデル構築他

(株)東芝

林道実施設計(3.8km)
支障木調査 1式
国有林貸付申請書作成 1式
(保安林内作業行為申請書作成 1式)
関連機関協議・届出等作成 1式

水素活用モデル構築他(施工管理)

(株)東芝

施工管理 1式

林業専用道茶安別５線測量設計業務

㈱松木測量設計

全体計画(2,4km)
中心線測量(700m)

林業専用道石山支線測量設計委託業務

丸菱測量設計㈱

林道実施設計（800m）
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森林土木（治山・森林保全）
業務名

契約先

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

海底地形定点観測のための深浅測量及
び資料収集 44本

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 216箇所
治山事業の計画提案 2箇所

川下地区治山事業計画調査委託業務

石狩振興局

保安林整備等全体計画調査 1件
森林整備計画調査 1件
環境調査 1件

静狩地区治山事業計画調査委託業務

渡島総合振興局

森林整備計画調査 1件
本数調整伐計画調査 1件

１７７地先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 0.10ha
山腹縦断測量 180m
山腹工設計 1式
仮設工設計 1式
調査ボーリング 3孔 40m･鉛直 15m
表面波探査 1式

１７７地先治山事業計画調査委託業務

渡島総合振興局西部森林室

山腹工計画調査 1式

赤石地区復旧治山測量設計委託業務

後志総合振興局

山腹測量 0.20ha
山腹縦断測量 420m
山腹工設計 1式

苗畑の沢治山事業計画調査委託業務

胆振総合振興局森林室

全体計画調査(渓間) 1件
渓間工計画調査 1件

中北里地区復旧治山委託業務

留萌振興局

津軽地区復旧治山委託業務

宗谷総合振興局

元地地区復旧治山委託業務

宗谷総合振興局

浜谷地先小規模治山委託業務

宗谷総合振興局

宗谷管内 治山パトロール委託業務

宗谷総合振興局

南雄武地区保安林緊急改良委託業務

北海道オホーツク総合振興局

コマチップ川地先小規模治山事業測量設計

日高町

渓間工測量 0.25km
渓間工設計(ダム4基) 1件
杭基礎設計(ダム) 1件
調査ボーリング 31.0m
標準貫入試験 31回
ｽｩｴｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査 21.4m
山腹工測量 0.10ha
山腹縦断測量 100m
山腹工設計 1件
治山全体計画調査 1件
調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 4孔 52.5m
標準貫入試験 52回
パイプひずみ計試料整理 2孔
山腹工測量 0.26ha
山腹縦断測量 280m
山腹横断測量 3横断
山腹工設計 1件
治山全体計画調査 1件
現況解析 1式
調査ボーリング 1孔 8m
山腹工測量設計 0.01ha
山腹縦断測量 10m
山腹横断測量 1横断
山腹工設計 1式
保安林指定調査地図作成 1式
現況解析 1式
調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 11m
標準貫入試験 11回
治山パトロール 62箇所
治山事業の計画提案 1箇所
山腹測量 1.88ha
平面図作成 1件
山腹工設計 1件
山腹測量設計 0.20ha

礼文町

山腹工測量設計 0.10ha
調査ボーリング 2孔24m
解析業務 1式

登山道乙女橋改修工事調査設計業務委託

利尻富士町

地形測量 1式
路線測量 0.2km
調査ボーリング 1孔 10m
付帯橋梁工設計 1橋
国立公園、国有林の各種手続き

流水区域調査業務委託

利尻富士町

土砂排土工事 測量設計

千歳鉱山災害復旧恒久対策工事

㈱ピーエス三菱

橋梁予備設計･詳細設計 1式
ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工設計(架設設計含) 1式
橋台設計(逆T式橋台) 1式

千歳鉱山災害復旧工事詳細設計

㈱ピーエス三菱

橋台基礎工設計(A1場所打杭) 1式
橋台基礎工設計(A2場所打杭) 1式

森林資源モニタリング調査業務(3区)

北海道

人工林成長量調査
一般民有林 30箇所
道有林 8箇所

森林資源モニタリング調査業務(4区)

北海道

人工林成長量調査
一般民有林 17箇所
道有林 9箇所

礼文町小規模治山実施設計委託

森林土木（治山・森林保全）

調査業務

保安林解除業務
業務名

発注先

業務概要

稲里化石発掘調査資料作成業務

むかわ町

保安林内作業行為変更申請書作成 1式

勇駒別博物展示施設保安林解除申請業務

北電総合設計㈱

保安林解除図書作成 1式

㈱ピーエス三菱

土石採取申請図書作成(自然公園法) 1
式
河川許可申請図書(河川法) 1式
保安林内作業許可申請図書(森林法) 1
式
工作物新築許可申請図書(森林法) 1式

千歳鉱山災害復旧恒久対策工事
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農業土木
業務名
美唄茶志内地区 茶志内協和西５線西５号工区
区画整理設計等業務

発注先
札幌開発建設部
岩見沢農業事務所

東宗谷地区 宇曽丹１１９工区外
区画整理設計等業務

稚内開発建設部

今金北地区

函館開発建設部

田代北工区区画整理設計等業務

業務概要
ほ場境界横断測量 1.5km
田面標高調査 12.8ha
ほ場整備(実施設計) 12.8ha
施設計画図 12.8ha
ほ場整備 土壌調査 12.8ha
4級基準点測量 11点
暗渠排水測量 70ha
外郭測量 13ha
土壌調査(検体採取) 17検体
土壌調査(PH試験) 17試料
土壌調査(土の粒度試験･密度試験) 7
試
含礫量調査(地中ﾚｰﾀﾞｰ測定･解析)
6.2ha
含礫量調査(含礫量及び礫容量) 3試
料
ほ場整備設計(施設設計含む) 67.0ha
ほ場境界横断測量 2.9km
田面標高調査 26.7ha
現況確定（区画整理）測量 26.7ha
オーガボーリング 2m
室内試験（土質試験） 1試料
ほ場整備設計 26.7ha
土壌調査 26.7ha
パイプライン路線計画(基本設計)
2,706m
上水道移設設計 0.9km
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受注業務抜粋

用地業務
業務名

発注先

業務概要

留萌振興局

用地測量 L=586m
2級基準点 6点、資料収集 2.30ha
境界測量 1.10ha
用地実測図作成 1.10ha
境界確認 1.10ha
用地境界杭設置 66本
地積測量図作成 2筆

札幌市

調査範囲 5.46ha、
資料調査 1式、
4級基準点測量 17点、
境界測量 4.95ha、
用地境界杭設置 11本

札幌市

調査範囲 65.22ha、
資料調査 1式、
3級基準点測量 19点、
4級基準点測量 54点、
境界測量 15.31ha、
用地境界杭設置 9本

八雲町

用地測量 L=120m
資料収集 0.20ha
境界測量 0.10ha
用地実測図作成 0.10ha
境界確認 0.10ha
用地境界杭設置 12本

林業専用道常盤線調査設計業務委託

浜頓別町

用地測量 L=150m
基準点測量 6点、資料収集 0.60ha
境界測量 0.30ha
用地実測図作成 0.30ha
境界確認 0.30ha
用地境界杭設置 15本
地積測量図作成 1筆

森林管理道中雪裡東線測量設計委託業務

鶴居村

用地測量 L=700m

森林管理道三軒屋線用地測量委託業務

天神山緑地（拡張地）用地確定測量

山本処理場（山本地区）用地確定測量

幹線林道栄豊線測量設計業務委託

補償業務
業務名
経営体

農道特対

神竜秩父別地区

北竜北西地区

経営体

若葉東地区

経営体

調査１

大鳳1号線地区

経営体

発注先

調査1

調査２

東中中央地区

調査１

調査1

業務概要

北海道空知総合振興局

建物調査 6棟
振動騒音同時調査 4測線・日

北海道空知総合振興局

家屋調査 3棟
工作物調査 2棟
振動調査 4測線・日
井戸調査 1箇所/2回

北海道空知総合振興局

振動調査同時調査 1測線・日
振動調査 2測線・日
家屋調査 4棟
井戸調査 1箇所/2回
水質試験 2検体

北海道石狩振興局

家屋調査・工作物調査 18棟
振動調査 16測線・日

北海道上川総合振興局

家屋調査 1棟
工作物調査 5棟(4.2a)
振動調査 3測線・日
井戸調査 2箇所/3回
水質調査 2箇所/2回

