
（土　木　工　事）

指   名   業   者

東工業㈱・道路工業㈱・道瀝工業
㈱・村井建設㈱・北海工営㈱

舗装工　　L=291.42ｍ
　　　　　W=6.50ｍ

東工業㈱

130,680,000

ホクホウ･山崎Jv・道東･阿寒共立･中
村Jv・萩原建設工業㈱・丸彦渡辺建
設㈱・村井建設㈱・葵建設㈱・新太
平洋設備㈱R2.9.30

令和元年度工事契約内容

番
号

工　事　名
工事
特性

工　期 金　額 工事概要 受注者

御供山避難階段設置工事
土木
一式

田崎土建㈱・㈱佐藤工業・㈲川上産
業・㈲大場土木・㈲中田採石工業

2

R1.7.31

3 床潭末広間道路舗装工事 舗装

R1.10.27

24,915,000

25,641,000

R1.7.9

113,960,000

切土工V=40,000m3、植生工A=1,310
㎡、排水工N=1式、駐車舗装工
A=1,040㎡、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工A=2,820
㎡、ｻｰﾋﾞｽ施設工(遊具)N=3基、路
体盛土V=43000m3、植生工A=2440
㎡、排水工N=1式、避難路整備工
L=266.97m、避難広場整備工
A=16770.0㎡

契約締結日の翌日

㈲中田採石工業

R1.6.3
施工延長　Ｌ＝55.40ｍ
施工幅員　Ｗ＝2.30ｍ

1
厚岸味覚ターミナル・コンキリ
エ　オートバイ駐輪場整備工事

土木
一式

避難階段設置工　L＝176.60ｍ
階段幅員　　ｗ＝1.50ｍ
階段受け製作　N＝1式
既設散策路撤去　L＝71.66ｍ

道東･阿寒共立･中
村Jv

契約締結日の翌日

5,238,000

4
厚岸保育所移転改築用地造成工
事及び（仮称）湖南地区避難場
所整備工事

土木
一式

避難路整備工　L=235.59m
　　　　　　　W=1.50m
鋼製歩廊制作・設置　N=4基
　　　　　　　L=46.00m
一時避難場所整備　A=554.25㎡
照明設備工　N=1式

道東･阿寒共立･中
村Jv

契約締結日の翌日

ホクホウ･山崎Jv・道東･阿寒共立･中
村Jv・萩原建設工業㈱・丸彦渡辺建
設㈱・村井建設㈱・葵建設㈱・新太
平洋設備㈱

R2.6.22

57,200,000

195,250,000

6 御供山津波避難広場等整備工事
土木
一式

ホクホウ･山﨑Jv

道東･阿寒共立･中村Jv・㈱宮原組・
村井建設㈱・丸彦渡辺建設㈱・新太
平洋建設㈱・葵建設㈱・萩原建設工
業㈱R2.3.30

横ボーリング　L=1349m
山腹Ｕ型側溝工　L=133m
山腹集水桝工　N=4基
山腹暗渠工　　L=51m

㈱宮原組

契約締結日の翌日

5
床潭末広間道路地すべり対策工
事

土木
一式

ホクホウ･山崎Jv・道東･阿寒共立･中
村Jv・萩原建設工業㈱・丸彦渡辺建
設㈱・村井建設㈱・葵建設㈱・新太
平洋設備㈱R2.6.22



側溝工　　　Ｌ＝438ｍ
法面保護工　Ａ＝1160㎡

㈲中田採石工業14
フッポウシ川下流域嵐山道土砂
生産源対策施設整備工事その１

土木
一式

R2.2.28

16,940,000
田崎土建㈱・・㈲川上産業・㈲大場
土木・㈲中田採石工業・㈱佐藤工業

R2.7.30

田崎土建㈱・・㈲川上産業・㈲大場
土木・㈲中田採石工業・ホクホウ建
設㈱・山崎土建㈱・中村開発㈱・道
東建設工業㈱R2.3.30

13 床潭末広間道路法面保護工事
土木
一式

R2.1.10

24,310,000 法面保護　Ａ＝1960㎡ ホクホウ建設㈱

12
（令和元年度国債）太田門静間
道路改良舗装工事

土木
一式

契約締結日の翌日

64,350,000
道東･中村Jv・㈱宮原組・村井建設
㈱・丸彦渡辺建設㈱・葵建設㈱・萩
原建設工業㈱・阿寒共立土建㈱R2.9.30

改良舗装　延長　Ｌ＝279ｍ
　　　　　幅員　Ｗ＝75ｍ
排水工　　　　　Ｎ＝1式
区画線工　　　　Ｎ＝1式

㈱宮原組

土木
一式

R1.12.4

16,764,000
田崎土建㈱・㈱佐藤工業・㈲川上産
業・㈲大場土木・㈲中田採石工業

R2.3.20

ホクホウ建設㈱・山﨑土建㈲・中村
開発㈱・道東建設工業㈱・丸彦渡辺
建設㈱R2.3.30

防雪柵設置工事
　吹払い式防雪柵　L=42.00m
　地盤改良工　　　N=48本

㈲中田採石工業

工事延長　L=132m
道路幅員　W=6.5m

中村開発㈱

R1.9.17

R1.12.10

8 宮園台１号通り改良舗装工事
土木
一式

7 宮園町東１の通り改良舗装工事
土木
一式

ホクホウ建設㈱・山﨑土建㈲・中村
開発㈱・道東建設工業㈱・村井建設
㈱

21,780,000

仮設工
　海水運搬　　　N=1.00式
　貯水タンク設置　N=1.00式

中村開発㈱

R1.12.3

ホクホウ建設㈱・山﨑土建㈲・中村
開発㈱・道東建設工業㈱・丸彦渡辺
建設㈱R1.12.30

11
奔渡町排水路整備工事（その
２）

土木
一式

工事延長　L=100m
幅員　　　W=6.5m

ホクホウ建設㈱

R1.10.31

14,520,000

中村開発㈱924,000

R2.3.30

護岸工
自立式鋼矢板護岸　L=13.58m

中村開発㈱9 奔渡町排水路整備工事
土木
一式

R1.11.20

30,580,000

10 太田２号道路防雪柵整備工事



山崎土建㈱

R2.7.30

17
西フッポウシ川下流域別寒辺道
土砂生産源対策施設整備工事そ
の２

土木
一式

R2.2.28

23,210,000
土留工　Ｎ＝1基
堤体長　Ｌ＝21ｍ
堤体高　Ｈ＝3.5ｍ

中村開発㈱

ホクホウ建設㈱・山崎土建㈱・中村
開発㈱・道東建設工業㈱・萩原建設
工業㈱R2.7.30

20
フッポウシ川下流域北斗道土砂
生産源対策施設整備工事

土木
一式

R2.2.28

17,380,000
法面保護工　Ａ＝2450㎡

田崎土建㈱
田崎土建㈱・㈲川上産業・㈲大場土
木・㈲中田採石工業・㈱佐藤工業

19
西フッポウシ川下流域弾着道土
砂生産源対策施設整備
工事その２

土木
一式

R2.2.28

19,910,000 法面保護工　Ａ＝1230㎡

ホクホウ建設㈱・山崎土建㈱・中村
開発㈱・道東建設工業㈱・萩原建設
工業㈱

法面保護工　Ａ＝3270㎡
側溝工　　　Ｌ＝71ｍ
平場植生工　Ａ＝1610㎡

㈱宮原組

R2.7.30

18
西フッポウシ川下流域弾着道土
砂生産源対策施設整備
工事その１

土木
一式

R2.2.28 ㈱宮原組・山崎土建㈱・中村開発
㈱・道東建設工業㈱・萩原建設工業
㈱R2.7.30

27,500,000

16
西フッポウシ川下流域別寒辺道
土砂生産源対策施設整備工事そ
の１

土木
一式

R2.2.28

18,590,000 側溝工　　　Ｌ＝669ｍ ㈲大場土木
田崎土建㈱・・㈲川上産業・㈲大場
土木・㈲中田採石工業・㈱佐藤工業

R2.7.30

15
フッポウシ川下流域嵐山道土砂
生産源対策施設整備工事その２

土木
一式

R2.2.28

18,920,000 法面保護工　Ａ＝3960㎡ ㈲川上産業
田崎土建㈱・・㈲川上産業・㈲大場
土木・㈲中田採石工業・㈱佐藤工業

R2.7.30



（管　維　工　事）
令和元年度工事契約内容

番
号

業　務　名
工事
特性

工　期 契約金額 工事概要 受託者

R1.9.3

47,410,000

R2.3.20

R1.7.9

R1.9.30

R1.9.4

R1.12.30

3,024,000
中央線（破線）　L=8010.00ｍ
中央線（実線）　L=296.00ｍ
ドット線　　　　L=152.00ｍ

㈱森本商会

指   名   業   者

1 奔渡公園フェンス更新工事
土木
一式

R1.7.9

R1.9.30

4,914,000 フェンス更新　L=155.00ｍ 田崎土建㈱
田崎土建㈱・㈱佐藤工業・㈲川上産業・㈲大
場土木・㈲中田採石工業

㈱森本商会・㈱多田塗装工業・㈱ロード工
業・北日塗装㈱、辻本塗工㈱

3 松葉町通り排水管整備工事
土木
一式

2
交通安全施設整備工事（区画
線整備）

塗装

工事延長　L=108.45m
排水管布設替え　管渠φ500
　　　　　　　　L=105.25m

㈲大場土木
田崎土建㈱・㈱佐藤工業・㈲川上産業・㈲大
場土木・㈲中田採石工業

16,060,000

伸縮継手工　L=19.0m
支承取替工　N=6.00組
断面修復工　N=1式
橋梁塗装工　N=1式

道東建設工業㈱
道東建設工業㈱・㈱宮原組・村井建設㈱・新
太平洋建設㈱・葵建設㈱・阿寒共立土建㈱・
萩原建設工業㈱

既設管渠撤去　L=81m ㈲中田採石工業
田崎土建㈱・㈱佐藤工業・㈲川上産業・㈲大
場土木・㈲中田採石工業

R1.9.17

R1.12.10

7,634,000

4 お供橋橋梁長寿命化整備工事
土木
一式

5 港町中通り排水管撤去工事
土木
一式



北海工営㈱・東工業㈱・道瀝工業㈱・村井建
設㈱・道路工業㈱

R1.10.31

12,430,000

R1.12.20

田崎土建㈱・㈱佐藤工業・㈲川上産業・㈲大
場土木・㈲中田採石工業

土砂埋立て　V=300m3 田崎土建㈱

R1.9.17

4,708,000

R1.11.29

筑紫恋道路　　　　L=100m
奔渡町湖岸道路　　L=100m
奔渡町３丁目通り　L=180m

北海工営㈱7
筑紫恋道路ほか２舗装補修工
事

舗装

6 太田農村公園池改修工事
土木
一式

北海工営㈱・東工業㈱・道瀝工業㈱・村井建
設㈱・道路工業㈱

9 筑紫恋道路ほか歩道改修工事 舗装

8 真栄１条通り舗装補修工事 舗装

歩道改修延長　L=554.14m
表層　t=3.0㎝

村井建設㈱

R1.10.31

11,473,000

R2.2.21

R1.10.31

16,643,000

R2.2.28

舗装延長　L=148.70m 村井建設㈱

北海工営㈱・東工業㈱・道瀝工業㈱・村井建
設㈱・道路工業㈱



（建　築　工　事）
令和元年度工事契約内容

工事概要 受託者

R1.7.1

1
（仮称）湖北地区保育所建設
工事（建築主体　その１）

建築
一式

3
（仮称）湖北地区保育所建設
工事（機械設備　その１）

管

2
（仮称）湖北地区保育所建設
工事（建築主体　その２）

建築
一式

4
（仮称）湖北地区保育所建設
工事（機械設備　その2）

管

R1.7.1

5

515,867,000

（仮称）湖北地区保育所建設
工事（電気設備　その１）

電気

指   名   業   者

共和･新太平洋Jv・坂野･影本Jv・丸彦渡辺建
設㈱・萩原建設工業㈱・村井建設㈱・赤石建
設㈱・葵建設㈱

鉄筋コンクリート造　平屋建て　延べ面
積1,738.28㎡の新築工事のうち825.93㎡
の直接仮設、土工、地業、鉄筋、コンク
リート、型枠、既製コンクリート、防
水、タイル、木工、金属、左官、建具、
ガラス、塗装、内外装、仕上ユニット各
工事の建築１式工事。

坂野･影本Jv

共和･新太平洋Jv

番
号

業　務　名
工事
特性

工　期 金額

R1.7.1

74,800,000

R1.7.1

328,900,000

R2.6.26

鉄筋コンクリート造　平屋建て　延べ面
積1,738.28㎡の新築工事の機械設備工事
のうち暖房設備、冷房設備、給油設備、
自動制御設備の各工事の１式工事。

奥村･共立Jv・太平洋･綜合Jv・第一水道工業
㈱・池田煖房工業㈱・㈱近藤設備工業・榊設
備工業㈱・大倉工業㈱

76,890,000

R1.7.1

太平洋･綜合Jv

R2.6.26

奥村･共立Jv・太平洋･綜合Jv・第一水道工業
㈱・池田煖房工業㈱・㈱近藤設備工業・榊設
備工業㈱・大倉工業㈱

R2.6.26

鉄筋コンクリート造　平屋建て　延べ面
積1,738.28㎡の新築工事の機械設備工事
のうち屋外給水設備、屋外排水設備、雨
水排水設備、屋内給水設備、屋内排水設
備、給湯設備、プロパンガス設備、消化
設備、衛生器具設備、換気設備の各工事
の１式工事。

奥村･共立Jv

共和･新太平洋Jv・坂野･影本Jv・丸彦渡辺建
設㈱・萩原建設工業㈱・村井建設㈱・赤石建
設㈱・葵建設㈱

R2.6.26

鉄筋コンクリート造　平屋建て　延べ面
積1,738.28㎡の新築工事のうち912.35㎡
の直接仮設、土工、地業、鉄筋、コンク
リート、型枠、防水、タイル、木工、金
属、左官、建具、ガラス、塗装、内外
装、仕上ユニット各工事の建築工事及び
園庭、駐車場、築山整備の外構工事を含
む１式工事。

42,570,000
高部･栗林Jv・サンエス･西口Jv・㈱岩谷電気
商会・マツダ電気㈱・北電工業㈱・㈱東興電
気工業・共成電気㈱

R2.6.26

鉄筋コンクリート造　平屋建て　延べ面
積1,738.28㎡の新築工事の電気設備工事
のうち電灯設備、動力設備、幹線設備、
外灯設備の各工事の１式工事。

サンエス･西口Jv



6
（仮称）湖北地区保育所建設
工事（電気設備　その２）

電気
高部･栗林Jv・サンエス･西口Jv・㈱岩谷電気
商会・マツダ電気㈱・北電工業㈱・㈱東興電
気工業・共成電気㈱

鉄筋コンクリート造　平屋建て　延べ面
積1,738.28㎡の新築工事の電気設備工事
のうち受変電設備、発電設備、構内情報
通信網設備、構内交換設備、情報表示設
備、映像音響設備、拡声設備、誘導支援
設備、テレビ共同受信設備、火災報知設
備、防犯・入退室管理設備、構内配電線
路設備、構内通信線路設備の各工事の１
式工事。

高部･栗林Jv

R2.6.26

44,000,000

R1.7.1

㈱共和建設工業所・マル勢影本工業㈱・丸彦
渡辺建設㈱・萩原建設工業㈱・村井建設㈱・
赤石建設㈱・葵建設㈱

㈱共和建設工業所・マル勢影本工業㈱・丸彦
渡辺建設㈱・萩原建設工業㈱・村井建設㈱・
赤石建設㈱・葵建設㈱

R2.1.31

鉄骨造平屋建て　延べ床面積173.69㎥の
新築工事で直接仮設、土、鉄骨造平屋建
て　延べ床面積173.69㎡の新築工事で直
接仮設、土、地業、地盤改良、鉄筋、コ
ンクリート、型枠、鉄骨、防水、タイ
ル、木工、屋根･合金、左官、建具、家
具、塗装、内外装、仕上ユニット各工事
の建築工事及び駐車スペース等の外構工
事を含む１式工事。

R1.7.1

82,940,000 ㈱共和建設工業所

奥村工業㈱・榊設備工業㈱・綜合設備㈱・太
平洋設備㈱・㈱共立

㈱西口電機商会・サンエス電気通信㈱・高部
電気㈱・北電工業㈱・栗林電機㈱

木造平屋建て1棟6戸　延べ面積430.38㎡
の新築工事で、直接仮設、土工、地業、
鉄筋、コンクリート、型枠、防水、木
工、屋根板金、金属、左官、建具、塗
装、内外装、仕上げユニット、屋外付帯
の建築工事及び駐車スペース、各住戸通
路等の外構工事を含む１式工事。

マル勢影本工業㈱

木造平屋建て1棟6戸　延べ面積430.38㎡
の新築工事で、屋外給水設備、屋外排水
設備、屋内給水設備、屋内排水設備、給
湯設備、衛生器具設備、プロパンガス設
備、換気設備、給油設備の各工事1式。

榊設備工業㈱

㈱西口電機商会9

7

8
（仮称）松葉地区まちなか団
地建設工事（機械設備）

管

（仮称）松葉地区まちなか団
地建設工事（建築工事）

建築
一式

（仮称）松葉地区まちなか団
地建設工事（電気設備）

電気

10
厚岸漁港若竹第2埠頭漁港休憩
施設建設工事（建築主体）

建築
一式

木造平屋建て1棟6戸　延べ面積430.38㎡
の新築工事で、電灯設備、電話配線設
備、インターホン設備、テレビ共同受信
設備の各工事１式。

21,285,000

R1.7.1

135,300,000

R1.7.1

9,240,000

R2.2.28

R1.7.1

R2.2.28

R2.2.28

20,680,000



奥村工業㈱・榊設備工業㈱・綜合設備㈱・太
平洋設備㈱・㈱共立

R2.2.14

鉄筋コンクリート造４階建２４戸の各住
戸の給水管更新(ライニング鋼管からステ
ンレス鋼管)、排水管更新（ライニング管
から耐火二層管ＶＰ)、付随する電気設
備、建築の各工事を含む1式工事

榊設備工業㈱

17
町営住宅白浜団地Ｓ６３棟屋
根・外壁及び給水管改修工事

建築
一式

R1.9.3

14,080,000

ｾﾗﾐｯｸﾌﾞﾛｯｸ造平屋1棟4戸延べ面積263㎡の
外壁ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板貼208㎡一部防水塗装、
屋根一部鉄板貼替えのうえ全面塗装、各
住戸の給水管更新(ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管からステン
レス鋼管)及び付随する電気設備を含む1

髙橋建設㈱
高橋建設㈱・㈲ミナミヤ・堀建設㈲・㈲佐々
木工務店・共栄建設

R1.12.20

16
町営住宅奔渡団地Ｓ６２棟住
戸内等給排水管更新工事

管

R1.9.3

24,200,000

13
厚岸漁村環境改善総合セン
ター屋根補修工事

建築
一式

R1.7.1

12
厚岸漁港若竹第2埠頭漁港休憩
施設建設工事（電気設備）

電気

R1.7.26

高橋建設㈱・㈲ミナミヤ・堀建設㈲・㈲佐々
木工務店・共栄建設

R1.9.30

屋根修繕　一式 髙橋建設㈱

950,400

1,026,000

榊設備工業㈱

㈱西口電機商会・サンエス電気通信㈱・高部
電気㈱・北電工業㈱・栗林電機㈱

R2.1.31

R2.1.31

R1.7.1

14,080,000

7,700,000

鉄骨造平屋建て　延べ面積173.69㎡の新
築工事で電灯設備、テレビ共同受信設
備、電話配管設備、防災無線配管設備、
非常警報設備、構内配電線路設備の各工
事1式。

栗林電機㈱

11
厚岸漁港若竹第2埠頭漁港休憩
施設建設工事（機械設備）

管

鉄筋コンクリート造４階建の外壁ガルバ
リウム鋼板仕上1,048㎡、バルコニー側壁
塗装586㎡、バルコニー床防水178㎡、玄
関ポーチ屋根、プロパン庫屋根壁改修、
屋根防水574㎡の改修及び付随する電気設
備を含む。

マル勢影本工業㈱15
町営住宅奔渡団地Ｓ６２棟外
壁改修及び屋根防水改修工事

建築
一式

契約締結日の翌日

72,380,000

R2.3.19

温水ボイラー配管修繕　一式 榊設備工業㈱14
きのこ菌床センターボイラー
室機器修繕工事

管

R1.7.26

奥村工業㈱・榊設備工業㈱・綜合設備㈱・太
平洋設備㈱・㈱共立

R1.9.20

㈱共和建設工業所・マル勢影本工業㈱・丸彦
渡辺建設㈱・萩原建設工業㈱・村井建設㈱・
新太平洋建設㈱・葵建設㈱

2,300,400

奥村工業㈱・榊設備工業㈱・綜合設備㈱・太
平洋設備㈱・㈱共立

鉄骨造平屋建て　延べ面積173.69㎡の新
築工事で屋外給水設備、屋内給水設備、
屋外排水設備、屋内排水設備、給油設
備、給湯設備、衛生設備、換気設備、暖
房設備の各工事1式。



R2.2.28

22
厚岸町斎場外壁等改修及び入
口正面舗装一部改修工事

建築
一式

R1.10.31

12,760,000

管理棟外壁サイディング一部貼替、コー
キング打替、一部ビス増し打ちの上、全
面塗装、壁タイル一部補修、屋根ガルバ
リウム鋼板にて全面葺替、火葬棟外壁既
存塗装撤去、クラック補修の上、全面塗
装、壁タイル一部補修、入口正面舗装一
部補修を含む一式工事

20
厚岸町温水プール暖房設備改
修工事

管

R1.10.31

20,680,000

男子シャワー室、男子更衣室、男子化粧
室、男子便所、監視室、医務休憩室、女
子便所、女子化粧室、女子更衣室、女子
シャワー室、プール室の暖房パネルヒー
ター18台の取替、これに係る配管の更
新、プール採暖室ファンコンベクター2台
取替。既存撤去を含む一式工事。

㈱共立
奥村工業㈱・榊設備工業㈱・綜合設備㈱・太
平洋設備㈱・㈱共立

R2.3.16

㈱小林建設
㈱共和建設工業所・マル勢影本工業㈱・丸彦
渡辺建設㈱・㈱小林建設・阿寒共立土建㈱

解体

R1.10.31

8,470,000
ドリゾール造２階建　延べ面積220.32㎡
１棟及び物置4.86㎡２棟の解体工事。給
排水撤去、整地を含む一式工事

㈲ミナミヤ
高橋建設㈱・㈲ミナミヤ・堀建設㈲・㈲佐々
木工務店・共栄建設

R2.2.10

19
光栄地区テレビ共同受信施設
撤去工事

電気

R1.10.31

12,320,000

宮園にあるアンテナから宮園、白浜を経
由して光栄地区に至る経路の電柱及び
ケーブル、各住戸への配線、光栄地区内
の電柱、ケーブル、各住戸への配線の撤
去工事。

栗林電機㈱
㈱西口電機商会・サンエス電気通信㈱・高部
電気㈱・北電工業㈱・栗林電機㈱

R2.3.19

21 松葉地区集会所改修工事
建築
一式

R1.10.31

11,968,000

木造平屋建　延べ面積399.55㎡の外部・
屋根全面塗装、壁一部サイディング貼
替、コーキング打替のうえ全面塗装、基
礎塗装、階段補修、内部・換気扇24ｈ対
応スイッチ交換、便所換気扇人感セン
サー対応、除湿機３台設置、玄関及び廊
下床改修、ホール壁クロス貼替、天井塗
装、洋室１・２壁クロス貼替、建具塗装
の一式工事

㈲佐々木工務店
高橋建設㈱・㈲ミナミヤ・堀建設㈲・㈲佐々
木工務店・共栄建設

R2.2.12

レス鋼管)及び付随する電気設備を含む1
式工事

R1.12.20

18 教員住宅解体工事



奥村工業㈱・榊設備工業㈱・綜合設備㈱・太
平洋設備㈱・㈱共立

R2.3.25

㈱西口電機商会・サンエス電気通信㈱・高部
電気㈱・北電工業㈱・栗林電機㈱

R2.3.25

25
町営住宅梅香団地地上灯油タ
ンク設置工事

管

24
厚岸味覚ターミナル・コンキ
リエ喫茶コーナー改修及び観
光案内所設置工事

管

R1.10.31

18,645,000

既存喫茶コーナー内部全面撤去のうえ、
二層シンク・作業台・ガスフライヤー・
カキ型焼き機・コールド冷蔵庫・作業
台・調理台・冷凍冷蔵庫・二段棚新設及
び一部機器再設置に係る給水・排水・衛
生・換気・ガス・暖房の各設備工事及び
観光案内所設置の一式工事

R1.11.20

5,500,000
９４２Ｌタンク２基新設、既存ポンプに
接続、ネットフェンス設置、既存地下タ
ンク洗浄埋戻の一式工事

榊設備工業㈱

23
厚岸味覚ターミナル・コンキ
リエ自家発電装置設置工事

電気

R1.10.31

9,790,000

屋外型80KVA三相・単相出力1台、自動始
動盤1面、自動切替盤1面、手動切替盤1面
の設置及び発電機設置に伴う配線、発電
機基礎工事含む１式。

栗林電機㈱

太平洋設備㈱
奥村工業㈱・榊設備工業㈱・綜合設備㈱・太
平洋設備㈱・㈱共立

R2.3.25

26
町営住宅宮園団地Ｍ１棟・Ｍ
２棟顕熱交換器更新工事

管

R1.11.20

R2.3.25

11,880,000
Ｍ１棟２７戸、Ｍ２棟１９戸の顕熱交換
器（２４Ｈ換気扇）の交換工事。

榊設備工業㈱
奥村工業㈱・榊設備工業㈱・綜合設備㈱・太
平洋設備㈱・㈱共立



（水　道　工　事）

4

R1.6.3

R1.9.30

R1.12.20

R1.5.21

R1.12.20

R1.5.21

メーター器取替
φ13： 204個　φ20： 67個 φ25：8個
φ40： 2個 φ50: 5個 φ75：0個
合計：　286個

㈱宮原組

22,110,000

20,955,000

3,974,400

5,832,000

令和元年度工事契約内容
番
号

工　事　名
工事
特性

工　期 金　額 工事概要 受注者

R1.5.21 31,790,000

指   名   業   者

6
上水道取水ポンプ場取水ポンプ
整備工事

電気
北海道富士電機㈱・㈱日星電機・新栄
クリエイト㈱・美和電気工業㈱・㈱水
機テクノス

取水ポンプ整備　N＝１台 ㈱日星電機

2
上水道検満メーター取替工事
（湖南地区）

管

3
簡易水道・農業水道検満メー
ター取替工事

管

4,510,000

R1.12.20

3,190,000

R1.8.30

5,713,200

別寒辺牛地区配水管整備工事

宮園鉄北山通り配水管布設替工
事

水道
施設

31,757,000

5

水道
施設

㈱宮原組・第一水道工業㈱・奥村工業
㈱・㈱佐藤工業・田崎土建㈱

1
上水道検満メーター取替工事
（湖北地区）

管
㈱宮原組・第一水道工業㈱・太平洋設
備㈱・㈱共立・㈱佐藤工業

メーター器取替
φ13： 236個　φ20： 117個 φ25：17個
φ40： 10個 φ50: 6個 φ75：4個
合計：　390個

R1.5.21

R1.8.30

ポリエチレン管　口径50ｍｍ
工事延長　L＝124.84ｍ

㈱佐藤工業

R1.5.21

太平洋設備㈱

㈱宮原組・第一水道工業㈱・太平洋設
備㈱・㈱佐藤工業・田崎土建㈱

ポリエチレン管　口径50ｍｍ
工事延長　L＝34ｍ
鋼管　　口径100ｍｍ
延長　　L＝25ｍ

㈱佐藤工業

㈱宮原組・第一水道工業㈱・太平洋設
備㈱・㈱共立・㈱佐藤工業

㈱宮原組・第一水道工業㈱・太平洋設
備㈱・㈱共立・㈱佐藤工業・田崎土建
㈱

メーター器取替
φ13：　35個　　φ20：　16個
φ25：　4個　　 φ40:   2個
φ50：　0個　　 合計：　57個

田崎土建㈱



R1.11.29

R1.12.20

北海道富士電機㈱・㈱日星電機・新栄
クリエイト㈱・美和電気工業㈱・北海
道機販㈱

北海道機販㈱7 厚岸浄水場有機汚濁計整備工事
水質
検査
機器

R1.7.8

R1.11.29

2,750,000

ポリエチレン管　口径50ｍｍ
延長　L=135.00ｍ

第一水道工業㈱

有機汚濁計整備　1台

㈱宮原組・第一水道工業㈱・太平洋設
備㈱・㈱佐藤工業・田崎土建㈱

第一水道工業㈱・田崎土建㈱・㈱佐藤
工業

メーター器　口径75ｍｍ　1台
メーターボックス　RC製　1基

田崎土建㈱

R1.11.20

8

1,242,000

R1.9.20

9 上尾幌ポンプ場施設整備工事
水道
施設

糸魚沢地区配水管整備工事

R1.7.29

R1.7.29

7,590,000管

北海道富士電機㈱・㈱日星電機・新栄
クリエイト㈱・美和電気工業㈱・㈱水
機テクノス

㈱宮原組・第一水道工業㈱・太平洋設
備㈱・㈱佐藤工業・田崎土建㈱

施工区間　L=40.18m
管延長　L=77.58m　①耐震性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
口径75㎜　L=42.40m　②ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　口
径75㎜　L=12.11m　③一般構造用炭素鋼鋼
管　口径150㎜　L=16.00m　④ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
口径50㎜　L=4.00m　⑤ｽﾃﾝﾚｽ管　口径50㎜
L=3.07m　減圧弁室一式

ろ過流量計整備　1台
中間残留塩素計　1台
配水残留塩素計　1台

北海道富士電機㈱
北海道富士電機㈱・㈱日星電機・新栄
クリエイト㈱・美和電気工業㈱・㈱水
機テクノス

11 厚岸浄水場計測機器整備工事 電気 11,330,000

R1.10.7

R2.3.10

10 国道４４号配水管新設工事 管

R1.9.3

10,780,000

12 片無去浄水場設備整備工事 電気 監視制御設備　1式7,502,000

R1.10.7

R2.3.10

北海道富士電機㈱

第一水道工業㈱



㈱佐藤工業・田崎土建㈱・㈲川上産
業・㈲中田採石工業・㈲大場土木

R2.1.30

北海道富士電機㈱・㈱日星電機・新栄
クリエイト㈱・美和電気工業㈱・㈱水
機テクノス

R2.3.10

土留工　一式
フェンス設置工　一式

田崎土建㈱17
糸魚沢地区薬液注入室周辺整備
工事

土木
一式

R1.10.31

2,860,000

監視制御設備　1式 北海道富士電機㈱16 トライベツ浄水場設備整備工事 電気

R1.10.7

7,491,000

7,557,000

R1.10.7

R2.3.10

監視制御設備　1式 北海道富士電機㈱
北海道富士電機㈱・㈱日星電機・新栄
クリエイト㈱・美和電気工業㈱・㈱水
機テクノス

14 大別取水場設備整備工事 電気

R1.10.7

R2.3.10

13

1号取水ポンプ盤整備　1式
1号送水ポンプ盤整備　1式

北海道富士電機㈱
北海道富士電機㈱・㈱日星電機・新栄
クリエイト㈱・美和電気工業㈱・㈱水
機テクノス

2,827,000

別寒辺牛浄水場設備整備工事 電気

北海道富士電機㈱・㈱日星電機・新栄
クリエイト㈱・美和電気工業㈱・㈱水
機テクノス

18 宮園丘陵ポンプ場整備工事 電気

監視制御設備　1式 北海道富士電機㈱

非常用発電機整備　1台
給水ユニット整備　1台

北海道富士電機㈱

R1.10.31

15 太田浄水場設備整備工事 電気

R2.3.19

7,513,000

16,720,000

R1.10.7

R2.3.10

北海道富士電機㈱・㈱日星電機・新栄
クリエイト㈱・美和電気工業㈱・㈱水
機テクノス



（下　水　道　工　事）

1
有明2丁目ほか1下水道公共桝
設置工事

土木
一式

R1.5.9

820,800
㈱佐藤工業・田崎土建㈱・㈲大場
土木

R1.6.20

工事延長　L=27m
開削　塩ビ管φ100　L=25ｍ
公共桝　　N=2箇所

田崎土建㈱

5
厚岸終末処理場計装設備更新
工事

機械
器具
設置

R1.7.9

5,137,000 奔渡中継ポンプ場流入量計　1台

北海道富士電機㈱・㈱日星電機・
新栄クリエイト㈱・㈱前澤エンジ
ニアリングサービス・㈱水機テク
ノスR1.12.20

3
白浜3丁目国道44号北側汚水管
新設工事

土木
一式

R1.7.9

R1.9.30

㈱佐藤工業・田崎土建㈱・㈲川上
産業・㈲中田採石工業・㈲大場土
木

10,260,000

北海道富士電機
㈱

宮園鉄北山通り汚水管布設替
工事

土木
一式

R1.5.22

8,910,000
㈱佐藤工業・田崎土建㈱・㈲川上
産業・㈲中田採石工業・㈲大場土
木

R1.8.30

工事延長　L＝51ｍ
開削　塩ビ管φ150　L＝51ｍ
公共桝　N＝1箇所

㈲大場土木

R1.5.22

R1.9.20

ホクホウ建設㈱・山﨑土建㈲・中
村開発㈱・道東建設工業㈱・萩原
建設工業㈱

21,816,000

4
白浜町山の手通り北側汚水管
新設工事

土木
一式

令和元年度工事契約内容

工事概要 受注者

工事延長　　L=148.02ｍ
開削　塩ビ管φ150　L=145.23ｍ
公共桝　　N=5箇所

山﨑土建㈲

工事延長　　L=61.50ｍ
開削　塩ビ管φ150　L=60.62ｍ
マンホール　1箇所
公共桝　　　4箇所

㈲川上産業

指   名   業   者
番
号

工　事　名
工事
特性

工　期 金　額

2



北海道富士電機㈱・㈱日星電機・
新栄クリエイト㈱・㈱前澤エンジ
ニアリングサービス・㈱水機テク
ノスR1.12.20

北海道富士電機㈱・㈱日星電機・
新栄クリエイト㈱・㈱前澤エンジ
ニアリングサービス・㈱水機テク
ノスR1.12.20

汚水ポンプ　2台
電力計盤・電力制御盤・ポンプ井水位・
フリクトレベルスイッチ　一式

北海道富士電機
㈱

7
桜橋マンホールポンプ所ポン
プ設備更新工事

機械
器具
設置

R1.7.9

17,270,000

6
厚岸終末処理場計装設備更新
工事（その2）

機械
器具
設置

R1.7.9

6,446,000

8
太田南５号通りほか３下水道
公共桝設置工事

土木
一式

R1.7.9

1,749,600
㈱佐藤工業・田崎土建㈱・㈲川上
産業・㈲中田採石工業・㈲大場土
木

R1.9.10

工事延長　L=31.00m
開削　塩ビ管φ100　L=30.00m
公共桝　4箇所

㈱佐藤工業

№1汚泥貯留タンク液位計　1組
№1汚泥脱水機薬品供給流計　1組
№1,2薬品熔解タンク液位計　1組

北海道富士電機
㈱

10
宮園鉄北３の通りほか１下水
道公共桝設置工事

土木
一式

R2.3.5

11
真栄町２条通りほか４下水道
公共桝設置工事

土木
一式

R2.1.10

9
白浜４丁目地区汚水管新設工
事

土木
一式

ホクホウ建設㈱・山﨑土建㈲・中
村開発㈱・道東建設工業㈱・萩原
建設工業㈱

工事延長　L=69.32m
推進　塩ビ管φ200　L=57.00m
開削　塩ビ管φ150　L=11.00m
マンホール　2箇所

山﨑土建㈲

R1.9.17

22,110,000

R1.12.20

田崎土建㈱・㈲川上産業・㈲大場
土木

R1.12.20

田崎土建㈱

㈱佐藤工業
田崎土建㈱・㈱佐藤工業・㈱宮原
組・第一水道㈱・太平洋設備㈱

排水設備工事　　　　1式
既設浄化槽撤去　　　1式
女子トイレ流し増設　1式

工事延長　L=14.00m
開削　塩ビ管φ100　L=12.00m
公共桝　N=2.00箇所

R2.3.31

2,090,000

田崎土建㈱・㈲川上産業・㈲大場
土木・㈱佐藤工業・㈲中田採石工
業

R1.11.11

1,012,000

R2.3.10

1,683,000
工事延長　L=19.60m
開削　塩ビ管φ100　L=18.60m
公共桝　N=5.00箇所

田崎土建㈱

12
厚岸カキ種苗センター下水道
排水設備工事

土木
一式


