
平成２９年度　北海道開発局優良工事等表彰一覧（工事・局長表彰）

部局名称 事業区分 工事名 業者名 技術者 備考

札幌 河川 石狩川改修工事の内　根志越遊水地排水門工事 (株)中山組 砥石　康則

河川 石狩川改修工事の内　江別太遊水地排水門工事 岩田地崎建設（株） 堀野　男也

河川 石狩川受託工事の内　東雁来ポンプ場排水樋門工事　 （株）田中組 舟見　一広

道路 一般国道38号　赤平市　虹かけ橋防護柵補修外一連工事 光栄建設工業（株） 桑原　英雄

道路 道央圏連絡道路 千歳市 泉郷改良工事 （株）砂子組 廣上 伸二 ＩＣＴ活用道路 道央圏連絡道路　千歳市　泉郷改良工事 （株）砂子組 廣上　伸二 ＩＣＴ活用

農業 恵庭北島農業水利事業　北島排水機場建設工事 (株)中山組 佐藤　聡也

農業 美唄茶志内地区　７１工区用排水路外一連工事 こぶし建設（株） 宮本　良一

函館 道路 函館新外環状道路　函館市　滝沢改良外一連工事 （株）松本組 城地　政宏

道路 函館江差自動車道　木古内町　新幸連川橋下部外一連工事 戸沼岩崎建設（株） 坂尻　篤彦

農業 今金北地区　田代中央工区区画整理工事 齊藤建設（株） 脊戸　丈裕

小樽 道路 一般国道２２９号　積丹町　美国道路改良外一連工事 協成建設工業（株） 大藤　修

港湾等 小樽港　岸壁改良工事 勇・近藤経常ＪＶ

勇建設（株） 大瀧　立夫

近藤工業（株） 藤原　真一

旭川 河川 石狩川改修工事の内　石狩川河道再生工事 （株）廣野組 鎌仲　恭孝

道路 一般国道40号　中川町　南中川改良工事 荒井建設（株） 後藤　祐輔

道路 一般国道38号　南富良野町　太平歩道橋下部外一連工事 （株）増山建設 才田　友之

農業 富良野盆地地区 西中三南工区区画整理工事 新谷建設（株） 福士 雄二郎農業 富良野盆地地区　西中三南工区区画整理工事 新谷建設（株） 福士　雄二郎

室蘭 河川 沙流川改修工事の内　富川築堤外工事 （株）磯田組 久保　尚之

道路 日高自動車道　日高町　旭町改良外一連工事 北海土建工業(株) 宮澤　正臣

道路 日高自動車道　日高町　清畠西改良工事 東海建設(株) 山﨑　信人

釧路 道路 一般国道４４号　釧路町　別保中央東改良工事 辻谷建設（株） 野田　賢一 ＩＣＴ活用

道路 一般国道４４号　釧路町　別保西改良工事 小針土建（株） 岩谷　誠 ＩＣＴ活用

港湾等 歯舞漁港（歯舞・温根元地区）建設その他工事 渡辺建設工業（株） 山白　道敏

農業 別海西部地区　泉川３号配水管末端施設泉川工区外一連工事 高玉建設工業（株） 吾妻　勇治

帯広 道路 一般国道３８号　帯広市　鎮橋補修外一連工事 川田工業（株） 谷　和雄

道路 北海道横断自動車道　陸別町　日宗小川橋下部工事 萩原建設工業(株) 江本　啓二

網走 河川 柴山沢川左岸北見市常呂町日吉地先災害復旧工事 （株）野口建設 田中　皓一

道路 北海道横断自動車道　訓子府町　協成改良工事 （株）丸田組 片山　俊一

道路 北海道横断自動車道　訓子府町　常盤沢改良工事 興和建設（株） 林　満宣

留萌 港湾等 天塩港外１港建設その他工事 堀松建設工業（株） 犬飼　圭太郎

稚内 港湾等 稚内港　北防波護岸改良その他工事 藤建設（株） 山下　義明
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本局 営繕 根室地方合同庁舎改修15建築その他工事 丸彦渡辺建設（株） 米谷亨太

札幌 河川 石狩川改修補償工事の内　島松川南の里排水機場改築工事 (株)泰進建設 橋場　二美夫

河川 石狩川改修補償工事の内　旧夕張川西幌排水機場改築工事 協和八光建設(株) 今井　健二

河川 石狩川改修工事の内　豊幌築堤外工事 北土建設（株） 田代　慎也

河川 石狩川改修工事の内　石狩川河道掘削外工事 三鉱建設（株） 阿武　保之

河川 空知川幾寅築堤下流緊急応急復旧工事 大北土建工業（株） 片山　貴大

河川 空知川幾寅築堤上流緊急応急復旧工事 植村建設（株） 板垣 直司河川 空知川幾寅築堤上流緊急応急復旧工事 植村建設（株） 板垣　直司

河川 石狩川改修工事の内　千歳川第４支線樋門改築外工事 （株）玉川組 高橋　秀俊

河川 石狩川改修補償工事の内　千歳川共栄排水機場改築工事 岩倉建設（株） 石崎　晴久

道路 一般国道275号　江別市　篠津改良工事 草野作工（株） 西尾　剛

道路 一般国道275号　沼田町　五ヶ山改良外一連工事 （株）田中組 柿本　国広

道路 道央圏連絡道路　南幌町　南１２線改良工事 （株）岸本組 鈴木　誉起

道路 一般国道12号　岩見沢市　岡山橋補修外一連工事 新太平洋建設（株） 高倉　英文

道路 一般国道12号　岩見沢市　大和改良工事 一二三北路（株） 栗山　拓也

道路 一般国道275号 札幌市 雁来大橋補修工事 北土建設（株） 保坂 肇道路 般国道275号　札幌市　雁来大橋補修工事 北土建設（株） 保坂　肇

道路 一般国道36号　北広島市　大曲柏葉舗装補修外一連工事 道路工業（株） 片石　宏二

農業 南長沼地区　４５東工区区画整理工事 開発工建（株） 高井　亮克

農業 道央用水（三期）地区　長都幹線用水路泉郷工区外一連工事 北海土木工業（株） 近藤　聡

農業 妹背牛地区 山６線東工区区画整理工事 極東・北興経常ＪＶ

極東建設（株） 能代  芳浩

（株）北興建設 上田　広典

港湾等 新千歳空港　１号沢函渠外耐震補強工事 勇建設（株） 荒木　直樹

函館 河川 後志利別川応急対策工事の内　花石左岸樋門改良工事 （株）坂本建設 平賀　智晶

道路 一般国道２２７号　厚沢部町　三角沢橋補修外一連工事 （株）前田組 品田　幸治

道路 一般国道２２９号　せたな町　美谷改良工事 近藤建設（株） 黒川　光浩

道路 一般国道５号　八雲町　八雲道路維持除雪外一連工事 東陽建設（株） 川内　康次

道路 一般国道５号　七飯町　大沼改良工事 （株）吉川建設 吉川　幸彦

道路 一般国道５号　七飯町　西大沼改良工事 横山興業（株） 村田　松一

港湾等 函館港七重浜部臨港道路建設工事 工藤・岩倉経常ＪＶ

（株）工藤組 小長谷　正男

岩倉建設（株） 佐藤　雅利

小樽 道路 般国道５号 仁木町 稲穂トンネル補修外 連工事 (株)久保組 鈴木 雅文小樽 道路 一般国道５号　仁木町　稲穂トンネル補修外一連工事 (株)久保組 鈴木　雅文

道路 一般国道２２９号　島牧村　布門内橋下部工事 阿部建設（株） 池田　祐司

道路 一般国道５号　倶知安町　倶知安道路維持除雪外一連工事 菊地建設鉱業（株） 柴田　政児

農業 ニセコ地区　富川黒川工区区画整理工事 白木建設工業（株） 高谷　順一

旭川 河川 石狩川改修工事の内　牛朱別川境橋低水路保護工事 新谷建設（株） 吉岡　勝

河川 辺別川左岸北瑛地先外護岸災害復旧工事 （株）丸善建設

河川 天塩川改修工事の内　楠下流法尻補強工事 大江建設（株） 柴崎　薫

道路 一般国道38号　富良野市　樹海峠登坂車線設置外一連工事 （株）アラタ工業 佐藤　直樹

道路 一般国道40号 中川町 上中川改良工事 （株）中川阿部建設 齊藤 守生道路 般国道40号　中川町　上中川改良工事 （株）中川阿部建設 齊藤　守生

道路 一般国道３８号　南富良野町　太平路肩拡幅外一連工事 （株）橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 土村　由信

道路 一般国道39号　上川町　大雪路肩拡幅工事 野田建設工業(株) 塚原　禎

道路 旭川十勝道路　富良野市　中五区改良工事 赤川建設興業（株） 小橋　隆之

農業 てしおがわ剣和地区　剣和幹線用水路兼成工区工事 （株）丸善建設 西間　淳二

農業 富良野盆地地区　西中五工区区画整理工事 大北土建工業（株） 五十嵐　昌也

農業 当麻永山用水地区　導水幹線用水路上流工区工事 （株）盛永組 竹内　圭

営繕 旭川道路事務所耐震改修工事 （株）高組 佐藤　昌栄

室蘭 河川 苫小牧河川事務所管内維持外工事 （株）平村建設 本間　恒男

道路 日高自動車道　日高町　旭町舗装外一連工事 道路工業（株） 馬場　直生

道路 日高自動車道　新冠町　共栄改良工事 北興工業(株) 大山　晃朗 ＩＣＴ活用

道路 一般国道234号　安平町　安平道路維持除雪外一連工事 西村建設(株) 和野　将治

道路 一般国道３７号　豊浦町　礼文華改良工事 道栄建設(株) 河野　明

道路 一般国道274号　むかわ町　福山大橋補修工事 勝幸辰建設(株)

道路 日高自動車道　日高町　賀張西改良工事 (株)手塚組 大髙　聡

港湾等 苫小牧港西港区岸壁西-9m改良鋼管矢板打設その他工事 岩倉建設（株） 西亦　恵介

港湾等 登別漁港－3.0m岸壁改良工事 (株)山口工業所

農業 勇払東部（二期）地区 厚幌導水路ウクル川横断工事 幌村建設（株） 下山 国光農業 勇払東部（二期）地区　厚幌導水路ウクル川横断工事 幌村建設（株） 下山　国光
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釧路 河川 釧路川環境整備事業の内　幌呂地区外自然再生工事 萬木建設（株） 中島　浩二

道路 一般国道４４号　根室市　ホロモシリ１号橋下部工事 村井建設（株） 森　義幸

道路 一般国道３８号　釧路市　大楽毛橋補修外一連工事 タカオ工業（株） 石田　卓也

道路 一般国道２４３号　弟子屈町　屈斜路道路維持除雪外一連工事 開成建設工業（株） 斉藤　一男

道路 一般国道２４３号　弟子屈町　美幌峠雪崩予防柵設置工事 （株）本田組 鈴木　泰

道路 北海道横断自動車道  釧路市  湯波内東改良工事 沢田建設（株）

道路 般国道４４号 根室市 温根沼東改良工事 （株）上田組 遠藤 正美道路 一般国道４４号　根室市　温根沼東改良工事 （株）上田組 遠藤　正美

港湾等 釧路港－１４ｍ岸壁Ｂ部本体工事 濱谷・山田・真壁JV

（株）濱谷建設 伊藤　隆

（株）山田組 矢元　正宏

真壁建設（株） 新井田　貴久

農業 別海西部地区　泉川２号配水管末端施設光進南工区外一連工事 辻谷建設（株） 小場　譲二

帯広 河川 十勝川改修工事の内　常盤築堤河岸保護工事 　(株)北土開発 中橋　正春

河川 十勝川改修工事の内　宝来築堤上流堤防保護外工事 西江建設（株） 村田　高広

河川 十勝川改修工事の内 新川上流河道掘削工事 萩原建設工業(株) ＩＣＴ活用河川 十勝川改修工事の内　新川上流河道掘削工事 萩原建設工業(株) ＩＣＴ活用

道路 一般国道３３６号　広尾町　音調津法面防災工事 （株）平田建設 平岡　亮介

道路 北海道横断自動車道　陸別町　日宗改良工事 藤原工業（株） 川村　悟

農業 士幌西部農業水利事業　第１０号明渠排水路中音更西２線工区建設工事 髙堂建設（株） 服部　信介

農業 富秋士幌川下流農業水利事業　富秋排水路１２号工区建設工事 （株）山内組 佐藤　光一

網走 河川 網走川応急対策事業の内　中央橋上流左岸特殊堤補修工事 土屋工業（株） 草野　雄一

道路 一般国道２４２号　置戸町　拓殖橋補修外一連工事 北辰土建（株） 後藤　貢

道路 一般国道333号　遠軽町　旭野改良工事 五十嵐建設(株) 佐藤　俊一

道路 一般国道２３８号　湧別町　湧別道路維持除雪外一連工事 茶木建設(株) 安瀬　善規

道路 一般国道３３４号　斜里町　真鯉改良工事 斜里建設工業(株) 澤田　勲

道路 一般国道２７３号　紋別市　中渚滑改良工事 北方建設産業（株） 藤田 耕喜

港湾等 紋別港　南波除堤建設工事 (株)藤共工業 熊坂　哲男

農業 兵村地区　第１幹線南兵村三区工区排水路工事 （株）渡辺組 相田　康紀

留萌 河川 天塩川改修工事の内　雄信内川左岸築堤工事 興北建設（株） 藤田　正人

道路 一般国道２３２号　小平町　小平道路改良工事 萌州建設（株） 木幡　卓也

道路 一般国道４０号　天塩町　天塩改良工事 （株）堀口組 鈴木　純也

道路 一般国道４０号　天塩町　天塩大橋下部設置工事 山高建設工業（株） 竹谷　誠

農業 産士地区 第６号排水路工事 （株）堀口組 佐々木 彦農業 産士地区　第６号排水路工事 （株）堀口組 佐々木　一彦

稚内 道路 一般国道４０号　幌延町　幌延ＩＣ橋下部外一連工事 石塚建設興業（株） 坂井 宏嘉

道路 一般国道２３８号　枝幸町　問牧舗装補修工事 丹羽建設（株） 荒木　剛

農業 ポロ沼地区　第１１号排水路狩別工区工事 田中建設（株） 佐藤　友範
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札幌 河川 空知川外流量観測業務 （株）福田水文センター 中村　茂樹

河川 千歳川早苗別川樋門詳細設計業務 （株）ケイジー技研 近藤　信太郎

河川 旧夕張川南3号樋門耐震性能照査検討外業務 (株)リブテック 柴田　春幸

河川 石狩川下流流域連携協働推進検討業務 （一財）石狩川振興財団 船木　博康

河川 漁川低水路護岸検討外業務 (株)水工技研 堀江　拓郎

道路 一般国道１２号　岩見沢市　大和地区道路修正設計外一連業務 (株)開発工営社 高橋　慶行

道路 一般国道１２号　深川市　音江防災対策設計業務 北王設計コンサルタント（株） 立川　浩祥

道路 札幌開発建設部管内　協働型道路管理計画策定業務 (一社）北海道開発技術センター 大川戸　貴浩

農業 岩見沢北村地区外１地域　営農計画経済効果策定業務 （株）環境保全サイエンス 黒田　一也

農業 美唄地区　西美唄119工区区画整理設計等業務 (株)アルト技研 稲場　友和

農業 南長沼地区　６２工区区画整理設計等業務 （株）イーエス総合研究所 亀谷　章裕

函館 道路 一般国道228号　上ノ国町　大留交差点設計業務 （株）東鵬開発 中谷　幸生

道路 函館新外環状道路　函館市　空港道路施工計画検討業務 （株）リージャスト 久末　正

農業 今金北地区　田代南工区区画整理設計等業務 (株)農土コンサル 石田　康晴

小樽 道路 一般国道5号　共和町外　新稲穂トンネル詳細設計業務 （株）ドーコン 亀石　暁

道路 倶知安余市道路　道路事業資料作成業務 (一社）北海道開発技術センター 山本　孝彦

農業 中後志地区　双葉ダム耐震性能照査等業務 NTCコンサルタンツ（株） 山本　将礼

旭川 河川 石狩川上流　旭川河川事務所管内危機管理検討業務 （株）北開水工コンサルタント 油川　曜佑

河川 石狩川砂防事業の内　石狩川上流環境保全検討業務 (株)ハブ 毛木  博彰

道路 士別道路事務所管内　道路維持管理計画検討業務 （株）アサヒ建設コンサルタント 木村　学

道路 北海道縦貫自動車道　士別剣淵名寄間　施工計画検討業務 （株）アークス山上 西村　淳

農業 大雪東川第一地区　区画整理基本設計等業務 （株）三幸測量設計社 五十嵐　航

室蘭 河川 沙流川河道整備外検討業務 (株)開発工営社 横山　篤

道路 室蘭開発建設部管内　道路等点検調査業務 （株）構研エンジニアリング 山木　栄治

道路 室蘭開発建設部管内　道路積算技術業務 （一財）北海道道路管理技術センター

港湾等 庶野漁港施設整備検討その他業務 北日本港湾コンサルタント（株） 土井　善和

釧路 道路 一般国道３８号釧路新道外　釧路市　道路施工計画検討業務 （株）郡土木コンサルタント 山田　康介

道路 釧路開発建設部管内　道路維持管理施設検討外業務 （株）ダイヤコンサルタント 佐々木　雅史

道路 一般国道３８号釧路外環状道路外　釧路市　軟弱地盤盛土解析検討業務 大地コンサルタント（株） 木本　智久

港湾等 歯舞漁港外１港計画資料作成その他業務 （株）クマシロシステム設計 河合　孝治

帯広 河川 十勝川水系多自然川づくり追跡調査業務 アークコーポレーション（株） 佐々木　雅修

道路 帯広開発建設部管内　道路調査資料作成業務 平田技術コンサルタント（株） 佐々木　英樹

道路 帯広広尾自動車道　大樹町　道路予備設計業務 （株）土木技術コンサルタント 古田　勝章

農業 士幌西部地区　第１４号明渠排水路西９線工区設計等業務 （株）ズコーシャ 前川　涼子

網走 河川 常呂川浸透対策検討外業務 日本工営（株） 国峯　紀彦

道路 網走開発建設部管内　道路防災対策検討外一連業務 パシフィックコンサルタンツ(株) 浦元　智生

港湾等 サロマ湖漁港　土砂処分申請資料作成業務 三洋テクノマリン（株） 吉川　勝志

留萌 道路 一般国道２３９号　苫前町　二股橋補修設計外一連業務 （株）北未来技研 次村　英毅

港湾等 苫前漁港施設整備検討業務 （株）アルファ水工コンサルタンツ 橋本　孝治

稚内 道路 稚内道路事務所管内　防雪施設設計外一連業務 （株）雪研スノーイーターズ 仁田　智

港湾等 香深港船体動揺解析業務 北日本港湾コンサルタント（株） 佐藤　典之
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本局 営繕 国立のアイヌ文化博物館（仮称）設計業務 (株)久米設計 安東　直

札幌 河川 石狩川下流危険箇所検討外業務 （株）ドーコン 住吉　丈紀

河川 札比内川２号樋門詳細設計外業務 (株)開発工営社 齋藤　秀樹

河川 滝川河川事務所管内外　工事監督支援業務 （一財）北海道河川財団

河川 空知川東栄地区外測量業務 （株）武田測量設計事務所 久田　忍

河川 当別地区自然環境調査業務 (株)北海道技術コンサルタント 森 由行

河川 大規模土砂移動ブロック地質調査業務 （株）ユニオン・コンサルタント 田中　俊彦

河川 祝梅築堤整備方針検討外業務 (株）建設技術研究所 伊藤　豊

河川 伏古築堤外事業実施検討業務 （株）構研エンジニアリング 黒沢　弘行

河川 千歳川遊水地群外環境調査業務 （株）北開水工コンサルタント 大山　史晃

道路 一般国道２３０号　札幌市　もみじ橋補修設計外一連業務 (株)構研エンジニアリング 岩渕　直

道路 一般国道４５２号　芦別市　盤の沢道路施工計画検討外一連業務 （株）ドーコン 田村　崇博

道路 一般国道２３１号　石狩市　厚田防災対策調査設計業務 パシフィックコンサルタンツ(株) 辻　貴仁

道路 一般国道１２号　江別市　江別電線共同溝詳細設計業務 （株）近代設計 市川　竜也

道路 岩見沢道路事務所管内　道路点検業務 （株）ダイヤコンサルタント 渡辺　一樹

道路 一般国道２３３号　深川市　深川橋詳細調査業務 中央コンサルタンツ(株) 伊藤　勝也

道路 深川道路事務所管内　交通安全検討業務 （株）ドボク管理 坂口　彰則

道路 札幌開発建設部管内　地質調査業務 北海道土質コンサルタント（株） 松本　和正

農業 石狩川上流地域　国営造成水利施設機能診断調査等業務 （株）三祐コンサルタンツ 柳谷　剛史

農業 美唄茶志内地区　４６・５０工区区画整理設計等業務 アルスマエヤ（株） 渡邊　兼太郎

農業 美唄地区　西美唄135工区区画整理設計等業務 (株)ランドプランニング 繁名　康平

農業 雨竜暑寒地区暑寒別雨竜停車場線北工区区画整理設計等業務 （株）ドボク管理 鈴木　聡明

港湾等 新千歳空港　基本施設検討業務 (株)日本空港コンサルタンツ 久野　了史

函館 河川 後志利別川　河川水辺の国勢調査業務 (株)建設環境研究所 坂口　喜久二

道路 函館江差自動車道　北斗市外　茂辺地木古内道路環境調査業務 （株）長大 郷田　智章

道路 函館新外環状道路　函館市　空港道路土工計画検討業務 （株）ドーコン 後藤　和則

道路 一般国道２７８号　函館市　汐泊川橋補修設計外一連業務 北武コンサルタント（株） 京田　英宏

道路 函館開発建設部管内　交通事故対策検討業務 中央コンサルタンツ（株） 髙平　薫

港湾等 函館漁港老朽化対策検討業務 日本データーサービス（株） 清水　敏明

港湾等 江良漁港特定計画資料作成業務 北日本港湾コンサルタント（株） 戸松　真介

農業 道南地域　水利再編等構想検討業務 サンスイコンサルタント（株） 千保　俊夫

小樽 道路 一般国道229号　岩内町　野束擁壁補修設計外一連業務 （株）土木技術コンサルタント 井崎　浩光

道路 一般国道5号　小樽市　花園電線共同溝設計業務 北海道道路エンジニアリング（株） 佐藤　崇

道路 岩内道路事務所管内　交通安全対策業務 北王設計コンサルタント（株） 大森　洋介

道路 小樽開発建設部管内　交通事故対策検討外一連業務 パシフィックコンサルタンツ(株) 金子　誠

道路 一般国道５号　仁木町　宝川橋予備設計外一連業務 （株）構研エンジニアリング 坂村　和俊

道路 一般国道５号倶知安余市道路（共和～余市）　余市町　余市ＩＣ用地調査業務 （株）タナカコンサルタント 瀧本　幸三

港湾等 石狩湾新港　漂砂解析検討業務 （株）クマシロシステム設計 阿部島　直哉

農業 ニセコ地区　藤山工区区画整理設計等業務 （株）フロンティア技研 森田　貴志

旭川 河川 天塩川上流　天塩川流量観測業務 （株）福田水文センター 金澤　洋和

河川 石狩川上流　堤防外調査業務 （株）及川土木設計 由川　和彦

河川 石狩川砂防事業の内　石狩川上流砂防堰堤修正設計業務 （株）ケイジー技研 野村　輝光

河川 天塩川上流　名寄河川事務所管内測量業務 （株）土木開発センター 佐藤　征樹

河川 石狩川上流　樋門改築設計業務 (株)水工技研 小杉　卓哉

河川 天塩川上流　河川環境検討業務 （株）エコテック 坂元　直人

道路 一般国道40号　名寄市　道路施設点検外一連業務 （株）イズム・グリーン 加藤　裕之

道路 一般国道40号　音威子府村　音威子府バイパス道路設計外一連業務 北王設計コンサルタント（株） 相馬　　康

道路 旭川道路事務所管内　道路防災設計外一連業務 新栄コンサルタント（株） 富田　強

道路 富良野道路事務所管内　道路維持計画資料作成業務 （株）タイホクプランニング 石川　賢一

農業 上士別地区　中島工区区画整理設計等業務 （株）アサヒ建設コンサルタント 加藤　亮治

農業 北野地区　事業効果検討業務 （株）地域計画センター 平見　康彦

室蘭 河川 沙流川総合開発事業の内　平取ダム試験湛水検討外業務 (株）建設技術研究所 川村　育男

河川 鵡川河口海域外深浅測量業務 （株）ケイジー技研

河川 鵡川沙流川航空写真測量業務 北海航測（株） 滝澤　昭博

道路 一般国道36号　室蘭市外　室蘭都市圏道路網調査業務 （株）ドーコン 西田　陽一

道路 一般国道276号　伊達市  長流別橋補修設計外一連業務 （株）メイセイ・エンジニアリング 伊勢谷　智映

道路 浦河道路事務所外　改築・維持事業資料作成業務 (一社）北海道開発技術センター

道路 一般国道４５３号　壮瞥町　上久保内地すべり観測業務 トキワ地研（株） 高久　芳男

道路 苫小牧道路事務所管内測量調査業務 （株）タナカコンサルタント 本間　崇寛

港湾等 登別漁港施設整備検討業務 （株）アルファ水工コンサルタンツ 鎌田 昌弘

農業 勇払東部（二期）地区　水管理施設設計等業務 （株）アルファ技研 植屋　賢祐
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釧路 道路 釧路開発建設部管内　道路整備効果分析外一連業務 パシフィックコンサルタンツ(株) 西川　洋一

道路 北海道横断自動車道　阿寒釧路間　桜田地区地質調査業務 拓北地下開発（株） 福田　正人

道路 北海道横断自動車道　阿寒釧路間　舌辛地区地質調査業務 トキワ地研（株） 佐藤　裕之

道路 中標津道路事務所管内　道路附属物点検業務 山下コンサルタント（株） 工藤　統

港湾等 釧路港水質その他調査業務 環境コンサルタント（株） 鈴木　貴志

農業 別海西部外２地区　環境保全型農業推進調査等業務 （株）ズコーシャ 廣永　行亮

農業 根室地区　根室３号幹線配水管路設計等業務 サンスイコンサルタント（株） 榊　克晴

農業 阿寒地区　事業計画検討等業務 （株）アルファ技研 髙井　和彦

帯広 河川 十勝川水系築堤測量調査業務 （株）北開水工コンサルタント 村上　大輔

河川 札内川ダム外耐震性能詳細検討業務 （株）ドーコン 菊地　耕

河川 十勝川下流シシャモ生息・産卵環境調査検討業務 （公社）北海道栽培漁業振興公社 川村　敏勝

道路 一般国道３３６号 広尾町 黄金道路環境調査業務 （株）ドーコン 辰巳　健一

道路 北海道横断自動車道　陸別町　分線道路修正設計業務 パシフィックコンサルタンツ(株) 大森　陽一

道路 一般国道２４１号　音更町　音更大通電線共同溝詳細設計業務 （株）近代設計  

道路 帯広道路事務所管内　橋梁点検業務 （株）長大 砂崎　剛

農業 上士幌北地区　上士幌北２号排水路外設計業務 北王コンサルタント（株） 大野　充雅

網走 河川 網走川浸水想定区域検討外業務 （株）ドーコン 魚波　勝彦

河川 鹿ノ子ダム堰堤維持の内　水辺現地調査（魚類・底生動物外）業務 (株）建設技術研究所 鈴木　荘司

道路 網走道路事務所　一般国道244号外工事監督支援業務 （一財）北海道道路管理技術センター

道路 一般国道333号　遠軽町　旭野トンネル計測外一連業務 （株）エーティック 小原　雄一

道路 網走開発建設部管内　橋梁点検業務 （株）タナカコンサルタント 楽間　正光

農業 津別地区　美都その１工区区画整理設計等業務 サン技術コンサルタント（株） 川嶋　淳史

農業 津別地区　活汲その２工区区画整理設計等業務 北王コンサルタント（株） 安藤　和弘

留萌 河川 留萌川　浸水想定区域検討業務 （株）ドーコン 池田　俊文

河川 留萌ダム　周辺環境調査業務 (株）建設技術研究所 野口　将之

道路 一般国道４０号　天塩町　天塩防災施工計画検討外一連業務 （株）ドーコン 田村　剛

道路 留萌開発建設部管内　道路交通事故調査業務 日本工営（株） 木下　将

稚内 道路 稚内開発建設部管内　協働型道路管理計画策定運営業務 (一社）北海道開発技術センター 檜澤　肇

道路 一般国道２３８号　稚内市　宗谷岬歩道補修詳細設計業務 北海道道路エンジニアリング（株）

港湾等 東浦漁港-３．５m岸壁衛生管理施設基本設計その他業務 パシフィックコンサルタンツ(株) 五十嵐　貴演

農業 勇知地区　勇知川排水路下勇知工区設計等業務 （株）ズコーシャ 花田　賢一

農業 幌延地区　事業計画策定業務 (株)農土コンサル 山本　暁史
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