
工事名 施工分類 施工箇所
北海道新幹線、渡島ﾄﾝﾈﾙ（上の湯）他 仮橋・仮桟橋工 二海郡八雲町落部
上磯厚沢部線（Ｂ地-386）工事 架設防護柵 上磯郡上磯
一般国道228号　知内町　稲荷橋補修外一連工事 旧橋撤去　本橋架設 上磯郡知内町
福島川広域河川改修工事（補正明許） 鋼矢板　土留・仮締切（圧入） 松前郡福島町
施設整備事業の内取水施設　国庫補助事業　豊平川水道水源水質保全　取水堰新設工事 土留杭　打設・引抜 札幌市定山渓
施設整備事業の内取水施設　国庫補助事業　豊平川水道水源水質保全　取水堰新設工事 仮橋・仮桟橋工 札幌市定山渓
道道八雲今金線　今金橋架替（第３橋脚）工事 土留杭　打設・引抜 瀬棚郡今金町
一般国道452号　三笠市　下桂沢改良外一連工事 場所打杭工 三笠市
美唄富良野線　特定交付金（渓谷橋上部架設床板）工事（美唄工区） 場所打杭工 美唄市
一般国道36号　白老町　別々橋下部工事 鋼矢板　土留・仮締切 白老町
Jozankei Ryokan Project 場所打杭工・作業構台架設撤去 札幌市定山渓
（仮称）函館駅前ＷＢＦＨＯＴＥＬ新築工事 鋼矢板打抜・山留架設撤去 函館市
Midtown@Niseko-PHase2工事 土留杭　打設・引抜 ニセコ町
（仮称）札幌市中央区北５条西6丁目ホテル計画 場所打杭工 札幌市中央区
遠軽・早来間第１安平川Ｂ改修７（下部工他） 鋼矢板打抜・山留架設撤去 勇払郡安平町
忍路工事 仮桟橋工事 小樽市
新千歳空港国際線旅客ターミナルビル再整備工事 置構台架設・撤去 千歳市
八雲ｿｰﾗｰﾊﾟｰｸ管路工事に伴う鋼管杭打設工事 鋼管杭打設 二海郡八雲町
新札幌高架橋耐震補強工事 鋼矢板打抜 札幌市白石区
銭函風力発電所施設建設工事 鋼矢板打抜 小樽市銭函
十勝清水・平野川間清水川Ｂ改修２（下部工） 鋼管杭打設 清水町
函館国際ホテル耐震補強・建替工事 鋼矢板　土留・仮締切 函館市
札幌医科大学教育棟ほか解体工事 ｵｰｶﾞ削孔・障害物探査 札幌市
湯の沢川橋上部 土留杭・桟橋架設撤去 函館市
中の川総合流域防災工事（補正明許）（護岸工）外 鋼矢板打設工事 知内町
駒ヶ岳火山砂防工事（彦澗地区）外 腹起し・タイロット設置 森町
尾札部漁港海岸外道単局部改良工事外 横引きゲート調整工事 函館市
落部漁港機能保全工事 鋼矢板　土留・仮締切 八雲町
湯ノ岱地区複合施設建設工事 山留工 上ノ国町湯ノ岱
向浜地区合併処理浄化槽整備工事 鋼矢板打設工事 上ノ国町大留
函館恵山線（B地-175）工事（繰越）外 仮締切工・場所打杭工 函館市鉄山町
函館江差自動車道　木古内町　大釜谷改良工事 防護柵工・クレーン揚重工 上磯郡木古内町
今金南地区上鈴金南工区区画整理工事 鋼管杭打込工事 今金町
小谷石渡島知内停車場線災害防除工事（補正明許）外 場所打杭工事 知内町
函館新外環状道路函館市陣川改良工事 鋼矢板引抜工事 函館市陣川
第2日浦橋橋梁架替工事 仮橋上部設置工事 函館市日浦町
一般国道276号　共和町　高尾改良外一連工事 仮橋撤去外工事 共和町
北海道新幹線湯の里信号場構内雪覆8（作業ヤード撤去他） 桝蓋留工他工事 知内町湯の里
北海道新幹線新函館北斗駅構内環境対策 鋼製防音壁設置他工事 北斗市市渡
文教通改良工事に伴う松倉系導水管および旭岡系配水本管移設工事 鋼管溶接・外面塗装工事 函館市
北海道新幹線　立岩トンネル　黒岩進入路仮橋工事 仮橋設置工事 八雲町黒岩
福島漁港外1港建設工事 護岸補修・鋼製架台撤去、設置工事 松前郡福島町
中の川漁港水産生産基盤整備工事 PHC杭工事 知内町
大中山複合施設新築建築主体工事 杭工事 七飯町大中山
岩部渡島福島停車場線局改工事（危険個所）（補修）（冬） 仮設工事 松前郡福島町
函館港若松地区岸壁受梁製作その他工事 溶接工事 函館市若松町
八雲今金線（B地-224）工事（P1下部工） 場所打杭工事 瀬棚郡今金町
銭函風力発電所建設工事（電気工事） 鋼矢板　土留・仮締切 小樽市銭函
函館新外環状道路　函館市　日吉改良工事 溶接工事 函館市日吉町
もと亀田福士センター解体その他工事 土留矢板工事 函館市美原
駒ヶ岳火山砂防工事（掛澗度杭崎地区） 鋼製ダブルウォール堰堤工 茅部郡森町
一般国道227号　北斗市　大和橋補修外一連工事 橋梁付属物加工・設置工事 国道227号北斗市
函館江差自動車道　木古内町　幸連改良工事 仮橋・仮桟橋工 木古内町幸連
一般国道229号　せたな町　長浜橋補修工事 旧橋撤去工事　 せたな町島歌
クリーンおしま　基幹的設備改良工事 建築外構仮設工事 北斗市館野
東日本道路新得土石流対策 仮橋設置工事 上川郡新得町
清川27号線災害復旧工事 土留工親杭打込工事 北斗市
一般国道5号　長万部町　長万部道路維持除雪外一連工事 大型標識撤去工 長万部町
北海道新幹線大谷地雪覆新設2（上野Ｔ緩衝工） 緩衝工設置 木古内町
八雲厚沢部線（Ｂ地）工事（法面工）2工区（補正明許） 落石防護柵設置撤去 八雲町
一般国道229号　せたな町　嗣内橋補修工事 旧橋撤去工事　 せたな町
出来澗地区防災林造成工事ほか1工事 鋼矢板引抜工事 鹿部町
函館江差自動車道　木古内町　ポンク川橋橋台工事 仮桟橋解体工事 木古内町
幹線林道女那川線改良工事 鋼橋上部工 函館市
岩部渡島福島停車場線（塩釜地区）改築工事 土留・仮締切工 福島町
股瀬川動単砂防工事 仮締切工 知内町
今金北地区　稲穂中央工区区画整理工事 土留・仮締切工 今金町
釧路火力発電所連係線新設工事 仮締切工 釧路市
八雲厚沢部線（Ｂ地）工事（法面工）１工区 防護柵工 八雲町
ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸｽＥＲ函館駅前新築工事 仮締切工 函館市
一般国道5号　二木町　銀山改良一連工事 仮橋架設 二木町
美国漁港-4.0ｍ岸壁改良工事 鋼矢板打設工事 積丹町
一般国道5号　二木町　余市川橋橋脚工事 仮橋解体撤去 二木町
一般国道232号　小平町　花岡災害復旧工事 架設落石防護柵設置 小平町
泊共和線総合Ａ（地方道）工事（金井橋下部工） 旧橋解体・仮橋設置 共和町
一般国道228号　上ノ国町　北村橋補修工事 橋梁補修 上ノ国町
江差木古内線（大川３地区）公安工事（債務） 架設落石防護柵設置 木古内町
外記川通常砂防工事 鋼矢板打設工事 知内町
旧札幌南病院建物等解体その他 鋼矢板打設工事 札幌市
北海道横断自動車道　新光工事 仮橋・構台解体工事 小樽市
一般国道38号　清水町　清見橋補修外一連工事 仮橋・仮桟橋解体工事 清水町
28年災ﾊﾟﾝｹ新得川災害復旧助成工事（本通橋外） 土留・仮締切工 新得町
国費排水１号橋架替工事（上部工） 仮橋・土留・仮締切工 函館市
矢尻小川河川改修工事 土留・仮締切工 函館市
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小田島排水区下水暗渠新設工事 仮締切工 函館市
北本直流幹線第３人孔拡幅工事 仮橋設置工事 函館市
亀田地区統合施設新築主体工事 土留・仮締切工 函館市
江差木古内線（大川１地区）改築工事（補正明許）外 土留・仮締切工 木古内町
幹線林道赤川線改良工事 橋梁上部工 函館市
厚沢部川広域河川改修工事（樋管工）（補正明許） 矢板工 江差町

工事名 施工分類 施工箇所
上軍川380-1地先排水路整備工事 元請 七飯町
国営支線農道14号線改良工事 元請 七飯町
駒ヶ岳火山砂防工事 土留工 森町
函館新外環状道路　函館市　四稜郭跨道橋下部工事 土留・仮締切 函館市
3・4・47文教通改良工事（地下階段工）（補正） 土留・仮締切 函館市
八雲今金線（Ｂ-地305）工事（Ａ1下部工）（繰越） 場所打杭工 今金町
函館恵山線（Ｂ地-318）工事（繰越） 旧橋解体・仮橋設置・仮締切 函館市
函館江差自動車道　木古内町　ﾎﾟﾝｸﾚ川橋台工事 木古内町
月形幌向線防　Ａ100地方道工事（橋脚工） 仮橋構台設置 月形町
平成28年度漁施設機強閑-005号　閖上漁港浦橋下部工（その2）工事 仮橋構台設置 名取市閖上
函館恵山線（Ｂ地-520-18）工事（橋梁補修）（補正） 橋梁補修 函館市
北海道新幹線知内工区１（第１湯の里Ｔ緩衝工） 緩衝工 知内町
函館新外環状道路　函館市　松倉大橋下部工事 場所打杭工 函館市
福岡蔵元鋼桟道橋工事 桟橋工 宮城県白石市
函館新外環状道路　函館市　上湯の川西改良工事 函館市
新平和橋架替（その２）工事 福島町
大川海岸津波高潮危機管理対策工事 鋼矢板工 余市市
特別史跡五稜郭跡架設橋・架設道路設置および止水工事 仮橋設置 函館市
駒ヶ岳火山砂防工事 土留工 森町
久根別川広域河川改修工事（繰越）外 鋼矢板工 七飯町
湯の川総合流域防災工事（護岸工外） 鋼矢板工 函館市
小田島川都市基盤河川改修工事（その２） 鋼矢板工 函館市
官）新亀川大橋上部 木古内町
蒜沢川通常砂防工事（橋梁工）（繰越） 場所打杭工 函館市
札幌中央病院改築工事 土留工 札幌市
北海道新幹線森腰工区 場所打杭工 知内町
一般国道5号　七飯町　小沼改良工事 架設防護柵工 七飯町
股瀬川道単砂防工事（特対） 鋼矢板工 知内町
平成29年度大沢橋改良工事 鋼矢板工 松前町
福島漁港建設工事 鋼矢板工 福島町
一般国道230号　喜茂別町　楓橋拡幅一連工事 仮橋 喜茂別町
北海道縦貫自動車道　七飯町　峠下改良工事 仮橋 七飯町
駒ヶ岳火山砂防工事（補正）外 土留工 森町
厚沢部線広域河川改修工事（樋管工） 鋼矢板工 厚沢部町
網走ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所建設工事 土留・仮締切工 網走市
函館昭和ＳＳ解体浄化工事 鋼矢板工 函館市
北海道新幹線　立岩ﾄﾝﾈﾙ 仮橋・構台設置 長万部町
ｳﾆ種苗生産施設給水管設置事業 土留・仮締切工 知内町
北海道新幹線羊蹄ﾄﾝﾈﾙ 仮橋 長万部町
ＮＨＫ新札幌放送会館建設工事 土留・構台設置 札幌市
函館江差自動車道　木古内町　新幸連橋下部工事 木古内町
忍路工事 仮橋設置 小樽市
ﾎｸﾚﾝきたひやまＳＳ改造工事 土留・仮締切工 せたな町
一般国道227号　厚沢部町　厚沢部改良工事 鋼矢板工 厚沢部町
3・4・47文教通改良工事（函渠工・擁壁工）（補正） 土留・仮締切工 函館市
函館南茅部線（Ｂ地-428）工事（補正）防護施設工 防護柵工 函館市
一般国道238号　佐呂間町　富武士防災他一連工事 場所打杭工 遠軽町
江差木古内線（Ｂ雪-621）工事（防雪柵）外 場所打杭工 上の国町
一般国道5号　七飯町　八雲町　黒岩災害防除工事 架設防護柵工 八雲町
函館港若松地区岸壁上部工据付その他工事 鋼矢板工 函館市
北斗市道営住宅新築工事 場所打杭工 北斗市
岩部渡島福島停車場線（地交-94）工事 落石防護柵工 福島町
矢尻小川河川改修工事 鋼矢板工 函館市
中山間　八雲地区　３工区 仮橋 八雲町
松前北部風力発電所新設工事 土留・仮締切工 松前町
平取ダム管理所新築工事 土留・仮締切工 平取町
ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ整備建築主体工事 土留・仮締切工 知内町
中野湯の沢線林道２改良工事 橋梁上部工 北斗市
北海道新幹線大谷地雪覆新設５（防音壁） 防音壁工 木古内町
北海道新幹線湯の里信号場構内雪覆７（防音壁他） 防音壁工 知内町
栄浜林道女男の沢支線改良工事 橋梁上部工 乙部町

工事名 施工分類 施工箇所
平成27年度漁施設期間閖-001号　閖上漁港浦杯下部工工事 仮橋・仮桟橋工 名取市
八雲今金線（Ｂ地）工事（債務） 場所打杭工 八雲町
函館新外環状道路　函館市　赤川改良工事 土留・仮締切工 函館市
一般国道275号　江別市　新石狩大橋Ｐ９橋脚工事 仮橋・仮桟橋工 江別市
函館新外環状道路　函館市　松倉大橋下部外一連工事 場所打杭工 函館市
函館江差自動車道　木古内町　新幸連川橋下部外一連工事 仮橋・仮桟橋工 函館市
函館新外環状道路　函館市　滝沢改良外一連工事 土留・仮締切工 函館市
新平和橋架替工事 旧橋解体・土留・仮締切工 福島町
北海道新幹線、渡島ﾄﾝﾈﾙ（天狗）他 仮橋・仮桟橋工 北斗市
一般国道274号　日高町　千栄災害復旧工事 場所打杭工 日高町
市道西桔梗中央線国費排水１号橋架替工事 仮締切工 函館市
3・4・47文教改良工事（函渠工）（債務） 土留・仮締切工 函館市

 函館港北ふ頭地区-6.5ｍ岸壁建設工事 土留・仮締切工 函館市
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 久根別川広域河川改修工事（繰越外） 土留・仮締切工 久根別川
 函館新外環状道路　函館市見晴橋下部工事 土留・仮締切工 函館市

 大川海岸津波高潮危機管理対策工事 土留・仮締切工 余市町
奥尻島線道路改良工事（補正） 落石防護柵 奥尻町

 函館新外環状道路　函館市上湯川改良工事 土留・仮締切工 上湯川町
 北海道新幹線重内工区5（保守設備） 緩衝工 知内町

 一般国道5号　七飯町大沼改良工事 土留・仮締切工 七飯町
 一般国道228号福島町松浦法面災害防除外一連工事 落石防護柵 福島町

 一般国道227号　厚沢部町富栄交差点改良工事 仮設防護柵 厚沢部町富栄
 大沼公園駅構内　防雪柵新設工事 防雪柵工 七飯町字大沼町85-8

 松倉川河川改修工事（地域活力） 土留・仮締切工 函館市
 一般国道242号　足寄町足寄橋改良工事 仮橋・仮桟橋工 足寄町

 函館新外環状道路　函館市墓園通跨道橋下部外一連工事 土留・仮締切工 陣川町
札苅7遺跡鋼矢板土留外工事 土留・仮締切工 木古内町

 函館市道営住宅新築工事（日吉町A団地A-2） 土留・仮締切工 函館市
 岩部渡島福島停車場災害防除工事（浦和地区）（補正）（仮設工） 土留・仮締切工 福島町

小田島川都市基盤河川改修工事（その2）鋼矢板工事一式 仮締切工 函館市
 福島漁港東防波堤建設その他工事 矢板護岸設置替 福島町
 通作条件（一般農道）木地挽地区　2工区 仮設防護柵工 北斗市中山

 道東自動車道　新得地区他災害復旧工事 仮橋・仮桟橋工  北海道勇払郡占冠村

 小田島川都市基盤河川改修工事（その3） 土留・仮締切工 昭和町
大中山小学校校舎北棟改築建築主体工事 土留・仮締切工 七飯町大中山

 小田島川都市基盤河川改修工事（その1） 土留・仮締切工 昭和町22番
 岩部渡島停車場（地交-159）工事（岩部地区） 落石防護柵工事 福島町
 函館南茅部地熱発電事業の内、HOE2掘削敷地造成及び16林班林道舗装他 土留・仮締切工 南茅部町大船

道の駅土地造成工事 土留・仮締切工 七飯町字峠下
 八雲町北檜山線局改工事（一般）外（補修） 落石防護柵工事 八雲町

一般国道228号　福島町　松浦法面災害防除外一連工事 落石防護柵工事 知内町
大野平野農業水利事業　一本木頭首工整備外一連建設工事 土留・仮締切工 七飯町

 江差木古内線（Ｂ地-317）工事（道路工）2工区 仮設防護柵工事 木古内町
江差木古内線（B地-119）工事（橋梁工）外　仮橋・仮桟橋工 仮橋・仮桟橋工 上ノ国町
上川・中越間53k100m付近災害応復旧 仮橋・仮桟橋工 上川町字中越
北海道新幹線湯の里信号場構内雪覆6（防音壁） 防音壁工事 知内町字湯の里
北海道新幹線大谷地雪覆新設4（防音壁） 防音壁工事 木古内町
北海道新幹線湯の里信号場構内雪覆5（防音壁） 防音壁工事 知内町字湯の里
伊達紋別駅構内自由通路新設3（上部工） 橋梁工事 伊達紋別駅構内

工事名 施工分類 施工箇所
 函館江差自動車道　木古内町幸連川橋下部外一連工事 仮橋・仮桟橋工 木古内町
 函館新外環状道路　函館市赤川西改良工事 場所打杭工 函館市

 一般国道227号　江差町田沢災害防除工事 土留・仮締切工 江差町
 北海道新幹線知内工区1（第1湯の里Ｔ緩衝工） 緩衝工 知内町
 石狩湾新港発電所1号機新設工事 土留・仮締切工 石狩市

湯出川JR橋りょう架替工事 橋梁工事 七飯町
 函館新外環状道路　函館市東山大橋下部外一連工事 仮橋・仮桟橋工 函館市
 函館江差自動車道　木古内町新亀川大橋下部工事 土留・仮締切工 木古内町

 久根別川広域河川改修工事（繰越外） 土留・仮締切工 七飯町
 大川海岸津波高潮危機管理対策工事1工区 既設撤去・土留仮締切 余市町

小熊の沢川通常砂防工事 土留・仮締切工 北斗市
 市道西桔梗17号線石川1号橋拡幅工事（上部工） 土留・仮締切工 函館市

 都市計画道路3・4・113号昭和団地通（石川町工区）橋梁新設工事 場所打杭工事 函館市
 一般国道5号　森町宿野辺橋下部外一連工事 土留・仮締切工 森町

 一般国道228号　松前町白神災害防除工事 仮設防護柵工 松前町
 函館南茅部線局改工事（一般）（擁壁補修） 仮設防護柵工 函館市

 青苗漁港-3.5m岸壁改良その他工事 土留・仮締切工 奥尻町
 函館新外環状道路　函館市赤川西改良工事 土留・仮締切工 函館市
 3・4・47文教通改良工事（函渠工）（債務） 土留・仮締切工 函館市

 鹿部漁港水産流通基盤整備工事（西護岸改良）（繰越） 鋼製沈砂池設置工事 鹿部町
 八雲厚沢部線（B地-371）工事（繰越） 仮設防護柵工 八雲町

 3・4・5駅前通改良工事（駅前広場）（債務） 土留・仮締切工 函館市
股瀬川道単砂防工事（特対） 土留・仮締切工 知内町

 久根別川広域河川改修工事（繰越外） 土留・仮締切工 七飯町
新亀川大橋上部 仮橋工 木古内町

 小田島川都市基盤河川改修工事（その3） 土留・仮締切工 函館市
 泊共和線総合Ａ（地方道）工事（境橋） 仮橋工 共和町

 小谷地川Ｂ改築11（遮水工他） 遮水矢板工事 函館市
 北海道新幹線湯の里信号場構内雪覆4（知内川防音壁） 防音壁設置 知内町

北海道新幹線限界支障 仮設物設置 知内町
 宮古市公共下水道閉伊川水管橋耐震補強（下部工）工事 土留・仮締切工  岩手県宮古市

 木古内駅構内佐女川Bo改築1（下部工） 仮橋工 木古内町
 社会福祉法人函館鴻寿会地域密着型介護老人福祉施設増築工事 土留・仮締切工 函館市

 北海道新幹線湯の里信号場構内雪覆3（第2湯の里Ｔ入口緩衝工） 緩衝工 知内町
 北海道新幹線大谷地雪覆新設2（上野Ｔ緩衝工） 緩衝工 木古内町

 八雲（山崎）漁港機能保全工事 矢板・タイロット工事 八雲町
 株式会社三田商店函館支店社屋新築工事 土留・仮締切工 函館市
 北海道新幹線湯の里信号場構内雪覆5（防音壁） 防音壁設置 知内町
 一般国道231号　石狩市雄冬法面補修外一連工事 落石防護柵工事 石狩市

 江別第一小学校校舎新築建築工事 土留・仮締切工 江別市
 北海道労働金庫札幌東支店新築工事 土留・仮締切工 札幌市

吉岡総合センター建設工事 土留・仮締切工 福島町
 ㈱はこせき若松町SS新築工事 土留・仮締切工 函館市

 北海道新幹線湯の里信号場構内雪覆3（第2湯の里Ｔ入口緩衝工） 緩衝工 知内町
 北海道新幹線大谷地雪覆新設2（上野Ｔ緩衝工） 緩衝工 木古内町

 特別史跡五稜郭跡石垣復旧工事 土留・仮締切工 函館市
 北海道新幹線重内工区3（第1森越Ｔ入口緩衝工） 緩衝工 知内町

 北海道新幹線重内工区1（第1・第2重内Ｔ緩衝工） 緩衝工 知内町
 北海道新幹線重内工区2（第2湯の里Ｔ出口緩衝工） 緩衝工 知内町

 札幌医科大学（4工区）作業構台 仮橋・仮桟橋工 札幌市
 北海道新幹線、知内地区トンネル防護設備他 緩衝工 知内町

H27年　施工実績


