
令和４年度



品質確保のための取組に関する公表（令和４年度）

契約年月日 事務所名 業務名
予定価格
（円：税抜）

品質確保基準価格
（円：税抜）

備考

令和4年4月6日 本部
網走開発建設部管内　道路改築事業設計検討外一連業
務 8,770,000 6,900,000

令和4年4月6日 本部 網走地域　気象流量調査業務 8,970,000 7,030,000

令和4年4月20日 本部
一般国道３９号美幌町外　端野高野道路その１用地調査
等業務 7,340,000 5,760,000

令和4年5月18日 本部
一般国道３９号美幌町　端野高野道路その２用地調査等
業務 4,790,000 3,760,000

令和4年5月18日 本部 網走開発建設部管内　道路占用物件調査業務 8,600,000 6,740,000

令和4年6月1日 本部 北見道路事務所管内　道路改築事業設計検討業務 6,840,000 5,440,000

令和4年6月1日 本部 遠軽開発事務所管内　測量調査業務 7,880,000 6,160,000

令和4年6月15日 本部
一般国道３９号　北見市　留辺蘂町富士見道路敷地測量
業務 6,200,000 4,830,000

令和4年6月15日 本部 止別地区　止別川排水路外敷地確定業務 7,570,000 5,940,000

令和4年6月15日 本部 一般国道２４０号　津別町　共和道路敷地測量業務 7,960,000 6,230,000

令和4年6月15日 本部
一般国道２４２号　遠軽町　生田原清里道路敷地測量業
務 6,310,000 4,910,000

令和4年6月15日 本部
一般国道３９号北見市外　端野高野道路その３用地調査
等業務 8,970,000 7,050,000

令和4年6月22日 本部 常呂川訓子府左岸　西富樋門上流河川境界測量業務 5,160,000 4,000,000

令和4年6月22日 本部 網走開発建設部管内　水中部施工状況確認業務 6,350,000 4,950,000

令和4年6月29日 本部 網走川美幌川左岸　魚住樋門上流河川境界測量業務 5,470,000 4,250,000

網走開発建設部



令和4年7月6日 本部 八十士地区　完了図書作成業務 6,900,000 5,490,000

令和4年7月20日 本部 網走川中央地区　工損等調査業務 7,290,000 5,690,000

令和4年7月20日 本部 上湧別地区　第１号幹線道路用地測量業務 6,120,000 4,770,000

令和4年7月20日 本部 一般国道３３４号大空町　開陽視距改良補償説明業務 8,210,000 6,450,000

令和4年7月27日 本部
一般国道３９号美幌町外　端野高野道路その４用地調査
等業務 6,230,000 4,890,000

令和4年8月3日 本部 サロマ湖漁港　海洋投入土砂変更申請書作成業務 4,420,000 3,510,000

令和4年8月3日 本部 北見二期地区　端野配水幹線用水路用地測量業務 8,010,000 6,270,000

令和4年8月3日 本部
一般国道３３３号遠軽町　北見峠駐車帯外一連用地測量
業務 7,080,000 5,530,000

令和4年8月3日 本部
網走川中央地区　野崎幹線用水路その２外一連用地測
量業務 7,080,000 5,520,000

令和4年8月3日 紋別港湾事務所 紋別港実施設計業務 1,250,000 990,000

令和4年8月4日 網走港湾事務所 ウトロ漁港水質底質調査業務 5,330,000 4,370,000

令和4年8月31日 本部 常呂地区　第１幹線排水路敷地確定測量業務 4,910,000 3,810,000

令和4年9月14日 本部
常呂川下流地区　共立排水機場樋門外一連用地測量業
務 6,260,000 4,880,000

令和4年10月12日 本部
一般国道２３９号西興部村　天北峠視距改良外一連用地
調査等業務 7,660,000 6,020,000

令和4年10月19日 本部 一般国道３３３号遠軽町　生田原道路用地調査等業務 9,010,000 7,080,000

令和4年10月19日 本部 一般国道４５０号遠軽町　遠軽上湧別道路用地調査等業務 6,950,000 5,460,000

令和4年10月26日 本部
網走開発建設部管内　道路維持修繕事業設計検討外一
連業務 7,850,000 6,170,000



令和３年度



品質確保のための取組に関する公表（令和３年度）

契約年月日 事務所名 業務名
予定価格
（円：税抜）

品質確保基準価格
（円：税抜）

備考

令和3年4月7日 本部 一般国道３９号　北見市　端野高野地下水調査業務 8,790,000 7,110,000

令和3年4月14日 本部 網走開発建設部　用地調査点検等技術業務 8,630,000 6,780,000

令和3年4月14日 本部 一般国道３３３号　遠軽町　交通量観測外一連業務 7,950,000 6,220,000

令和3年4月14日 北見道路事務所 北見道路事務所管内　改築工事管理検討業務 6,350,000 4,950,000

令和3年4月22日 本部 網走開発建設部管内　道路事業設計検討業務 5,410,000 4,260,000

令和3年4月22日 本部 網走開発建設部管内　道路事業資料作成業務 5,450,000 4,230,000

令和3年5月26日 本部 常呂川常呂左岸　廃川敷地測量業務 6,620,000 5,170,000

令和3年6月16日 本部
一般国道３３４号大空町外　開陽視距改良外一連用地調
査等業務 5,260,000 4,130,000

令和3年6月16日 網走港湾事務所 網走開発建設部管内　水中部施工状況確認業務 5,080,000 3,950,000

令和3年6月17日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路７工区用地測量業
務 8,650,000 6,780,000

令和3年6月17日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路１０工区用地測量
業務 7,960,000 6,230,000

令和3年6月17日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路１６工区用地測量
業務 8,050,000 6,300,000

令和3年6月17日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路１８工区用地測量
業務 5,230,000 4,060,000

令和3年6月17日 本部 一般国道２４２号置戸町　北光視距改良用地測量業務 6,860,000 5,350,000

令和3年6月17日 本部 一般国道２４０号　津別町　活汲道路敷地測量業務 7,010,000 5,470,000

網走開発建設部



令和3年6月23日 本部 網走川美和　上美幌橋上流河川境界測量業務 8,900,000 6,980,000

令和3年6月23日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路４工区用地測量業
務 5,040,000 3,910,000

令和3年6月23日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路９工区用地測量業
務 5,450,000 4,230,000

令和3年6月23日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路１７工区用地測量
業務 5,990,000 4,660,000

令和3年6月30日 本部
止別川上流地区　ポン止別川幹線排水路敷地確定測量
業務 5,930,000 4,630,000

令和3年6月30日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路２工区用地測量業
務 5,340,000 4,150,000

令和3年6月30日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路５工区用地測量業
務 4,600,000 3,560,000

令和3年6月30日 本部
一般国道３９号　北見市　留辺蘂町富士見道路敷地測量
業務 8,020,000 6,270,000

令和3年7月14日 本部 常呂川常呂左岸　常呂大橋下流河川境界測量業務 7,330,000 5,720,000

令和3年7月14日 本部
一般国道３３３号遠軽町　生田原道路その２用地調査等
業務 5,450,000 4,280,000

令和3年7月14日 本部
一般国道３９号美幌町　端野高野道路２３工区用地測量
業務 8,550,000 6,700,000

令和3年7月14日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路１工区用地測量業
務 7,560,000 5,910,000

令和3年7月14日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路１２工区用地測量
業務 4,550,000 3,520,000

令和3年7月14日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路６工区用地測量業
務 8,450,000 6,620,000

令和3年7月14日 興部道路事務所 興部道路事務所管内　道路排水設計業務 7,440,000 5,920,000

令和3年8月4日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路その１用地調査等
業務 4,970,000 3,900,000

令和3年9月1日 本部
一般国道３３３号遠軽町　生田原道路その３用地調査等
業務 6,500,000 5,110,000

令和3年9月15日 本部
一般国道３９号北見市　端野高野道路その２用地調査等
業務 5,770,000 4,530,000



令和3年7月14日 興部道路事務所 興部道路事務所管内　道路排水設計業務 7,440,000 5,920,000

令和3年10月20日 本部
常呂川改修工事の内　上常呂左岸堤内排水路用地測量
業務 5,310,000 4,120,000

令和3年10月20日 網走道路事務所 網走道路事務所管内　道路事業設計検討業務 8,890,000 7,080,000

令和3年10月22日 北見河川事務所 網走川・常呂川　積算技術業務 8,100,000 6,440,000

令和3年11月17日 本部 網走開発建設部管内　維持修繕現況調査外一連業務 5,450,000 4,230,000

令和3年11月17日 本部 網走開発建設部　用地調査点検等技術その２業務 8,950,000 7,030,000

令和3年12月21日 本部
網走開発建設部管内　交通安全施設現況調査外一連業
務 5,440,000 4,220,000

令和4年3月8日 本部 北見道路事務所管内　測量調査業務 8,940,000 7,010,000


