
工事名 施工分類 施工箇所

市営函館競輪場集計センター等空気調和設備改修工事 クレーン作業 函館市

古川道単改修工事（護岸工）（特対）（道債） 鋼矢板打込、引抜 上ノ国町

八雲北桧山線外長寿命化(橋梁)工事(ｾｲﾖｳﾍﾞﾂ橋)(補正明許) 仮設工事 八雲町

大野上礒線外（地改-409）工事外 矢板工 七飯町

一般国道228号 上ノ国町 寅の沢災害防除工事 クレーン工事 木古内町

松前白神６急傾斜地工事
架設工事、
クレーン作業

松前町

南茅部川汲事業関連携急傾斜地工事（繰越）外 函館市

八雲厚沢部線(B地-190)工事(法面工)その２(補正明許) クレーン工事 八雲町
北８西１地区第一種市街地再開発事業
地下通路新設工事

土留め工（建込杭、
親杭、中間杭打設）

札幌市

知利別川改修工事（補正繰越）外 矢板護岸工 室蘭市

網走バイオマス発電所２号機 鋼矢板打込引抜 網走町

稲住公園・発寒間宮の沢BO補修工事
鋼矢板打込工事
（クリアパイラー工法）

札幌市

第１安平川B改築13（仮線盛土撤去他） 支持杭引抜き・架設支保工 安平町
西原環境　函館湾流域下水道浄化センター汚泥処理設備工事その27 ステージ架設 函館市
勇払東部地区　厚幌導水路軽舞第2分水工下流工区外一連災害復旧工事 鋼矢板打込・引抜 厚真町
瀬棚海上保安署新営20建築その他工事 親杭打抜 せたな町

室蘭東幹線　仮橋設置工事 覆工板設置 室蘭市

木古内町橋梁長寿命化事業第一佐女川橋撤去工事 旧橋撤去工 木古内町

函館新外環状道路 函館市 陣川改良外一連工事 仮橋工（撤去・運搬） 函館市

五厘沢浄水場統廃合に係る建築主体工事 鋼矢板打ち込み 江差町

農政角田江尻排水機場工事
宮城県
角田市

経営体・東開発２地区　４１工区 既製コンクリート杭打ち工 北斗市

長万部漁港機能保全工事外 鋼矢板・控工打込工 長万部

駒ヶ岳火山砂防工事（四軒町地区）（補正明許）１工区
鋼矢板打設
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し設置

森　町

駒ヶ岳火山砂防工事（掛澗度杭崎地区）外（補正明許） 荷上げ荷下げ工事 森　町

南茅部地区その２山地災害重点地域総合対策工事 クレーン工事 函館市

厚真川水系日高幌内川水路工事 クレーン工 厚真町

北海道新幹線、市渡高架橋他工事 土留・仮締切工 北斗市

北海道新幹線、市渡高架橋他工事 クレーン作業 北斗市

函館港若松地区-10ｍ泊地浚渫工事 クレーン工事、仮設工 函館市

函館港-10ｍ泊地浚渫工事 クレーン工事、仮設工 函館市

駒ヶ岳火山砂防工事（四軒町地区）（補正明許）外２工区
砂防堰堤工の内、
ﾀﾞﾌﾞﾙｳｫｰﾙ本体工

森　町

北海道縦貫自動車道七飯町久根別川橋下部工事 資材荷上げ作業 七飯町

函館江差自動車道 北斗市 大当別改良工事 防護柵基礎・立入防護柵 北斗市
勇払東部地区外１地区厚幌導水路厚真中央工区外一連災害復旧工事 架設工・クレーン 厚真町
函館江差自動車道 木古内町 大平改良工事 立入防護柵工 木古内町

駒ヶ岳火山砂防工事（尾白内地区）（補正明許）外 鋼矢板工 森　町

北海道津軽海峡地区知内涌元魚礁設置工事 ブロック運搬工 知内町

勇払東部地区富野用水路美里下流工区災害復旧工事 架設工 厚真町

北海道縦貫自動車道 森町赤井川改良外一連工事 仮橋・場所内杭工 森　町

勇払東部地区富野用水路上野工区災害復旧工事 仮設土留工 厚真町

一般国道278号 函館市 大船改良工事 架設土 函館市

一般国道229号 乙部町 館浦南応急復旧工事 架設土 乙部町

芽室川西地区帯広かわにし導水路伏美21工区工事 仮設土留・仮締切工 芽室町

稲住公園・発寒間宮の沢BO補修工事 橋脚補強 札幌市

新函館北斗駅構内大野BO改築１（歩道橋新設） 仮締切工他 北斗市

青函T竜飛斜坑消火用給水管切替 給水管切替 東津軽

江差木古内線(大川１地区)(A地-4)工事(路盤工) 仮設工　H鋼引抜 木古内町

ヤマト運輸函館海岸営業所新築工事 鋼杭打設 函館市

R3年　施工実績



工事名 施工分類 施工箇所

ヤマト運輸函館海岸営業所新築工事 鋼杭引抜き 函館市

渡島トンネル（官 仮設鳶 八雲町

仁世宇川沿線仁世宇１号線 仮設工 平取町

㈱リナイス長万部工場　排水処理槽設置工事 長万部

北海道津軽海峡地区離島小島魚礁設置工事 クレーン工事 松前町

(仮称)豊川町D－room新築工事 クレーン作業 函館市

函館市日乃出町D－room新築工事(第Ⅱ期) クレーン作業 函館市

住吉漁港機能保全工事（補正） 函館市

函館港築堤造成工事 安全鋼板H鋼 函館市

市営住宅大川団地１号棟新築主体その他工事 クレーン工事 函館市

北桧山大成線（B地）工事（消波工）（補正） クレーン工事 せたな町

森港外１港物揚場建設その他工事 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作・運搬 森　町

砂原漁港取水管敷設その他工事 クレーン工事 森　町

函館港西防波堤改良工事 H型鋼撤去 函館市

函館湾流域下水道浄化ｾﾝﾀｰ建設工事その45 クレーン工事 函館市

一般国道278号 函館市　汐見橋補修外一連工事 仮設工 函館市

一般国道278号 函館市 函館駅前通電線共同溝他一連工事 クレーン工事 函館市

畑地帯　桔梗高台地区　１工区
異形鉄筋・道路標識・
ｸﾚｰﾝ・防護柵工

函館市

山越駅裏沢砂防工事 クレーン工事 八雲町

市営住宅大川団地２号棟新築主体その他工事 クレーン工事 函館市
重要文化財遺愛学院（旧遺愛女子学校）
本館保存修理工事　補修・組立工事

クレーン工事 函館市

北海道南西部地区熊石南部魚礁設置工事 クレーン工事 八雲町

厚沢部川広域河川改修工事（補正明許）外１工区 矢板工・構造物撤去 厚沢部町

東日本道路新得土石流対策工事 仮橋解体工事 新得町

一般国道227号 北斗市 中山改良工事 クレーン・溶接作業 北斗市

八雲厚沢部線(B地)工事(法面工)(補正明許)
仮設落石防護柵工
（クレーン工事）

八雲町

一般国道５号 長万部町 国縫道路維持除雪外一連工事 土留・仮締切工 長万部町

奥尻(２)局舎新設等建築工事(３工区) 奥尻町

函館江差自動車道　木古内町　大釜谷舗装工事 クレーン工事 木古内町

函館江差自動車道　木古内町　亀川北舗装工事 クレーン工事 木古内町

恵風登口緊急予防治山工事 クレーン荷揚工事 函館市

紋別川　治山工事 鋼製スリット組立 伊達市

礼文漁港外機能保全工事外 豊浦町

通作条件（基幹）山田農場地区６１工区 クレーン工事 豊浦町

一般国道228号　松前町　荒谷災害防除工事
山留工・
防護施設工（クレーン)

松前町

特別養護老人ﾎｰﾑ陽公園大規模改修工事 山留工 福島町

股瀬川道単砂防工事（特対）（冬） 矢板護岸工 福島町

北海道新幹線　盤石トンネル（北）他 仮橋設置・撤去 八雲町

上ノ国第二風力発電計画木古内開閉所敷地造成工事 クレーン工事 木古内町

恵風登口緊急予防治山工事 クレーン工事 木古内町

一般国道228号　上ノ国町　小安在災害防除工事 クレーン工事 上ノ国町

福島川広域河川改修工事（繰越）外 クレーン工事 福島町

松前白神６急傾斜地工事 土留柵工（クレーン作業） 松前町

大川＋三原+人見町MH クレーン作業 函館市

直別共栄線防B255改良工事（補正・明許）外 防護施設工 浦幌町

上札内帯広線　上札内橋架換工事（下部工）（補正・明許）外 土留仮締切工 中札内村

北海道南西部地区乙部南部魚礁設置工事 クレーン作業 乙部町

旭岱鳥山線（B地-123）工事（函渠工）（補正明許）外 仮橋設置・撤去 乙部町

厚沢部川広域河川改修工事（補正明許）外４工区 クレーン工事 厚沢部町

北海道新幹線　立岩トンネル（豊津）他 橋梁架設工事 長万部町
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工事名 施工分類 施工箇所

北海道新幹線二股トンネル外１箇所工事 仮桟橋架設工事 八雲町

勇払東部地区厚真ダム堤体左岸法面災害復旧工事 仮設防護柵 厚真町

サロマ湖漁港外１港アイスブーム補修その他工事
鋼矢板工　打設
クラッシュ工法

北見市 他

押出海岸津波・高潮対策工事（補正明許） クレーン工事 森　町

一般国道278号 函館市　尾札部大橋補修外一連工事 仮設工（クレーン作業） 函館市

一般国道227号 北斗市 七重浜横断歩道橋工事 土留・仮締切工 北斗市

砂原漁港-3.0ｍ岸壁改良その他工事 仮設工・構造物撤去工 森　町
勇払東部地区厚幌導水路豊岡工区災害復旧工事 仮設工（鋼矢板打込・引抜） 厚真町
一般国道２２７号厚沢部町外新中山トンンネル工事 土留工事 厚沢部町

落部漁港（栄浜地区）機能強化工事（補正） クレーン工事 八雲町

一般国道229号 せたな町 美谷改良工事 クレーン楊重作業 せたな町

湯の川大規模特定河川改修工事 仮橋・仮桟橋工 函館市

真駒内川総合流域防災工事（補正明許）外 矢板工 せたな町

勇払東部地区富野用水路上野中央上流工区災害復旧工事 クレーン工事 厚真町

北桧山太櫓急傾斜地工事 荷揚げ、荷卸し せたな町

一般国道228号　知内町　中の川橋下部工事 知内町

一般国道228号 知内町 中の川橋下部工事 知内町

   本別漁港水産流通基盤整備工事（浚渫)(補正明許)外
消波ブロック製作
（150ｔcc）

鹿部町

２年災２１号函館海岸災害復旧工事 ブロック運搬 函館市

２年災２２号函館海岸災害復旧工事 ブロック運搬 函館市

北海道津軽海峡地区函館大森増殖場造成工事 ブロック運搬 函館市

勇払東部地区厚幌導水路新町公園工区災害復旧工事 土留工事 厚真町

石狩川改修工事の内　雨竜川千秋地区河岸保護外工事 鋼矢板工事 妹背牛町 他

石狩川改修付帯工事の内　長都築堤盛土外工事 長都築堤盛土外 長沼町

石狩川改修工事の内　島松川河岸保護工事 基礎工事 恵庭市

手塩川改修工事の内　美深パンケ樋管改修外工事 鋼矢板打設 美深町

勇払東部地区厚幌導水路梁川分水工上流工区災害復旧工事 土留工事 厚真町

南茅部地熱発電所建設工事 仮設工 函館市

函館港本港地区築堤造成工事 仮設工 函館市

北海道津軽海峡地区函館湯浜魚礁設置工事 クレーン・ﾌﾞﾛｯｸ運搬仮置  北斗市函館市

北海道津軽海峡地区銚子岬増殖場造成工事 クレーン・ﾌﾞﾛｯｸ運搬仮置 函館市

北海道縦貫自動車道 七飯町 外西大沼改良工事
排水構造物工の内
集水桝設置

七飯町

松前（２補）法面整備工事 仮設工 松前町

北海道津軽海峡地区函館湯浜魚礁設置工事
クレーン作業・
ﾌﾞﾛｯｸ運搬仮置

函館市

（仮称）函館大手町計画　新築工事 山留工事 函館市

臼尻漁港臨港道路地盤改良その他工事 クレーン工事 函館市
奥尻島線（長浜地区）（A地-60）工事
（新兄力沢橋仮橋工）外（補正明許）

仮橋・仮桟橋工 奥尻町

奥尻島線（玉浦地区）外（B地-127）工事（落石防護柵）外 落石雪害防止工 奥尻町

大中漁港農山漁村地域整備交付金工事外（浚渫外） クレーン工事 長万部町

大沼公園鹿部線（B地-189）工事（落石防護柵）（補正明許）外 ボーリング工事 鹿部町

長万部高砂１急傾斜地工事 クレーン工事 長万部町

大沼公園線ネット２ クレーン工事 鹿部町

厚沢部川広域河川改修工事（補正明許）外３工区 矢板工 厚沢部町

函館南茅部線長寿命化（橋梁-139）工事（昭和橋）（補正明許）外 土留・仮桟橋工 函館市

江差木古内線(大川3地区)(B地-88)工事(路盤工)
仮設落石防護柵撤去工
（クレーン工事）

木古内町

上武利丸瀬布線（防交126）改築工事（橋梁下部工外）（補正）（明許）
場所内杭工、
土留・仮締切工、他

遠軽町

一般国道5号 長万部町 長万部道路維持除雪外一連工事 クレーン 長万部町
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