平成21年度

受注業務抜粋

森林土木（林道・橋梁）
業務名

発注先

日高南部地区広富作業道整備測量･設計業務

日高南部森林管理署

作業道整備事業測量設計 L=4,500m

日高南部森林管理署

路線測量設計 L=100m
河川測量 L=400m
地質調査 6箇所・仮設工設計 1式
橋梁詳細設計 1式
(単純合成鈑桁橋 2橋･逆Ｔ式橋台 4基)

網走南部森林管理署

機能診断 1式
長寿命化のための対策工法の検討 1式
落橋防止システムの設計 1式
橋梁定量的診断 1式

林業再生に向けた路網整備モデル事業
委託業務

北海道

路網整備マニュアルの作成 1式
路網整備モデル地区の検証 1式
路網整備支援システムの作成 1式
林業再生検討委員会資料の作成 1式

森林管理道常丹線全体計画調査委託業務

北海道渡島支庁

全体計画調査 L=8,300m

森林管理道常丹線測量設計委託業務

北海道渡島支庁

路線測量設計 L=2,600m
用地測量 L=2,600m

森林基幹道えりも線施工管理委託業務
森林基幹道池田東部線昭栄工区
橋梁設計委託業務
森林管理道弥生線旭台工区測量設計
委託業務
中核作業道豊平１号線測量設計委託業務
森林管理道目梨別線全体計画調査委託業務
庶路青山線林道災害復旧調査設計委託業務
他38件

北海道日高支庁

新冠林道改良測量・設計業務

硫黄山橋耐震補強調査設計業務

北海道十勝支庁

業務概要

施工管理 14回
橋梁詳細設計 1式
(PC単純I桁橋 1橋・逆Ｔ式橋台 2基)

中頓別町

路線測量設計 L=800m

中頓別町
豊富町
白糠町

中核作業道測量設計 L=1,300m
全体計画調査 L=3,800m
災害復旧 林道 L=35m

森林土木（治山・森林保全）
業務名
イワナイ沢治山事業全体計画調査業務

発注先
北海道森林管理局

治山パトロール委託業務

北海道石狩支庁

月崎地区予防治山委託業務

北海道渡島支庁

岩部地区災害関連緊急治山委託業務

石崎地区復旧治山委託業務

北海道渡島西部森づくりセンター

北海道檜山支庁

入舸地区山地災害総合減災対策治山
委託業務

北海道後志支庁

治山台帳整理委託業務

北海道空知支庁

天売地区共生保安林整備統合補助委託業務

北海道留萌支庁

水源林機能調査委託業務

北海道留萌支庁

生花苗地区保安林改良全体計画調査
委託業務

北海道十勝支庁

業務概要
解析業務 1地区
治山パトロール 129箇所
治山ダム工実態調査 59箇所
PR写真 15箇所
山腹測量設計 A=1.0ha
山腹測量設計 A=0.2ha
ボーリング調査 1式
斜面安定解析 1式
渓間工測量設計 L=1,500m
補償区域測量 1式･立木調査 1式
魚介類調査 1沢2箇所2回
コンサルタント的調査 1式
山腹測量設計 A=0.20ha
補償区域測量 1式・立木調査 1式
ボーリング調査 1式
コンサルタント的調査 1式
治山台帳整理 20箇所
ＧＩＳ入力
20箇所
電子ファイリング 1式
渓間工測量設計 L=1,000m
山腹工測量設計 A=4.12ha
(森林整備周囲測量)
流量観測
2箇所
積雪深観測 2箇所
立木調査
A=10.14ha
山腹工(森林整備)測量設計 A=3.2ha
鳥類調査 1式
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ的調査 1式

森林土木（治山・森林保全）
業務名

発注先

業務概要

北海道胆振支庁

山地治山等全体計画調査(渓間) 1件
渓間工計画調査 1件

北海道胆振森づくりセンター

山腹工測量設計 A=0.28ha
渓間工測量設計 L=0.50km
森林整備周囲測量 A=74.0ha
コンサルタント的調査 1式

チエンベツ川小規模治山委託業務

北海道根室支庁

渓間測量
(ｻｼﾙｲ川
流量観測
(ｻｼﾙｲ川

小規模治山実施設計委託

礼文町

山腹工測量設計 A=0.08ha
ボーリング調査 1式

大塚の沢治山事業計画調査委託業務
厚真川地区水源流域広域保全委託業務

縦横断
1200ｍ･ﾁｴﾝﾍﾞﾂ川 1100ｍ)
3ヶ月
1基・ﾁｴﾝﾍﾞﾂ川 1基)

他34件

農業土木
業務名

発注先

業務概要

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

用地測量 A=2.2ha
路線測量 L=3.3km
排水路実施設計 L=3.3km

妹背牛地区土取場設計

札幌開発建設部

土取場設計 1式
客土掘削年次計画
跡地整地設計・施設設計
大運搬経路計画案作成

当別太美地区太美排水機場積算作業

札幌開発建設部

工事積算打込作業 1式

小樽開発建設部

メッシュ測量 A= 32.7ha
ほ場境界測量 A=40.8ha
表土厚調査 9カ所・植生調査 A=1.7ha
整地工設計 A=32.7ha

サロベツ地区西豊富排水路設計等業務

稚内開発建設部

路線測量 L=1.6km
2級基準点 4点・4級基準点 28点
排水路設計 L=1.6km
函渠工設計 6箇所

樺戸(二期)地区品質検査協会業務
他7件

北海道土地改良設計技術協会

品質検査業務 1式

21南富 区画整理排水路工設計他業務

真狩地区光東工区ほ場整備設計等業務

路線測量設計・用地業務
業務名
経営体

東山

用地測量2

発注先
空知支庁

篠路西8号線
(篠路西10号線～雁来篠路連絡線間)
ほか2線路線測量

札幌市

北28条中通南線
(東12丁目線～烈々布排水道線間)路線測量

札幌市

町道市街地軌道線(拡幅改良鋪装)実施測量
設計委託業務

ニセコ町

町道北栄会館通

ニセコ町

実施測量設計委託業務

下川地区森林居住環境桜ヶ丘公園橋梁
用地確定測量委託業務

下川町

業務概要
4級基準点測量 22点
用地測量 L=1.2km
4級基準点測量 11点
路線測量 L=0.38km
境界測量 A=1.41ha
用地平面図作成 A=1.41ha
4級基準点測量 11点
路線測量 L=0.52km
境界測量 A=1.65ha
用地平面図作成 A=1.65ha
町道拡幅改良舗装実施測量設計
L=230m
町道測量設計 L=410m
3級基準点測量 2点
4級基準点測量 5点
3級基準点測量 1点
用地測量 L=50m

調査業務
業務名

発注先

野幌自然林再生基礎調査業務

北海道森林管理局

森林資源モニタリング調査
(留萌森林計画区A(1))委託事業

北海道森林管理局

業務概要
野幌自然林再生に係る
42箇所のプロット設置･
毎木と下層植生調査
モニタリング調査 62ヵ所

補償業務
業務名
幾春別川総合開発事業の内
新桂沢ダム付替林道立木調査業務

一般国道231号 留萌市
用地調査等業務

留萌拡幅

発注先
石狩川開発建設部

留萌開発建設部

経営体

南幌

環境影響調査2

北海道空知支庁

経営体

峰岩

環境影響調査4

北海道空知支庁

北海道横断自動車道(余市～小樽間)
小樽市朝里川温泉外１地区立木調査
委託業務

北海道土地開発公社

業務概要
立木調査 A=6.16ha
(用材林 1.50ha･天然林 4.66ha)
非木造建物再調査･再算定 1棟
動産調査･算定 1事業所
建物等の残地移転要件の
該当性検討 1権利者
移転工法案の検討 1権利者
移転雑費算定 1権利者
家屋調査 9棟(事前･事後調査)
振動調査 6測線
家屋調査 7棟(事前･事後調査)
振動調査 6測線
立木調査(用材林) 133m2

