
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

令和3年4月8日 岩見沢道路事務所
一般国道４５２号　芦別市　盤の沢道路地すべり観
測業務

8,430,000 6,890,000

令和3年4月8日 札幌南農業事務所 南長沼地区　農村地域自然環境調査業務 5,850,000 4,650,000

令和3年4月8日 本部
一般国道２３３号　深川市　深川電線共同溝周辺調
査検討業務

8,020,000 6,310,000

令和3年4月9日 札幌河川事務所 オカバルシ川外砂防施設振動影響調査業務 7,790,000 6,060,000

令和3年4月13日 札幌南農業事務所 南長沼地区　西４線地域地盤変動影響調査業務 5,480,000 4,300,000

令和3年4月15日 岩見沢道路事務所
一般国道２３４号　岩見沢市　清流橋補修設計外一
連業務

8,410,000 6,690,000

令和3年4月15日 札幌南農業事務所 南長沼地区　南５号地域外地盤変動影響調査業務 5,670,000 4,450,000

令和3年4月22日 滝川道路事務所
一般国道４５１号　新十津川町　学園橋補修設計外
一連業務

7,140,000 5,690,000

品質確保のための取組に関する公表
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備考

令和3年5月14日 本部
一般国道２３１号　石狩市　生振道路台帳補正測量外一
連業務

4,740,000 3,670,000

令和3年5月14日 本部 札幌開発建設部管内　道路占用物件調査等業務 6,340,000 4,940,000

令和3年5月14日 岩見沢河川事務所 北村遊水地周囲堤盛土外調査業務 7,270,000 5,670,000

令和3年5月14日 深川農業事務所 雨竜川下流地区　環境調査業務 7,380,000 5,830,000

令和3年5月14日 本部
豊平川砂防事業の内　南の沢川２号堰堤外用地調査等
業務

8,100,000 6,430,000

令和3年5月20日 岩見沢道路事務所
一般国道４５２号　夕張市　遠幌橋（上り）補修設計外一連
業務

7,050,000 5,610,000

令和3年5月20日 岩見沢農業事務所 美唄茶志内地区　５７工区区画整理補足設計等業務 7,990,000 6,310,000

令和3年5月20日 深川道路事務所 深川道路事務所管内　工事関係資料作成業務 8,370,000 6,660,000

令和3年5月21日 千歳川河川事務所 千歳川河川事務所管内地下水調査業務 5,760,000 4,550,000

令和3年5月21日 札幌河川事務所 豊平川砂防設備点検業務 7,830,000 6,230,000

令和3年5月27日 岩見沢道路事務所 岩見沢道路事務所管内　工事関係資料作成業務 8,790,000 6,990,000

品質確保のための取組に関する公表
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令和3年6月3日 本部
一般国道２３１号　札幌市　北区麻生道路台帳補正測量
業務

8,360,000 6,550,000

令和3年6月10日 滝川道路事務所 滝川道路事務所管内　測量調査業務 7,690,000 6,010,000

令和3年6月10日 深川農業事務所 新雨竜二期地区　事業管理資料作成業務 6,130,000 4,880,000

令和3年6月10日 本部
一般国道２３０号　札幌市　南区小金湯道路台帳補正測
量業務

7,920,000 6,190,000

令和3年6月10日 本部 江別南幌地区　南５線集水路外地盤変動影響調査業務 8,740,000 6,870,000

令和3年6月10日 本部 道央圏連絡道路江別市江別太道路用地調査等業務 7,150,000 5,610,000

令和3年6月11日 岩見沢河川事務所 北村遊水地工事箇所測量業務 8,970,000 7,030,000

令和3年6月17日 岩見沢道路事務所 岩見沢道路事務所管内　交通事故対策設計業務 8,330,000 6,630,000

令和3年6月17日 本部 一般国道３８号　芦別市　本町道路台帳補正測量業務 8,470,000 6,630,000

令和3年6月17日 本部
道央圏連絡道路　長沼町　長沼南幌道路地質調査外一
連業務

8,700,000 7,070,000

令和3年6月18日 岩見沢河川事務所 岩見沢河川事務所管内工事箇所測量業務 8,480,000 6,640,000

令和3年6月24日 札幌道路事務所 一般国道２３１号　石狩市　法面測量調査業務 5,750,000 4,470,000

令和3年6月24日 深川道路事務所 一般国道２７５号　沼田町　竜橋補修設計外一連業務 8,350,000 6,660,000

令和3年6月24日 岩見沢農業事務所 美唄地区　地盤変動影響調査業務 6,130,000 4,810,000

令和3年6月24日 本部
一般国道２７５号　当別町　樺戸町道路台帳補正測量業
務

7,270,000 5,680,000

品質確保のための取組に関する公表
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令和3年7月1日 本部
一般国道１２号　滝川市　北滝の川道路台帳補正測量業
務

8,460,000 6,630,000

令和3年7月8日 札幌北農業事務所 篠津地区外２地区　石狩川頭首工外環境調査業務 6,900,000 5,480,000

令和3年7月8日 本部 北海地区　北海幹線用水路水明橋工区外用地測量業務 7,700,000 6,020,000

令和3年7月9日 本部 雨竜川多度志築堤敷地確定測量業務 7,910,000 6,200,000

令和3年7月15日 札幌道路事務所
道央圏連絡道路　長沼町　長沼南幌道路測量調査外一
連業務

7,590,000 5,930,000

令和3年7月15日 千歳道路事務所 千歳道路事務所管内　測量調査業務 8,050,000 6,300,000

令和3年7月15日 本部 千歳道路事務所管内　地質調査業務 6,440,000 5,190,000

令和3年7月15日 本部 一般国道２３１号　石狩市　法面地質調査業務 8,480,000 6,780,000

令和3年7月16日 本部
豊平川砂防事業の内　オカバルシ川２号ダム外用地測量
業務

7,160,000 5,690,000

令和3年7月16日 本部 夕張川栗沢築堤敷地確定測量業務 5,690,000 4,420,000

令和3年7月16日 本部 石狩川改修工事の内　舞鶴築堤外土地評価業務 6,410,000 5,040,000

令和3年7月19日 岩見沢河川事務所 北村遊水地農業施設周辺測量業務 9,080,000 7,120,000

令和3年7月29日 本部 一般国道４５２号　三笠市　地質調査業務 6,410,000 5,090,000

令和3年7月29日 本部 一般国道４５３号　千歳市　地質調査業務 5,840,000 4,670,000

令和3年7月29日 本部 一般国道１２号　滝川市　地質調査業務 5,100,000 4,070,000

品質確保のための取組に関する公表
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令和3年10月5日 札幌河川事務所 月寒川振動影響調査業務 6,820,000 5,300,000

令和3年10月7日 本部 一般国道２３０号　札幌市　板割沢外用地測量業務 6,470,000 5,040,000

令和3年10月8日 本部
石狩川改修工事の内　幾寅右岸築堤外用地調査等業
務

4,760,000 3,740,000

令和3年10月11日 岩見沢農業事務所 幌向川二期地区　導水幹線用水路外数量計算業務 8,570,000 6,820,000

令和3年10月14日 本部
一般国道２３０号　札幌市　石山通山鼻電線共同溝
設置用地調査等業務

6,230,000 4,890,000

令和3年10月15日 豊平川ダム統合管理事務所 堰堤維持の内　豊平峡ダム管理用道路地質調査業務 6,530,000 5,200,000

令和3年10月19日 夕張川ダム総合管理事務所
堰堤維持の内　夕張シューパロダム気象環境調査業
務

8,670,000 6,920,000

令和3年10月28日 本部
幾春別川総合開発事業の内　熊追発電所敷地外用地
測量業務

6,730,000 5,320,000

品質確保のための取組に関する公表
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令和4年3月3日 本部
一般国道４５１号　新十津川町　地質調査外一連業
務

7,190,000 5,700,000

品質確保のための取組に関する公表


