


 発 注 者 工 事 名 請負会社名（所在地） 概算面積 ｍ2
 平成１１年度 当初発注ベース

北海道 伊予部地区 災害関連緊急治山工事 ⼾沼・吉・丸協 ＪＶ 3,506.00
 函館道有林管理センター （南茅部町） （函館市）

 平成１２年度
北海道 工藤地先 復旧治山工事その２ 吉建設㈱ 483.00
 函館道有林管理センター （南茅部町） （鹿部町）
北海道 日高支庁 布施地先 復旧治山工事 ㈱南組 1,554.00

（様似町） （様似町）

 平成１３年度
北海道 工藤地先 復旧治山工事 吉建設㈱ 1,568.00
 函館道有林管理センター （南茅部町） （鹿部町）
北海道 日高支庁 布施地先 復旧治山工事 安孫子・八田 ＪＶ 1,646.00

（様似町） （様似町）
北海道 安川宅裏 復旧治山工事 丸協土建㈱ 1,524.00
 函館道有林管理センター （椴法華村） （木古内町）
北海道 立岩地区 予防治山工事 吉建設㈱ 415.00
 函館道有林管理センター （南茅部町） （鹿部町）
北海道 富浦会館裏 災害関連緊急治山工事 ㈱シンオシマ 1,864.00
 函館道有林管理センター （椴法華村） （七飯町）

 平成１４年度
北海道 留萌支庁 稲葉地区 地域防災対策総合治山工事 ハタナカ建設㈱ 555.00

（増毛町） （留萌市）
北海道 富浦会館裏 災害関連緊急治山工事 丸協土建㈱ 929.00
 函館道有林管理センター （椴法華村） （木古内町）
北海道 室蘭土木現業所 静内中札内線 局改（危険箇所）工事その２ ㈱冠建 446.00
（門別出張所） （新冠町） （新冠町）

 平成１５年度
北海道 留萌支庁 稲葉地区その２ 地域防災対策総合治山工事 堀口組（株） 2,000.00

（増毛町） （留萌市）
北海道森林管理局 藻岩下 治山工事 千歳土建（株） 1,296.00
 石狩森林管理署 （札幌市） （千歳市）
北海道森林管理局 無意根山 治山工事 熊谷組・伊藤組土建 ＪＶ 2,306.00
 石狩森林管理署 （札幌市） （札幌市）
新冠牧場改良センター 新冠牧場 予防治山工事 ㈱冠建 514.00

（新冠町） （新冠町）
北海道 日高支庁 布施地先 復旧治山工事 笹田・坂本・三島 ＪＶ 663.00

（様似町） （門別町）

 平成１６年度
北海道 渡島支庁 赤松地先 予防治山工事 福島工業㈱ 521.00

（福島町） （福島町）
北海道 空知支庁 幹線林道 樺⼾線 改良工事 及川産業㈱ 425.00

（月形町） （岩見沢市）
北海道 日高支庁 観音山地先 復旧治山工事 安孫子・農林土木 ＪＶ 1,163.00

（様似町） （様似町）
北海道 留萌支庁 稲葉地区 地域防災対策総合治山工事 増毛土建・石山・山高 ＪＶ 2,085.00

（増毛町） （増毛町）

ノンフレーム工法 北海道内 施工実績一覧表

平成１１年度 合計 3,506.00

平成１２年度 合計 2,037.00

平成１３年度 合計 7,017.00

平成１４年度 合計 1,930.00

平成１５年度 合計 6,779.00

平成１６年度 合計 4,194.00
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ノンフレーム工法 北海道内 施工実績一覧表

 平成１７年度
北海道 留萌支庁 稲葉地区その２ 地域防災対策総合治山工事 橋場・和秀 ＪＶ 2,210.00

（増毛町） （苫前町）
北海道森林管理局 若松地区 災害関連緊急治山工事 伊関・森川・⼾沼 ＪＶ 1,143.00
 渡島森林管理署 （せたな町北檜山区） （せたな町北檜山区）
北海道森林管理局 藻岩下 治山工事 ㈱鼻和組 1,258.00
 石狩森林管理署 （札幌市） （恵庭市）

 平成１８年度
北海道森林管理局 珊内地区（川白神社裏） 治山工事 協成建設工業㈱ 2,100.00
 後志森林管理署 （神恵内村） （岩内町）
北海道森林管理局 若松地区 治山工事 ㈱伊関組 1,500.00
 渡島森林管理署 （せたな町北檜山区） （せたな町北檜山区）
北海道 留萌支庁 稲葉地区 地域防災対策総合治山工事 (有)三和林業 218.00

（増毛町） （留萌市）
北海道 日高支庁 扇谷地先 復旧治山工事 早坂・安孫子・農林土木 ＪＶ 2,332.00

（えりも町） （浦河町）
北海道 日高支庁 霜沢地先 予防治山工事 冠建・静武・田頭 ＪＶ 1,030.00

（新ひだか町） （新冠町）
北海道 室蘭土木現業所 三石歌笛地区 急傾斜地工事 上田・中島 ＪＶ 2,700.00
（浦河出張所） （新ひだか町） （浦河町）
神恵内村 経営林道 川白線 改良工事 茅沼建設工業㈱ 292.00

（神恵内村） （泊村）

 平成１９年度
北海道森林管理局 二俣地区 治山工事 ㈱伊関組 1,470.00
 渡島森林管理署 （せたな町北檜山区）
北海道森林管理局 珊内地区（川白神社裏） 治山工事 協成建設工業㈱ 1,800.00
 後志森林管理署 （神恵内村） （岩内町）
北海道 後志支庁 川白公住地先 復旧治山工事（ｾﾞﾛ国債） 川崎土建・中村 ＪＶ 986.00

（神恵内村） （⿊松内町）
北海道 胆振支庁 石崎の沢 予防治山工事 福田・川田・高橋 ＪＶ 860.00

（むかわ町） （むかわ町）
北海道 室蘭土木現業所 三石歌笛地区 急傾斜地工事 上田・中島 ＪＶ 3,644.00
（浦河出張所） （新ひだか町） （浦河町）
北海道 網走支庁 ポンペレケ地区 予防治山工事 日本緑化施設㈱ 210.00

（斜里町） （津別町）
北海道 上川支庁 市道北の峰線 復旧治山工事 笹木産業㈱ 700.00

（富良野市） （滝川市）
北海道 留萌支庁 南永寿地区 小規模治山工事 (有)三和林業 126.00

（増毛町） （留萌市）
北海道 室蘭土木現業所 三石歌笛地区 急傾斜地工事２工区 北東工業㈱ 240.00
（浦河出張所） （新ひだか町） （新冠町）
北海道森林管理局 奥尻島（本町地区） 治山工事 横関建設工業㈱ 1,050.00
 檜山森林管理署 （倶知安町）

4,611.00

平成１８年度 合計 10,172.00

平成１９年度 合計 11,086.00

平成１７年度 合計
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ノンフレーム工法 北海道内 施工実績一覧表

 平成２０年度
北海道森林管理局 登別温泉地区（病院裏） 治山工事 ⼾沼建設㈱ 910.00
 後志森林管理署 （登別市） （函館市）
北海道 室蘭土木現業所 三石歌笛地区 急傾斜地工事（国債） 中島・日新 ＪＶ 2,544.90
（浦河出張所） （新ひだか町） （浦河町）
北海道 上川支庁 市道北の峰線 復旧治山工事 新谷建設㈱ 873.00

（富良野市） （旭川市）
北海道 日高支庁 厚賀地区その２ 予防治山工事 ㈱平村建設 1,086.10

（日高町） （平取町）
北海道森林管理局 奥尻島（本町地区）その３ 治山工事 齊藤建設㈱ 1,665.50
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道 函館土木現業所 奥尻島線（Ｂ−２２） 改築工事（球浦） ㈱工藤組 1,743.00
（奥尻出張所） （奥尻町） （奥尻町）
北海道森林管理局 島牧海岸（濱野宅裏） 治山工事 ㈱伊関組 638.80
 後志森林管理署 （島牧村） （せたな町北檜山区）
北海道 網走支庁 ポンペレケ地区 予防治山工事 松谷建設㈱ 890.00

（斜里町）
北海道 留萌支庁 南永寿地区 小規模治山工事 (有)三和林業 149.00

（増毛町） （留萌市）
北海道森林管理局 奥尻島（本町地区） 治山工事 近藤建設㈱ 1,696.00
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）

 平成２１年度
北海道森林管理局 登別温泉（病院裏） 治山工事 吉田建設㈱ 907.00
 後志森林管理署 （登別市） （函館市）
北海道 室蘭土木現業所 三石歌笛 急傾斜地工事（国債） ㈱中島組 888.00
（浦河出張所） （新ひだか町） （三石町）
北海道森林管理局 奥尻島（役場裏） 治山工事 ㈱森川組 999.00
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道森林管理局 島牧海岸（栄磯地区）治山工事 ㈱伊関組 897.60
 檜山森林管理署 （島牧村） （北檜山町）
北海道 島牧村 山村活性化小規模基盤賀老地区整備工事 島牧建設㈱ 285.00

（島牧村） （島牧村）
北海道 留萌支庁 南永寿地区 小規模治山工事 ⻫藤組興業㈱ 149.00

（増毛町） （遠別町）
北海道 室蘭土木現業所 三石歌笛 急傾斜地工事 富岡建設㈱ 231.00
（浦河出張所） （新ひだか町） （三石町）
北海道 網走支庁 ポンペレケ地区 予防治山工事 松谷・渡辺組 ＪＶ 1,191.00

（斜里町） （網走市）
北海道 日高支庁 外館地先 復旧治山工事 酒井建設㈱ 1,200.00

（様似町） （三石町）
北海道 釧路支庁 小学校地区 予防治山外１工事 ㈱佐々木建設 1,352.00

（厚岸町） （鶴居村）
北海道 日高支庁 布施地先 山地災害総合減災対策治山工事 中島組・ニッケン ＪＶ 1,000.00

（様似町） （新ひだか町）
北海道 胆振支庁 水族館地先 復旧治山工事 ⿊光・⼤基・道栄ＪＶ 1,534.00

（室蘭市） （室蘭市）
北海道 胆振支庁 日商自動車地先 山地災害 東洋建設㈱ 430.00

 総合減災対策治山工事  （室蘭市） （室蘭市）
北海道森林管理局 奥尻島(役場裏)その２治山工事 ㈱松本組 837.50
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道 札幌土木現業所 札幌盤渓１３ 急傾斜地崩壊対策工事外 北英建設㈱ 2,347.00

（札幌市） （札幌市）
北海道森林管理局 奥尻島（スキー場横）治山工事 ㈱伊藤建設 278.80
 檜山森林管理署 （奥尻町） （奥尻町）
札幌開発建設部 一般国道３８号 滝川市 植村建設㈱ 190.00
 滝川道路事務所  滝川道路維持外一連工事  （芦別市） （芦別市）

平成２０年度 合計 12,196.30

平成２１年度 合計 14,716.90
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 平成２２年度
北海道 留萌振興局 南永寿地区 小規模治山工事 ㈱⻲谷組 102.00

（増毛町） （留萌市）
北海道 空知総合振興局 札幌盤渓１３ 急傾斜地崩壊対策工事（国債） 北海道三祐㈱ 1,740.00
（札幌建設管理部） （札幌市） （札幌市）
北海道森林管理局 奥尻島（役場裏）治山工事 ㈱森川組 710.60
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道森林管理局 奥尻島（スキー場横）治山工事 ㈱高木組 353.60
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道 胆振総合振興局 日商自動車地先 山地災害 ⼤基・東洋・不二 ＪＶ 1,054.00

 総合減災対策治山工事  （室蘭市） （室蘭市）
北海道 胆振総合振興局 展望台地先 山地災害総合減災対策治山工事 豊浦・道栄・ニワ ＪＶ 1,866.60

（室蘭市） （豊浦町）
北海道 島牧村 山村活性化小規模基盤賀老地区整備工事 島牧開発㈱ 375.00

（島牧村） （島牧村）
北海道 胆振総合振興局 えりも本町１−１ 急傾斜地工事 池田建設㈱ 1,250.00
（室蘭建管 浦河出張所） （えりも町） （様似町）
北海道 後志総合振興局 川白公住地先 復旧治山工事 菊地建設鉱業㈱ 850.00

（神恵内村） （京極町）
北海道 胆振総合振興局 平取厚真線 公投６４工事 渡辺建設㈱ 1,350.00
（室蘭建管 浦河出張所） （平取町） （苫小牧市）
北海道 空知総合振興局 札幌盤渓１４ 急傾斜地崩壊対策工事 藤建設工業㈱ 2,720.00
（札幌建設管理部） （札幌市） （札幌市）
北海道 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 ポンペレケ地区 予防治山工事 松谷・渡辺組 ＪＶ 537.00

（斜里町） （留辺蘂町）
北海道 後志総合振興局 干場地先 復旧治山工事 横関建設工業㈱ 921.00

（神恵内村） （倶知安町）
北海道 上川総合振興局 神岡３ 急傾斜地崩壊対策工事 盛永組・豊松吉 ＪＶ 2,100.00
（旭川建設管理部） （旭川市） （旭川市）
北海道 後志総合振興局 小樽高島１丁目・２丁目１ 急傾斜地工事 (有)和田建総業 128.00
（小樽建設管理部） （小樽市） （小樽市）
北海道 釧路総合振興局 小学校地区 予防治山工事 村井・森江 ＪＶ 562.40

（厚岸町） （釧路市）
北海道 胆振総合振興局 水族館地先 復旧治山工事 ⿊光・木村・東海ＪＶ 2,569.90

（室蘭市） （室蘭市）
北海道森林管理局 奥尻島（本町地区）治山工事 吉田建設㈱ 1,190.00
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道森林管理局 奥尻島（病院裏）治山工事 藤信建設㈱ 634.90
 檜山森林管理署 （奥尻町） （倶知安町）
北海道森林管理局 登別温泉地区 治山工事 加藤組土建㈱ 1,170.00
 後志森林管理署 （登別市） （函館市）

平成２２年度 合計 22,185.00
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 平成２３年度
北海道 日高振興局 布施地先 山地災害総合減災対策治山工事 上田建設工業㈱ 994.00

（様似町） （浦河町）
北海道 渡島総合振興局 尾上地先 復旧治山工事 相互･日本緑化 ＪＶ 800.00
（東部森林室） （函館市） （七飯町）
北海道 空知総合振興局 札幌盤渓１３ 急傾斜地崩壊対策工事(債務) 北英建設㈱ 2,090.00
（札幌建設管理部） （札幌市） （札幌市）

北海道 後志総合振興局 川白公住地先 復旧治山工事 菊地建設鉱業㈱ 499.20
（神恵内村） （京極町）

北海道 胆振総合振興局 展望台地先 山地災害総合減災対策治山工事 豊浦･道栄･ニワ ＪＶ 1,915.00
（豊浦町） （豊浦町）

北海道 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 ポンペレケ地区 予防治山工事 松谷･渡辺 ＪＶ 1,418.00
（斜里町） （留辺蕊町）

北海道 上川総合振興局 神岡３ 急傾斜地崩壊対策工事 森林工業㈱ 248.20
（旭川建設管理部） （旭川市） （旭川市）
北海道 後志総合振興局 干場地先 復旧治山工事 中村･コーリン ＪＶ 542.00

（神恵内村） （余市町）
北海道 渡島総合振興局 願掛地区 復旧治山工事 中塚建設㈱ 734.00
（⻄部森林室） （松前町） （福島町）
北海道 胆振総合振興局 えりも本町１−１ 急傾斜地工事 池田建設㈱ 3,082.00
（室蘭建管 浦河出張所） （えりも町） （様似町）
北海道 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 ポンペレケ地区その２ 予防治山工事 興和･日本緑化 ＪＶ 939.10

（斜里町） （北見市）
北海道 日高振興局 旭町地区 地域防災対策総合治山工事 幌村・武田 ＪＶ 960.00

（日高町） （新ひだか町三石）
北海道 釧路総合振興局 霧多布地区 予防治山工事 ㈱佐々木建設 754.80

（厚岸町） （鶴居村）
北海道森林管理局 奥尻島（本町地区） 治山工事 ㈱高橋組 969.00
 檜山森林管理署 （奥尻町）

 平成２４年度
北海道森林管理局 奥尻島（病院裏） 治山工事 帝都建設㈱ 885.70
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道 空知総合振興局 札幌盤渓１３ 急傾斜地崩壊対策工事(債務) ｽﾐｾｷ･日重 ＪＶ 1,410.00
（札幌建設管理部） （札幌市） （札幌市）
北海道 空知総合振興局 札幌盤渓１４ 急傾斜地崩壊対策工事(翌債) 北海道ﾛｰﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ㈱ 510.00
（札幌建設管理部） （札幌市） （札幌市）
北海道 後志総合振興局 干場地先 復旧治山工事 久保･石田 ＪＶ 1,196.30

（神恵内村） （小樽市）
北海道 胆振総合振興局 えりも本町１−１ 急傾斜地工事(債務) 池田建設㈱ 2,345.00
（室蘭建管 浦河出張所） （えりも町） （様似町）
北海道 日高振興局 旭町地区 地域防災対策総合治山工事 酒井・笹田・手塚 経Ｊ 2,390.00

（日高町） （新ひだか町） 
北海道 釧路総合振興局 霧多布地区 予防治山工事外１工事 市橋建設㈱ 1,854.80

（浜中町） （音別町）
北海道 空知総合振興局 札幌盤渓１４急傾斜地崩壊対策工事 道ﾛｰﾄﾞﾒﾝﾃ･沢田 ＪＶ 1,081.20
（札幌建設管理部） （札幌市） （札幌市）
北海道 上川総合振興局 旭川神岡３ 急傾斜地崩壊対策工事 タカハタ建設㈱ 1,686.40
（旭川建設管理部） （旭川市） （旭川市）
北海道 空知総合振興局 滝ノ上地区 復旧治山工事 芙蓉･北創･北垣 ＪＶ 1,662.30

（夕張市） （岩見沢市）
北海道森林管理局 奥尻島（病院裏） 治山工事 ㈱工藤組 1,500.00
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道森林管理局 登別温泉地区 治山工事 中川建設㈱ 780.00
 後志森林管理署 （登別市） （函館市）

平成２３年度 合計 15,945.30

平成２４年度 合計 17,301.70
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 発 注 者 工 事 名 請負会社名（所在地） 概算面積 ｍ2

ノンフレーム工法 北海道内 施工実績一覧表

 平成２５年度
北海道 千歳市 24.北千歳駐屯地急傾斜地対策工事その２ 千歳･中和･東海重建 ＪＶ 6,877.00

（千歳市） （千歳市）
北海道森林管理局 奥尻島（病院裏）治山工事 ㈱森川組 1,968.40
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道森林管理局 登別温泉地区 治山工事 ㈱伊関組 1,079.00
 後志森林管理署 （登別市） （せたな町北檜山）
北海道 渡島総合振興局 桜野野田⽣停車場線（Ｂ地−５３３）工事（補正） 帝都建設㈱ 1,434.80
（函館建設管理部） （八雲町） （函館市）
北海道 後志総合振興局 干場地先復旧治山工事（ゼロ国債） 横山建設㈱ 1,014.60

（神恵内村） （真狩村）
北海道 空知総合振興局 滝ノ上地区 復旧治山工事（１次補正） 芙蓉・北創・北恒 経常ＪＶ 2,105.10

（夕張市） （岩見沢市）
北海道 胆振総合振興局 えりも本町１−１急傾斜地工事 池田建設㈱ 1,805.00
（室蘭建管 浦河出張所） （えりも町） （様似町）
北海道 空知総合振興局 札幌盤渓１４急傾斜地崩壊対策工事 円眞・里塚 経常ＪＶ 117.00
（札幌建設管理部） （札幌市） （札幌市）
北海道 釧路総合振興局 霧多布地区 予防治山工事 市橋・佐藤 経常ＪＶ 1,500.00

（浜中町） （釧路市）
北海道 後志総合振興局 小樽高島1丁目･2丁目1外(道単)急傾斜地工事 ㈱森重機工業 373.00
（小樽建設管理部） （小樽市） （岩内町）
北海道 空知総合振興局 滝ノ上地区その２ 復旧治山工事 芙蓉・北創・Mz原田 経Ｊ 4,102.70

（夕張市） （岩見沢市）
北海道 渡島総合振興局 伊予部地先復旧治山工事 ⼾沼岩崎建設㈱ 1,136.10
（東部森林室） （函館市）
北海道 上川総合振興局 旭川神岡３ 急傾斜地崩壊対策工事 ㈱谷脇組 595.00
（旭川建設管理部） （旭川市） （旭川市）
北海道 上川総合振興局 小学校地先 復旧治山工事 ⼤北・野田 経常ＪＶ 3,377.30

（占冠村） （富良野市）
北海道 渡島総合振興局 日浦地区 復旧治山工事 ㈱相互建設 1,087.10

（函館市） （七飯町）
北海道 渡島総合振興局 塩釜１地区その２ 復旧治山工事 山崎・石岡組 経常ＪＶ 1,510.00

（福島町） （函館市）
北海道 渡島総合振興局 豊崎地区その２ 復旧治山工事 工藤建設㈱ 1,156.00

（函館市） （森町）
北海道 日高振興局 元静内地区 山地災害総合減災対策治山工事 幌村・早坂・中島 経常ＪＶ 1,910.50

（新ひだか町） （新ひだか町三石）
北海道 上川総合振興局 市道北の峰線 予防治山工事 道栄工業・三浦組 経常ＪＶ 630.00

（富良野市） （富良野市）
北海道森林管理局 後志森林管理署千走地区外治山工事（永豊） 横関建設工業㈱ 3,525.80
 檜山森林管理署 （島牧村） （倶知安町）
北海道 渡島総合振興局 豊浦地区その３ 復旧治山工事 加藤組土建㈱ 1,077.80

（函館市） （函館市）
北海道森林管理局 井寒台 治山工事 259.60
 日高南部森林管理署 （様似町）

平成２５年度 合計 38,641.80
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 発 注 者 工 事 名 請負会社名（所在地） 概算面積 ｍ2

ノンフレーム工法 北海道内 施工実績一覧表

 平成２６年度
北海道森林管理局 奥尻島地区 治山工事 近藤建設㈱ 949.90
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道森林管理局 登別温泉地区 治山工事 菊地建設鉱業㈱ 1,213.78
 後志森林管理署 （登別市） （京極町）
北海道森林管理局 奥尻島（本町地区） 治山工事 ㈱石井組 2,002.70
 檜山森林管理署 （奥尻町）
北海道 千歳市 ２５．北千歳駐屯地急傾斜地対策工事その２ 協栄・丹波・北世ＪＶ 6,500.00

（千歳市） （千歳市）
北海道 後志総合振興局 小樽船浜外（道単）急傾斜地工事（道債） 都市開発㈱ 246.00
（小樽建設管理部） （小樽市） （小樽市）
北海道 空知総合振興局 滝ノ上地区 復旧治山工事 芙蓉・北創・Mz原田 経常ＪＶ 1,700.00

（夕張市） （岩見沢市）
北海道 空知総合振興局 レ−スイ地区 復旧治山工事 芙蓉・北創・Mz原田 経常ＪＶ 1,800.00

（夕張市） （岩見沢市）
北海道 渡島総合振興局 塩釜１地区 復旧治山工事 山崎・石岡組 経常ＪＶ 1,060.70

（福島町） （函館市）
北海道 釧路総合振興局 子鳩保育所 復旧治山工事 坂野・東星渡部 経常ＪＶ 1,805.00

（釧路町） （釧路市）
北海道 胆振総合振興局 八木沼地区 復旧治山工事ほか１工事 北紘・永井組・東海 経常ＪＶ 2,175.60

（伊達市） （室蘭市）
北海道 留萌振興局 （地２２）名寄遠別線改築工事（法面工） ㈱遠藤重機建設 775.20
（留萌建設管理部） （遠別町） （遠別町）
北海道 釧路総合振興局 霧多布地区 予防治山工事 佐々木・小野寺 経常ＪＶ 2,100.00

（浜中町） （鶴居村）
北海道 日高振興局 元静内地区 山地災害総合減災対策治山工事 幌村・中島 経常ＪＶ 1,283.60

（静内町） （新ひだか町）
北海道 後志総合振興局 小樽高島1丁目・2丁目１（道単）急傾斜地工事（法面工 ㈱三栄工業 227.80
（小樽建設管理部） （小樽市） （小樽市）
北海道 宗谷総合振興局 JR177地先 予防治山工事 丹羽建設㈱ 574.60

（幌延町） （浜頓別町）
北海道 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 置⼾地区 復旧治山工事 北成・津別 経常ＪＶ 315.30

（置⼾町） （北見市）
北海道 渡島総合振興局 静浦地区 予防治山工事 渡辺建設㈱ 1,260.00

（松前町） （函館市）
北海道 日高振興局 庶野団地 予防治山工事 早坂・坂田・ﾔﾏﾄ  経常ＪＶ 576.90

（えりも町） （浦河町）

平成２６年度 合計 26,567.08
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 発 注 者 工 事 名 請負会社名（所在地） 概算面積 ｍ2

ノンフレーム工法 北海道内 施工実績一覧表

 平成２７年度
北海道森林管理局 登別温泉（南宅裏）治山工事 ⼾沼岩崎建設㈱ 880.00
 後志森林管理署 （登別市） （函館市）
北海道 千歳市 ２６．北千歳駐屯地 急傾斜地対策工事 協栄・丹波 特定ＪＶ 1,901.26

（千歳市） （千歳市）
北海道 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 置⼾地区 復旧治山工事 松谷・早水 経常ＪＶ 579.10

（置⼾町） （留辺蘂町）
北海道 空知総合振興局 滝ノ上地区 復旧治山工事 芙蓉・北創・北垣 経常ＪＶ 1,600.00

（夕張市） （岩見沢市）
北海道 留萌振興局 （地１２）名寄遠別線改築工事（法面工）（補正・明許） 興北建設㈱ 1,705.40
（留萌建設管理部） （遠別町） （留萌市）
北海道 渡島総合振興局 静浦地区 予防治山工事 帝都・三協機械・アロー 経常ＪＶ 2,142.50

（松前町） （函館市）
北海道 日高振興局 元静内地区 山地災害総合減災対策治山工事 幌村・手塚・笹田 経常ＪＶ 1,676.80

（静内町） （新ひだか町）
北海道 空知総合振興局 レ−スイ地区 復旧治山工事 芙蓉・北創・Mz原田 経常ＪＶ 900.00

（夕張市） （岩見沢市）
北海道 渡島総合振興局 白符地区 予防治山工事 ㈱ 石岡組 510.80

（福島町） （福島町）
北海道 日高振興局 庶野団地 予防治山工事 南・中島 経常ＪＶ 900.10

（えりも町） （様似町）
北海道 後志総合振興局 小樽市高島2丁目1（道単）急傾斜地工事 (有) 武田企画 203.00
（小樽建設管理部） （小樽市） （小樽市）
北海道 渡島総合振興局 伊予部地先 復旧治山工事 吉建設㈱ 450.00
（東部森林室） （函館市） （鹿部町）
北海道 渡島総合振興局 豊浦地区 復旧治山工事 工藤建設㈱ 490.00

（函館市） （森町）

 平成２８年度
北海道 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 置⼾地区 復旧治山工事 松谷・日本緑化中村・三共後藤JV 1,404.80

（置⼾町） （留辺蘂町）
北海道 後志総合振興局 美国小学校裏 復旧治山工事（ゼロ国債） 協成・阿部・茅沼 経常ＪＶ 2,835.90

（積丹町） （岩内町）
北海道 渡島総合振興局 原木地区 復旧治山工事 近藤・渡辺・東陽 経常ＪＶ 1,759.50

（函館市）
北海道 留萌振興局 （地23）名寄遠別線改築工事（法面工）（補正・明許） 興北建設（株） 4,800.00
（留萌建設管理部） （遠別町） （留萌市）
北海道 渡島総合振興局 白符地区 予防治山工事 松本・ｱﾛｰ 経常ＪＶ 1,924.40

（福島町）
北海道 日高振興局 元静内地区 山地災害総合減災対策治山工事 池田・田湯ﾀﾅｶ 経常ＪＶ 1,009.60

（新ひだか町） （様似町）
北海道 空知総合振興局 本町地区 予防治山工事 中本・北谷 経常ＪＶ 331.90

（歌志内市） （深川市）
北海道 渡島総合振興局 浦和地区 予防治山工事 齊藤・三協・田島 経常ＪＶ 2,283.60

（福島町）
北海道 檜山振興局 田沢地区 緊急予防治山工事 林・高橋建設 経常ＪＶ 908.20

（江差町） （乙部町）
北海道 日高振興局 庶野団地 予防治山工事 手塚・日新 経常ＪＶ 892.00

（えりも町） （浦河町）
北海道 空知総合振興局 本町地区 予防治山工事 芙蓉・北創・Mz原田 経常ＪＶ 470.00

（歌志内市） （岩見沢市）

平成２７年度 合計 13,938.96

平成２８年度 合計 18,619.90
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ノンフレーム工法 北海道内 施工実績一覧表

 平成２９年度
北海道森林管理局 奥尻島(本町地区) 治山工事 渡辺建設(株) 2,000.00
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道森林管理局 本別公園外 施設災害復旧工事 （株）野田組 998.00
 十勝東部森林管理署 （本別町） （本別町）
北海道  ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 置⼾地区 復旧治山工事 松谷・北成 経常ＪＶ 233.30

（函館市） （留辺蘂町）
北海道 檜山振興局 田沢地区その２  緊急予防治山工事 林・高橋・⼤坂 経常ＪＶ 1,650.00

（江差町） （乙部町）
北海道森林管理局 207林班 災害関連緊急工事 栗林建設(株) 3,165.00
 十勝東部森林管理署 （本別町） （帯広市）
北海道 釧路総合振興局 梅香地区 復旧治山工事 （株）宮原組 679.30
（釧路森林室） （厚岸町） （厚岸町）
北海道 宗谷総合振興局 会所地区その２  復旧治山工事 丹羽建設（株） 869.40

（礼文町） （浜頓別町）
北海道 渡島総合振興局 原木地区 復旧治山工事 丸協土建(株) 253.30

（函館市） （木古内町）
北海道 渡島総合振興局 山背泊漁港地先 緊急予防治山工事 近藤・東陽 経常ＪＶ 83.20

（函館市） （函館市）
北海道森林管理局 奥尻島(奥尻地区) 治山工事 (株)伊藤建設 400.00
 檜山森林管理署 （奥尻町） （奥尻町）
北海道 空知総合振興局 本町地区 予防治山工事 中本・Mz原田  経常ＪＶ 954.10

（歌志内市） （深川市）
北海道 宗谷総合振興局 中央地区 予防治山工事 ⻑谷川建設(株) 530.10

（稚内市） （稚内市）
北海道 渡島総合振興局 浦和地区 復旧治山工事 齊藤・石岡組 経常ＪＶ 2,021.90

（福島町） （函館市）
北海道 登別温泉地区 治山工事 (株)森川組 2,000.00
 後志森林管理署 （登別市） （函館市）
北海道 渡島総合振興局 白符地区 復旧治山工事 松本・三協機械 経常ＪＶ 2,050.90

（福島町） （函館市）
北海道 日高振興局 庶野団地 予防治山工事 上田・坂田組  経常ＪＶ 632.30

（えりも町） （様似町）
北海道 胆振総合振興局 室蘭⺟恋北町3−1 急傾斜地工事外 ⿊光・日鋼 経常ＪＶ 730.00
（室蘭建設管理部） （室蘭市） （室蘭市）

平成２９年度 合計 19,250.80
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 発 注 者 工 事 名 請負会社名（所在地） 概算面積 ｍ2

ノンフレーム工法 北海道内 施工実績一覧表

 平成３０年度
北海道森林管理局 奥尻島(本町地区) 治山工事 ㈱石井組 900.00
 檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道 上川総合振興局 三望台地先 復旧治山工事 イトイ・近藤 経常ＪＶ 1,353.00

（士別市） （士別市）
北海道 檜山振興局 田沢地区  緊急予防治山工事 林・若狭・高橋 経常ＪＶ 3,785.00

（江差町） （乙部町）
北海道森林管理局 奥尻島(奥尻地区) 治山工事 ㈱海老原建設 800.00
 檜山森林管理署 （奥尻町） （奥尻町）
北海道 渡島総合振興局 山背泊漁港地先 緊急予防治山工事 近藤建設㈱ 986.00

（函館市） （函館市）
北海道 空知総合振興局 本町地区 予防治山工事 中本・Mz原田  経常ＪＶ 398.00

（歌志内市） （深川市）
北海道 渡島総合振興局 山根地区 予防治山工事 松本・村上 経常ＪＶ 1,192.00

（函館市） （函館市）
北海道 空知総合振興局 神楽岡地区 復旧治山工事 ⽟田・宍⼾新谷 経常ＪＶ 650.00

空知森林室 （歌志内市） （岩見沢市）
北海道 日高振興局 庶野団地 予防治山工事 ㈱南組 680.00

（えりも町） （様似町）
北海道 釧路総合振興局 梅香地区 復旧治山工事 道東建設工業㈱ 590.60

釧路森林室 （厚岸町） （厚岸町）
北海道 様似町 冬島地区 小規模治山工事 ㈱鵜木組 225.00

（様似町） （様似町）
北海道 胆振総合振興局 二宮神社地先 小規模治山工事 北辰公業㈱ 853.00

（むかわ町） （厚真町）
北海道 胆振総合振興局 森田地先 小規模治山工事 ㈱山越組 668.00

（厚真町） （むかわ穂別町）
北海道森林管理局 登別温泉地区（グランドホテル裏） 渡辺建設㈱ 400.00

後志森林管理署 治山工事（登別市） （函館市）
北海道 胆振総合振興局 中藪地先 小規模治山工事 ㈲木本建設 450.00

（厚真町） （厚真町）

平成３０年度 合計 13,930.60
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 発 注 者 工 事 名 請負会社名（所在地） 概算面積 ｍ2

ノンフレーム工法 北海道内 施工実績一覧表

令和元年度
北海道森林管理局 奥尻島(奥尻地区) 治山工事 渡辺建設㈱ 1,700.00
檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道森林管理局 湾内地区 治山工事 ㈱⽣駒組 1,260.00
宗谷森林管理署 （利尻町） （旭川市）
北海道オホーツク総合振興局 ⼤曲地区 復旧治山工事 松谷・そうけん・三共後藤 経常JV 1,065.00

（網走市） （北見市）
北海道胆振総合振興局 二宮神社地先 小規模治山工事 ㈲丸重清川 280.00

（むかわ町） （むかわ穂別町）
北海道釧路総合振興局 梅香地区その2 復旧治山工事 山洋・道東 経常JV 1,400.00
釧路森林室 （厚岸町） （中標津町）
北海道上川総合振興局 三望台地先 復旧治山工事 イトイ・近藤 経常JV 1,450.00

（士別市） （士別市）
北海道空知総合振興局 神楽岡地区 復旧治山工事 ⽟田産業㈱ 700.00
空知森林室 （歌志内市） （岩見沢市）
北海道檜山振興局 田沢地区 緊急予防治山工事 林・前田・松本 経常JV 1,250.00

（江差町） （乙部町）
北海道渡島総合振興局 ⼤岩地区 復旧治山工事 ㈱⻫藤工務店 500.00

（鹿部町） （函館市）
北海道渡島総合振興局 山背泊漁港地先 緊急予防治山工事 近藤建設㈱ 950.00

（函館市） （函館市）
北海道渡島総合振興局 浦和地区 予防治山工事 シンオシマ・杉沢 経常JV 750.00

（福島町） （七飯町）
北海道空知総合振興局 本町地区 予防治山工事ほか1工事 中本・Mz原田 経常JV 650.00

（歌志内市） （深川市）
北海道森林管理局 登別温泉地区（ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ裏）治山工事 ㈱石井組 1,000.00

後志森林管理署 （厚真町） （函館市）
室蘭建設管理部 室蘭⺟恋南町4丁目7外急傾斜地工事 ⼤基・江尻 経常JV 1,200.00

（室蘭市） （室蘭市）
北海道空知総合振興局 文殊地区 予防治山工事 日本緑化中村㈱ 350.00

空知森林室 （歌志内市） （沼田町）
北海道日高振興局 平賀地区 復旧治山工事 田湯タナカ・平村 経常JV 1,500.00

（日高町） （静内町）
北海道森林管理局 幌毛志1008林班 治山工事 ㈱中山組 1,800.00

日高北部森林管理署 （平取町） （札幌市）
北海道胆振総合振興局 森田地先 小規模治山工事 ㈱山越組 560.00

（厚真町） （むかわ町）
北海道様似町役場 冬島地区 小規模治山工事 小野工業㈱ 250.00

（様似町） （様似町）

令和1年度 合計 18,615.00
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 発 注 者 工 事 名 請負会社名（所在地） 概算面積 ｍ2

ノンフレーム工法 北海道内 施工実績一覧表

令和2年度
北海道森林管理局 奥尻島(奥尻地区) 治山工事 ⼾沼岩崎建設㈱ 3,300.00
檜山森林管理署 （奥尻町） （函館市）
北海道森林管理局 湾内地区2 治山工事 ㈱⽣駒組 1,009.80
宗谷森林管理署 （利尻町） （旭川市）
北海道森林管理局 白岩地区 治山工事 岸本産業㈱ 2,765.00
石狩森林管理署 （余市町） （札幌市）
北海道森林管理局 本別町朝日町 治山工事 栗林建設㈱ 2,915.00
十勝東部森林管理署 （本別町） （帯広市）
北海道檜山振興局 田沢地区 緊急予防治山工事 林組・前田組 経常JV 1,200.00

（江差町） （乙部町）
北海道日高振興局 平賀地区 復旧治山工事 ㈱平村建設 608.90

（平取町） （平取町）
北海道空知総合振興局 本町地区 予防治山工事 中本土建㈱ 710.00

（歌志内市） （深川市）
北海道上川総合振興局 三望台地先 復旧治山工事 ㈱イトイ産業 214.70

（士別市） （士別市）
北海道渡島総合振興局 山背泊漁港地先 緊急予防治山工事 近藤建設㈱ 700.00

（函館市） （函館市）
北海道空知総合振興局 神楽岡地区 復旧治山工事 日本緑化中村㈱ 670.00
空知森林室 （歌志内市） （新十津川町）
北海道空知総合振興局 文珠地区 復旧治山工事 日本緑化中村・⽟田経常JV 750.00
空知森林室 （歌志内市） （中標津町）
北海道釧路総合振興局 梅香地区 復旧治山工事 山洋・道東 経常JV 1,102.30
釧路森林室 （厚岸町） （中標津町）
北海道札幌建設管理部 千歳北信濃1 急傾斜地工事 藤建設工業㈱ 282.00

（千歳市） （札幌市）

平成11年度〜令和2年度
施工面積 総合計

令和2年度 合計 16,227.70

299,469.04
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