平成26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

天翔林道(林業専用道)新設測量・設計業務

日高北部森林管理署

林道実施設計（開設 1.7km）

1049林班林道(林業専用道)2新設測量・設計業務

網走西部森林管理署

林道実施設計（開設 1.1km）

樽岸林道(林業専用道)新設・改良測量・設計業務

後志森林管理署

林道実施設計（開設2路線 3.2km）

森林基幹道エルム線測量設計委託業務

空知総合振興局

林道実施設計（3.6km）

幹線林道砂金沢線橋梁予備設計委託業務

空知総合振興局森林室

橋梁予備設計（1橋,140m、路線160m）

森林管理道三軒屋線測量設計委託業務

留萌振興局

林道実施設計（1.6km）

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

林業専用道飽別線測量設計業務委託

釧路市

全体計画、実施設計（2.0km）

森林管理道矢文西線測量設計委託業務

下川町

林道実施設計（400m）

林業専用道産士線測量設計委託業務

天塩町

林道実施設計（0.8km）

林業専用道常盤線全体計画調査業務委託

浜頓別町

林道全体計画（3.5km）

林業専用道下鐺別A・B線測量設計委託業務

弟子屈町

林道実施設計（2.0km）

幹線林道熊の沢線測量設計委託業務

白糠町

災害復旧実施設計（400m）

林業専用道上幌呂Ｂ線測量設計委託業務

鶴居村森林組合

林道実施設計（0.7km）
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森林土木（治山・森林保全）
業務名
茂雪裡地区保安林整備促進事業
実施測量及び設計業務

契約先

業務概要
解析等調査 1地区

根釧西部森林管理署

山腹工測量(森林整備周囲測量) 114.52ha

仮設道作設測量 L=8,300m

日勝峠気象調査業務

十勝西部森林管理署

一般調査業務 1地区
降水量観測 3箇月、気温観測 4箇月、
風向・風速観測 4箇月、
地温観測(観測及び資料整理) 8箇月、
積雪深観測 8箇月
解析等調査 1地区

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 22本×2回＝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 231箇所
治山事業の計画提案 2箇所

東地先予防治山調査測量設計委託業務

石狩振興局

渓間工測量 0.41km
渓間工設計 1件(ダム工5基)
全体計画調査 1件
解析等調査 1式
(調査ボーリング、サウンディングほか)

近藤の沢予防治山委託業務

後志総合振興局

山腹測量設計 0.15ha
渓間測量設計 0.30km
立木調査 1式
スウェーデン式サウンディング試験 1件

水口の沢復旧治山調査測量設計委託業務

日高振興局

渓間測量設計 1.00km
治山補償区域測量 0.70ha
立木調査 0.05ha
ボーリング調査 12m
土質特性調査 1式

１８３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

山腹測量設計 0.20ha
調査ボーリング 1式
ﾎﾞｱﾎｰﾙｽｷｬﾅｰ観測及び機構解析 1式

金原地区復旧治山測量設計調査委託業務

檜山振興局

山腹測量設計 0.61ha
立木調査 0.1ha
治山全体計画調査 1件
土質特性等調査 1式
ボーリング調査 2孔10m

宮島荘地先災害関連緊急治山委託業務

宗谷総合振興局

山腹測量設計 0.20ha
地質解析等調査 1式

旭浜地区防災林造成委託業務

十勝総合振興局

山腹工測量
森林整備周囲測量 1.41ha
山腹横断測量 2横断
山腹工設計 1件

ペシ岬地区散策道検討調査業務委託

利尻富士町

山腹工計画調査 1式

小規模治山実施設計業務委託

礼文町

山腹工設計 1式

高江樋渡の沢小規模治山調査設計業務委託

新冠町

山腹工測量設計 0.10ha

町道豊郷清畠14号線測量調査設計

日高町

山腹工測量設計 1式
地形測量 1式
災害復旧測量調査設計 1式

保安林解除業務
業務名
矢追新通り線新設保安林解除業務委託

発注先
寿都町

業務概要
路線測量設計 0.1km
保安林解除図書作成 1式
保安林内行為申請図書作成 1式
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農業土木
業務名

発注先

業務概要

旭川開発建設部

路線測量－外周測量 L=4.8km
区画整理設計(実施設計) A=33.1ha
送排水管路工 L=3.9km
県町村道路横断工 N=3箇所
用排水施設現況取付 N=6箇所
排水路(実施設計) L=0.4km
区画整理設計(実施設計) A=10.4ha
送排水管路工 L=1.6km
函渠工 N=1箇所

今金南地区豊田工区区画整理設計等業務

函館開発建設部
函館農業事務所

ほ場境界横断測量 0.4km
田面標高調査 29.5ha
外周測量及び地番合成図作成
オーガボーリング 2m
土質試験 1式
ほ場整備設計 17.7ha
土壌調査 17.7ha

道央用水(三期)地区千歳川揚水機線用水路外
積算基礎資料作成等業務

札幌開発建設部
札幌南農業事務所

積算基礎資料作成
千歳川揚水機線用水路外
工事件数 5件
積算基礎資料整理 1式

上士別地区第6区15線工区区画整理設計等業務

29.5ha

用地業務
業務名
経営体

新西部地区

用地測量2

国庫補助事業 7・4・40苗穂駅連絡通
(東8丁目・篠路通～北8条通間)
ほか1線用地確定測量

発注先
空知総合振興局

札幌市

新琴似6条10丁目1号線
(新琴似7条線～新琴似10丁目1号線間)
用地確定測量

札幌市

西野東2号線
(道道西野真駒内清田線～西野東9号線間)
ほか4線路線測量

札幌市

業務概要
4級基準点測量 木杭 6点
用地測量 用水路5条、排水路3条
2.4km
調査範囲 18.36ha
延長 1.11km
用地実測図原図作成 1.96ha
面積計算 46筆
土地境界仮杭設置 304点
境界確認 95筆
地積測量図作成 41筆
調査面積 2.86ha
実施延長 0.11km
4級基準点 16点
資料収集 2.86ha
境界測量 2.86ha
用地現況測量 1.24ha
用地平面図作成,用地実測図作成
0.22ha
境界確認 15筆
用地境界杭設置 5本
測量範囲 2.06ha
延長 0.54km
路線測量 0.54km
境界測量 0.30ha
3級基準点測量 2点
4級基準点測量 15点
用地平面図作成 0.41ha

補償業務
業務名
経営体

北竜北西地区

調査64

発注先

業務概要

空知総合振興局

家屋調査
振動・騒音同時調査
振動調査

経営体

興農地区

調査1

上川総合振興局

工作物調査
振動調査
井戸調査
水質調査

経営体

豊沢地区

調査1

胆振総合振興局

家屋調査
振動調査

7棟
3測線・日
1測線・日

11棟
5測線・日
2箇所/3回
2箇所/2回
5棟
5測線・日

