
品質確保のための取組に関する公表（平成30年度）
契約締結日 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

H30.4.12 農業計画課 十勝地域 水位流量観測業務 9,030,000 7,080,000

H30.4.19 公物管理課 猿別水門浸水影響調査等業務 6,450,000 5,070,000

H30.4.19 鹿追地域農業開発事業所 中鹿追地区 中鹿追環境調査業務 8,950,000 7,040,000

H30.4.19 足寄道路事務所 北海道横断自動車道 陸別町 測量調査業務 7,580,000 5,960,000

H30.4.19 足寄道路事務所 一般国道２７３号 上士幌町外 測量調査業務 8,150,000 6,380,000

H30.4.19 足寄道路事務所 一般国道２４１号 足寄町 測量調査業務 4,910,000 3,810,000

H30.4.19 足寄道路事務所 一般国道２７３号 上士幌町 地質調査業務 5,310,000 4,200,000

H30.4.26 帯広河川事務所 帯広河川事務所管内測量業務 8,990,000 7,050,000

H30.4.26 帯広道路事務所 帯広道路事務所管内 地質調査業務 6,140,000 4,850,000

H30.4.26 帯広道路事務所 帯広道路事務所管内 測量調査業務 8,790,000 6,890,000

H30.5.10 用地課 一般国道２４１号 音更町 音更大通事故対策用地調査等業務 5,080,000 3,990,000

H30.5.10 帯広河川事務所 十勝ダム堤体外部変形量測定業務 8,410,000 6,590,000

H30.5.24 帯広道路事務所 帯広広尾自動車道 大樹町 振別南路線測量業務 8,930,000 7,010,000

H30.5.24 帯広道路事務所 帯広広尾自動車道 大樹町 開進北路線測量業務 9,230,000 7,240,000

H30.5.24 帯広道路事務所 帯広広尾自動車道 大樹町 開進南路線測量業務 8,970,000 7,040,000

H30.5.31 用地課 北海道横断自動車道 川向工区多数権利者処理業務 4,910,000 3,850,000

帯広開発建設部
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帯広開発建設部

H30.5.31 帯広道路事務所 帯広広尾自動車道 広尾町外 紋別北路線測量業務 8,810,000 6,910,000

H30.5.31 帯広道路事務所 帯広広尾自動車道 広尾町 紋別南路線測量業務 9,040,000 7,090,000

H30.5.31 帯広道路事務所 帯広広尾自動車道 広尾町 豊似路線測量業務 9,030,000 7,080,000

H30.6.7 帯広農業事務所 芽室川西（一期）地区 帯広かわにし導水路数量計算業務 7,570,000 6,020,000

H30.6.14 公物管理課 一般国道２７４号 清水町 美蔓道路台帳図補正測量業務 9,150,000 7,180,000

H30.6.28 帯広道路事務所 一般国道２３６号 帯広市外 道路構造物点検業務 7,270,000 5,790,000

H30.7.5 足寄道路事務所 一般国道２７３号 上士幌町 不二川トンネル補修設計業務 8,220,000 6,550,000

H30.7.5 帯広農業事務所 芽室川西（一期）地区 環境調査業務 7,740,000 6,120,000

H30.7.6 帯広河川事務所 十勝川中流部工事箇所測量業務 8,630,000 6,760,000

H30.7.6 帯広農業事務所 芽室川西（一期）地区 帯広かわにし導水路基準点等測量業務 6,730,000 5,280,000

H30.7.12 用地課 十勝川直轄砂防事業の内 戸蔦別川第４号砂防堰堤工事用道路立木調査業務 6,620,000 5,220,000

H30.7.12 帯広農業事務所 川合地区 事業誌作成業務 7,290,000 5,800,000

H30.7.19 足寄道路事務所 一般国道２７３号 上士幌町 ぬかびら湖畔トンネル補修設計外一連業務 7,400,000 5,900,000

H30.7.19 帯広河川事務所 札内川砂防堰堤堆砂測量業務 7,250,000 5,660,000

H30.7.26 用地課 士幌西部地区 第１４号明渠排水路用地測量等業務 6,040,000 4,690,000

H30.8.2 足寄道路事務所 足寄道路事務所管内 交通安全事業資料作成業務 7,210,000 5,750,000
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H30.8.9 帯広道路事務所 一般国道２７４号 鹿追町外 測量調査業務 7,530,000 5,880,000

H30.8.9 公物管理課 ハギノ川外敷地測量業務 9,150,000 7,180,000

H30.8.9 帯広農業事務所 札内川地区 札内川導水路数量計算業務 7,440,000 5,920,000

H30.8.23 帯広農業事務所 札内川地区 札内川導水路南札内西１線工区数量計算業務 7,500,000 5,970,000

H30.8.30 用地課 上士幌北地区 上士幌北２号排水路外一連用地調査等業務 5,830,000 4,580,000

H30.8.30 鹿追地域農業開発事業所 富秋士幌川下流地区 工事数量計算業務 8,680,000 6,910,000

H30.8.30 帯広農業事務所 札内川地区 札内川導水路南札内工区数量計算業務 7,200,000 5,730,000

H30.9.10 公物管理課 一般国道２３６号外 道路占用物件調査等業務 7,420,000 5,800,000

H30.9.13 用地課 富秋士幌川下流地区 実勝排水路用地測量等業務 7,520,000 5,860,000

H30.9.13 用地課 札内川地区 札内川導水路１０工区用地測量業務 6,440,000 5,020,000

H30.9.20 帯広河川事務所 札内川ダム貯水池堆砂測定業務 7,930,000 6,200,000

H30.9.20 用地課 一般国道２４１号 音更町 音更大通事故対策（木野大通）用地調査等業務 6,170,000 4,840,000

H30.9.20 池田河川事務所 池田河川事務所管内測量業務 7,840,000 6,130,000

H30.9.27 用地課 札内川地区 札内川導水路１工区用地測量業務 5,900,000 4,590,000

H30.10.11 鹿追地域農業開発事業所 上士幌北地区 工事数量計算等業務 8,870,000 7,060,000

H30.10.11 帯広河川事務所 十勝川外河岸保護工事箇所測量業務 9,210,000 7,220,000
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H30.10.11 用地課 札内川地区 札内川導水路２工区用地測量業務 6,030,000 4,690,000

H30.11.1 鹿追地域農業開発事業所 士幌西部地区 工事数量計算等業務 7,840,000 6,240,000

H30.11.1 帯広農業事務所 札内川地区 札内川導水路付帯施設設計等業務 6,980,000 5,550,000

H30.11.1 足寄道路事務所
北海道横断自動車道 陸別町 道路附属物設計外
一連業務

8,930,000 7,120,000

H30.11.8 帯広農業事務所 札内川地区 施設管理資料検討業務 6,090,000 4,850,000

H30.12.6 用地課 札内川地区 札内川導水路用地調査等業務 6,790,000 5,330,000

H30.12.13 鹿追地域農業開発事業所 上士幌北地区 上士幌北２号排水路道路横断工設計業務 2,520,000 2010000

H30.12.20 帯広農業事務所
芽室川西（一期）地区 帯広かわにし導水路広野工
区数量計算業務

4,770,000 3,800,000


