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平成２８年度　建設事業一覧

1111 千円千円千円千円

2222 千円千円千円千円

3333 千円千円千円千円

4444 千円千円千円千円

5555 千円千円千円千円

6666 千円千円千円千円

7777 千円千円千円千円

千円千円千円千円

8888 千円千円千円千円

9999 千円千円千円千円

千円千円千円千円

10101010 千円千円千円千円

千円千円千円千円合合合合 計計計計 5,810,5065,810,5065,810,5065,810,506

小小小小 計計計計 2,740,3612,740,3612,740,3612,740,361

各各各各 種種種種 団団団団 体体体体 等等等等 事事事事 業業業業 318,007318,007318,007318,007

北北北北 海海海海 道道道道 事事事事 業業業業 1,190,9341,190,9341,190,9341,190,934

測測測測 量量量量 ・・・・ 調調調調 査査査査 ・・・・ 設設設設 計計計計 246,264246,264246,264246,264

小小小小 計計計計 2,752,1382,752,1382,752,1382,752,138

医医医医 療療療療 ・・・・ 保保保保 健健健健 ・・・・ 福福福福 祉祉祉祉 施施施施 設設設設 133,487133,487133,487133,487

上上上上 ・・・・ 下下下下 水水水水 道道道道 泉泉泉泉 源源源源 施施施施 設設設設 520,754520,754520,754520,754

国国国国 直直直直 轄轄轄轄 事事事事 業業業業 1,549,4271,549,4271,549,4271,549,427

住住住住 宅宅宅宅 ・・・・ そそそそ のののの 他他他他 施施施施 設設設設 540,233540,233540,233540,233

文文文文 教教教教 施施施施 設設設設 175,440175,440175,440175,440

区 分 事 業 費

道道道道 路路路路 ・・・・ 公公公公 園園園園 ・・・・ 災災災災 害害害害 復復復復 旧旧旧旧 1,087,7801,087,7801,087,7801,087,780

農農農農 業業業業 施施施施 設設設設 48,18048,18048,18048,180                                                                



　1.道路・公園・災害 （単位：千円）

道路改良　Ｌ＝140ｍ、舗道　Ｌ＝145ｍ、　Ｗ＝4.0（5.5）ｍ

道路土工、法面工、排水構造物工、舗装工、区面線工、

構造物撤去工　各一式

道路改良　Ｌ＝200ｍ、　舗装　Ｌ＝195ｍ

道路土工、法面工、排水構造物工、構造物撤去工、

路盤工、舗装工　各一式

（第2工区）

道路改良・舗装　L=177.15m　w=4.0m

道路土工、法面工、排水構造物工、構造物撤去工、仮設工、

舗装工、区画線工、道路付属物工　各一式

（第３工区）

道路改良・舗装　Ｌ＝160.0ｍ　Ｗ＝4.0ｍ

駐車場工　Ａ＝1,092㎡、

道路土工、法面工、排水構造物工、舗装工、縁石工、

区画線工、道路付属物工　各一式

実測線測量及び道路実施設計 3,888

道路改良　Ｌ＝290ｍ、舗装　Ｌ＝275ｍ　Ｗ＝6.0ｍ

道路土工、法面工、排水楮物工、区画線工、道路付属工、

舗装工、構造物撤去工　各一式

道路改良・舗装　Ｌ＝270ｍ

道路土工、舗装工、仮設工　　　各一式

道路改良・舗装　Ｌ＝250ｍ

道路土工、舗装工、区画線工、構造物撤去工、

仮設工　各一式

橋面防水・舗装　Ａ＝1,660㎡

伸縮装置補修　24ｍ

木柵防護柵　Ｌ＝549ｍ

防護柵工、舗装工、構造物撤去工　各一式

災害復旧延長　Ｌ＝70ｍ（右岸）

連節ブロック工　Ａ＝515㎡

測量調査設計業務 1,048

18,890

普通河川左股沢川河川災害

復旧工事

17,842

11

白金美瑛線　歩道防護柵改修工

事

23,955 23,955

白金十勝岳線　道路改良舗装工

事

27,422 27,422

10

(交付金）

中央通り線　緑橋補修工事

20,045 20,045

12

7

赤羽下宇莫別線　道路改良舗装

工事

28,145 28,145

8 美沢１５線　道路改良舗装工事 6,686 6,686

9

6

（交付金）

美園村山線　道路改良舗装工事

（第１工区）道路改良　W＝5.5（7.5）m

改良舗装　L=140m

道路土工、法面工、舗装工、構造物撤去工、仮設工

各一式

104,966

18,295

27,087

30,359

4 横牛中宇莫別線　道路舗装工事

道路舗装　L=265.86m　道路土工、舗装工、区画線

工、　　仮設工　各一式

6,318 6,318

5

(交付金）

北瑛旭第６線　道路改良舗装工

事

40,360 40,360

2 （交付金）

美沢１７線　道路改良舗装工事

（第１工区）

道路改良舗装　L=253m　w=6.0m

道路土工、法面工、排水構造物工、標識工、道路付

属施設工、構造物撤去工、舗装工　　各一式

35,004 34,560

3

新区画明治線　道路改良舗装工

事

19,012 18,825

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費

左のうち工

事請負費

1

（交付金）

朗根内上俵真布線　道路改良舗

装工事

道路改良舗装　w=2.75m

改良　L＝620m

舗装　L＝620m

土工、法面工、擁壁工、路盤工、舗装工、道路付属

施設工、構造物撤去工　各一式

39,107 39,107

1.道路・公園・災害3Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



　1.道路・公園・災害 （単位：千円）

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費

左のうち工

事請負費

復旧延長　Ｌ＝２８．５ｍ

コンクリート擁壁工（重力式）Ｌ＝２０ｍ、Ｖ＝３０１㎥

（仮道第１工区）　SP4498.30～ＳＰ4576.36

道路改良舗装　Ｗ＝5.5（6.5）ｍ

工事区間　Ｌ＝78.06ｍ

工事区間　ＳＰ4498.30～ＳＰ4576.36

（仮道第2工区）

道路改良舗装　Ｗ＝5.5（6.5）ｍ

工事区間　Ｌ＝261.74ｍ

工事区間　ＳＰ4370.88～ＳＰ4498.30（Ｌ＝127.42ｍ）

　　　　　　　ＳＰ4576.36～ＳＰ4710.68（Ｌ＝134.32ｍ）

（旧橋解体）

下部工　Ｎ＝1基、　上部工　1径間

（下部工・護岸工）

道路土工、構造物撤去工、河川土工、

護岸基礎工、法覆護岸工、仮設工

測量調査設計 20,855

復旧延長　Ｌ＝37.5ｍ

旧橋撤去（鋼橋）　Ｌ＝14.1ｍ、Ｗ＝4.0ｍ

下部撤去　Ｎ＝1基

復旧延長　Ｌ＝31.2ｍ

旧橋撤去（ＰＣＴ桁橋）　Ｌ＝31.2ｍ、Ｗ＝25.5ｍ

下部撤去（逆Ｔ式橋台）　Ｎ＝１基

用地杭復元測量及び支障木調査業務 507

（第１工区）

公園改修工事　一式

敷地造成工、雨水排水設備工（地下排水　Ｌ＝665ｍ）

グラウンド・コート舗装工（クレイ舗装　Ａ＝3,335㎡ほか）

構造物撤去工、仮設工　　　　　各一式

（第２工区）

公園改修工事　一式

敷地造成工、構造物撤去工、移植工、雨水排水設備工、

園路広場整備工、修景施設整備工、仮設工　各一式

スタンド改修実施設計 989

公園改修工事　一式

園路広場整備工（ＩＬＢ舗装　Ａ＝188㎡ほか）

サービス施設整備工（ステージ観覧席　Ｎ＝1箇所）

管理施設整備工（転落防止柵　Ｌ＝23ｍ）

（ステージ改修）

スロープ取付工事、ステージ左官工事、

璧面洗浄・塗装工事、金物工事、

転落防止柵工事　各一式

公園改修工事　一式　（ベンチＮ＝１基）　（フェンスＬ＝２８ｍほか）

敷地造成工、サービス施設整備工、管理施設整備工、

グランド・コート施設整備工　各一式

管理施設整備工（バックネットＮ＝１基）　（車止めＮ＝1基ほか）

22,980

44,043

22,820

57,596

16

町道白金美瑛線水楽橋道路災害

復旧工事

（仮設道路・旧橋解体）

32,507

2,884

13

町道阿満美瑛線一号橋　道路災

害復旧工事

12,650

2,884

12,650

14

町道朗根内上俵真布線九線橋災

害復旧工事

191,386

15

白金美瑛支線両泉橋道路災害

復旧工事（旧橋解体）

32,000

（交付金）

ことぶき公園改修工事

8,087

18

（交付金）

憩ヶ森公園改修工事

25,170

19,332

5,098

19 8,087

17

(交付金）

丸山公園改修工事

53,045

34,171

16,416

1.道路・公園・災害4Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



　1.道路・公園・災害 （単位：千円）

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費

左のうち工

事請負費

（道路附帯施設整備工事）

（第１工区）

歩道拡幅工事　Ｗ＝4.5ｍ×2　Ｌ＝80ｍ

電線地中化工事、道路土工、排水構造物工、

舗装工、構造物撤去工、縁石工、電線共同溝工　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各一式

（第２工区）

道路改良・舗装　Ｌ＝100ｍ

電線地中化工事、排水構造物工、舗装工、

構造物撤去工、縁石工、区画線工、電線共同溝工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各一式

光ケーブル移設 6,718

事業損失影響調査等業務、電線共同溝詳細設計業務 17,162

21 町道等維持補修事業 道路・橋梁・河川等維持補修 60,537 60,537

22 交通安全施設補修事業 区画線表示補修他 5,109 5,109

23 公園維持補修事業 7,918 7,918

1,087,780 843,365合　　　計

20

（交付金）

丸山通り線　道路改良舗装工事

318,577

23,004附帯施設工、緑化施設工、交通信号機共架柱設置工事、

仮設信号機　　　各　一式

95,764

100,796

1.道路・公園・災害5Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



2.農業 （単位：千円）

屋上防水改修、外壁改修、給排水改修　一式

（堆肥舎修繕工事）

堆肥舎修繕　屋根修繕　122.4㎡、壁修繕　30.0㎡

牛舎　天井修繕　97.0㎡

48,180 31,774合　　　計

30,392農業技術研修センター改修工事1

3,694白金牧場堆肥舎修繕工事

左のうち工

事請負費

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費

17,7882

28,080

2.農業6Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



3.文教施設 （単位：千円）

校舎棟　RC２階建　1,244.57㎡

体育館棟　Ｓ象平屋建　695.22㎡

大規模改修

工事設計業務委託 862

175,440 174,092

111,132

5,750 5,750

小学校遊具改修工事

学校遊具更新

美瑛小学校　単列シーソー×３

美瑛東小学校　　４連ブランコ・安全柵

12,420

3,618

12,420

3,618

トイレ洋式化

１階トイレ＝27.42㎡

2階トイレ＝15.20㎡

１階トイレ（体育館）＝12.15㎡

左のうち工

事請負費

美沢小学校改修工事

合　　　計

小中学校ＬＡＮ配線工事

美馬牛小学校、明徳小中学校、美瑛東小学校、

美瑛中学校、美馬牛小学校

美瑛小学校改修工事

4 美馬牛中学校トイレ改修工事

3

5

番号 事　　業　　名 事業費

電機暖房設備更新 41,172

1

2

事　業　の　概　要

42,034

111,618

3.文教施設7Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



４．医療・保健・福祉施設 （単位：千円）

実施設計業務 5,346

133,487 125,064

117,612

2 美田へき地保育所災害修繕工事 床フロアー張替、園庭芝張替 7,833 7,452

合　　　計

左のうち工

事請負費

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費

1 保育センター増改築工事 125,654

・既存保育所内部改修工事

既存保育所内部増築工事　平屋ＲＣ造94.33㎡

渡り廊下棟増築工事　　　　　平屋RC造13.84㎡

保育センター増築工事　　　　平屋木造172.24㎡

建築主体、電気設備、機械設備工事各一式

４．医療・保健・福祉施設8Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



５．上・下水道　泉源施設 （単位：千円）

量水器交換　　２４３台（２４４台）

３条分　２２７台（２２８台）

４条分　１６台

量水器交換　　２４４台（２４３台）

３条分　２００台（２０１台）

４条分　４４台（４２台）

沈殿水ＰＨ計　１台

消火栓単口取替　５基

本町１丁目、３丁目、４丁目

中町４丁目、南町４丁目

仮設配管ＰＰ　φ５０　∑Ｌ＝７０６．４ｍ

ＰＰφ５０　Ｌ＝１７６．６ｍ×４系統

双葉配水管池築造工　建築面積　９３．６９㎡　場内配管一式

場内整備工　一式

既設撤去工　一式

ポンプピット築造工

建築面積　２３．００㎡ポンプ設備機械工　一式

電機計装工　一式

管路工

φ５０Ｌ＝５６．８４ｍ、φ７５Ｌ＝３９０．９０ｍ

給水分岐工　２箇所

第１号接合井建替工、建築面積　１２．００㎡

第２号接合井建替工　建築面積　１７．２５㎡

第８号接合井建替工　建築面積　１２．００㎡

場内整備工、既設撤去工、各接合井毎　一式

電気計装設備工事　一式

双葉配水池・第２接合井計装盤・配水流量計・

液位伝送器他

仮設配管ＰＰ　φ５０　∑Ｌ＝５，２５０．０ｍ

導水管仮設ＰＰ　φ５０　Ｌ＝３５０．０ｍ×１２

系統送水管仮設ＰＰ　φ５０　Ｌ＝３５０．０ｍ×３系統

管路工　∑Ｌ＝３６４．２ｍ

ＤＣＩＰ　φ１５０　Ｌ＝１２．１ｍ　ＶＰφ１５０　Ｌ＝３３７．１ｍ

ＶＰ　φ７５　Ｌ＝１５．０ｍ

5 平和地区送水管仮設工事 2,863 2,863

6 双葉配水池建替工事 54,748 54,748

3 本町地区浄水場ＰＨ計更新工事 2,592 2,592

4 消火栓更新工事 3,359 3,359

1 量水器取替工事（その１） 4,245 4,245

2 量水器取替工事（その２） 3,993 3,993

20,736 20,736

12,122 12,122

44,794

8,424

7

8

配水管新設工事

（美園村山線）

20,520

4,817

20,520

4,817

配水管新設工事

（村山美田ポンプ室）

12

本町・白金地区バイパス配管

新設工事

8,424

双葉配水池・平和地区接合井電

気計装設備工事

9 平和地区接合井建替工事 44,794

10

11

本町地区導水管及び白金地区

送水管仮設工事

左のうち工

事請負費

事業費番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要

５．上・下水道　泉源施設9Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



５．上・下水道　泉源施設 （単位：千円）

左のうち工

事請負費

事業費番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要

取水渠資材復旧

取水施設躯体復旧

∑Ｌ＝１８２．２ｍ

ＤＣＩＰ　φ１５０　Ｌ＝１８２．２ｍ

∑Ｌ＝４４０．０ｍ

導水管ＤＣＩＰφ２５０　Ｌ＝２１４．１５ｍ　

送水管ＤＣＩＰφ１５０　Ｌ＝２１６．１ｍ

推進工、排泥、仮設道路、仮設撤去

(建築主体）

本体　鉄骨造　平屋建て　落雪屋根

建築面積911.81㎡　延べ面積　854.15㎡

建築主体工事一式　躯体工事（杭及びコンクリート躯体

の一部、主体鉄骨）屋根工事

（外構工事）

建物廻り造成・法面工、町道擦付部路盤　表層厚3cm、

上層路盤厚5cm、下層路盤厚20cm、凍上抑制層62cm、

町道擦付部、横断管・側溝・桝、素堀側溝整備・横断管

・桝、建物内汚水排水、支障物撤去（樹木・側溝等）

（下水汚泥コンポストヤード整備工事監理業務）
2,160

発酵促進剤添加装置及び電源制御盤設置、附属

設備（製造物製作、据付、下部支柱、歩廊、階段、

ピット蓋）設置

（下水道事業計画変更業務） 6,480

520,754 510,628

14 平和地区送水管災害復旧工事

23,966 23,966

8,9758,975

13 本町地区取水施設災害復旧工事

15

本町地区導水管・白金地区送水

管災害復旧工事

165,564 165,564

124,402

7,884

117,332

3,694

下水汚泥コンポストヤード

整備工事

16

14,634

合　　　計

17

美瑛下水処理場発酵促進剤添加

器設置工事

５．上・下水道　泉源施設10Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



６．住宅・その他施設 （単位：千円）

（外構工事）

敷地造成工、擁壁工、構造物撤去工、　

雨水排水設備工、園路広場整備工、

サービス施設整備工、管理施設整備工

（展示施設設備工事）

床地図設備整備工、大型モニター保護設備整備工、

パネル展示設備整備工

（環境整備工事）

敷地造成工、構造物撤去工、電気設備工、

園路広場工、サービス施設整備工、管理施設整備工、

建築設備組立設置工

（情報通信設備工事）

ネットワーク構築工事

戸別受信機整備　1,550台

戸別受信機整取付1,550台

ダイポール型アンテナ取付　40式

小看板（750mm×500mm）17箇所設置

大看板（1200mm×600mm）12箇所設置

役場庁舎他１１か所に係る情報配線工事　一式

変圧器２台、LBS３台等改修工事

有線マイクロホン　５１台

ドーム型カラーカメラ　２台

カメラ・マイク制御システム　一式

ワイヤレスマイク　１本

ジオパーク整備工事一式

サービス施設整備工一式

（解説版　N=6基）

北町団地２－１号棟建設　　木造２階建て

建築面積　　共同住宅棟　173.18㎡、

　　　　　　　　物置棟　12.96㎡

延床面積　　共同住宅棟　328.90㎡

　　　　　　　　物置棟　12.96㎡

建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事　各一式

昭和４４年度建設　ドリゾール造１棟４戸共同住宅

延べ面積　165.00㎡

アスベスト定性・定量調査 1箇所（ドリゾール）

ガスホルダー塗装工事　239.7㎡

ガスタンク水槽内壁防食工事　124.6㎡

3,230 3,2308

9

浄化センター

消化ガスタンク改修工事

指定緊急避難場所サイン整備工

事

3

事　業　の　概　要

6

5

議事堂音響設備更新工事

（平成２７年度繰越明許）

ジオパークサイン整備工事

庁舎受電設備変圧器等改修工事

（平成２７年度繰越明許）

2

左のうち工

事請負費

事業費

227,3451

6,858

25,380

9,180

番号 事　　業　　名

8,964

5,940 5,9404

インターネットワークLAN工事

（平成27年度繰越明許）

2,862

十勝岳望岳台防災施設整備工事

（平成２７年度繰越明許）

77,76077,760

防災行政無線（デジタル同報系）

整備

8,964

北町団地２－１号棟建設工事7 98,846

10,368

憩団地解体工事

10,368

12,302

9,526 9,526

98,820

16,082

3,780

６．住宅・その他施設11Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



６．住宅・その他施設 （単位：千円）

事　業　の　概　要

左のうち工

事請負費

事業費番号 事　　業　　名

案内サイン整備工事

サービス施設整備工　一式

（その２）

案内サイン整備工事　一式

（案内サイン　Ｎ＝4基）

駐車場改修工事　一式

広場整備工　一式

敷地整備工、植栽基盤工、植栽工、

園路広場整備工（ＩＬＢ舗装Ａ＝165㎡ほか）

修景施設整備工（花壇Ｎ＝3基ほか）

サービス施設整備工（ベンチＮ＝4基）

建築施設組立設置工（パーゴラＮ＝１基）、仮設工、

構造物撤去工、給水設備工（散水線Ｎ＝１基）

汚水排水設備工（公設桝Ｎ＝１基）

電気設備工（分電盤Ｎ＝１基）

木造平屋建

建築面積　204.80㎡、延面積　194.40㎡

建築主体工事、電気設備工事、、機械設備工事　各一式

540,233 355,830

13 道路維持資材庫建設工事 31,055 29,743

本町地区商店街駐車場改修工事

10 中心街地案内サイン整備工事

合　　　計

30,13212 30,132

11

本通りポケットスペース整備工事

4,914

8,424 8,424

7,647

12,561

６．住宅・その他施設12Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



７．測量等委託 （単位：千円）

町有地現況及び分筆測量調査

A=0.148k㎡

３級基準点　４点、　４級基準点　１３点

空家等の実態調査及び計画策定に向けた取組

方針・目標設定の素案作成

・木造（道産材の使用）平屋建

・法令上の諸条件の調査

・敷地周辺状況の調査、配置、平面計画等の作成

・工事施工に係る協議等の協力等

白金エリア周辺環境基本設計業務　一式

改修設計　一式

法令上の諸条件の調査、実施設計のための基本

事項の確定、実施設計図書の作成、概算工事費

の検討　等

条件整理及び協議

法令上の諸条件の調査、基本設計図書の作成

上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調

査及び関係機関との打合せ、ボーリング調査等

下水汚泥コンポストヤード整備工事の建築管理

公共下水道全体計画、事業計画変更業務、

下水道維持管理計画に向けた課題整理

研修センター内の研修室を改修し、畜産加工室

を整備するための設計業務

調査面積　18ha　、　設計面積　18ha

災害復旧測量調査設計　一式

町道朗根内上俵真布線　九線橋　Ｌ＝29.4ｍ

PCポステンT桁橋　L=29.4ｍ、W=9.5m

下部工（逆T式橋台）　N=1基

災害復旧測量調査設計　一式

置杵牛川向１号線一号橋　L=53.6ｍ

置杵牛川向2号線一号橋　L=54.6ｍ

災害復旧測量調査設計　一式

置杵牛協英線堰堤橋　L=26ｍ

白金美瑛線白滝橋　L=60ｍ

20

美瑛町農地災害復旧事業に係る調査測量業

務

9,699

23

置杵牛協英線　堰堤橋他１箇所災害復旧測量

調査設計業務委託

810

21

朗根内上俵真布線　九線橋災害測量調査設

計

20,855

22

置杵牛川向１号線一号橋他１箇所　災害復旧

測量調査設計業務委託

1,317

1 町有地現況及び分筆測量調査業務 5,076

2 美瑛町空き家等対策計画策定業務 2,668

4 美瑛小学校改修工事設計業務委託 追加実施設計 862

1,026

農業義技術研修センター畜産加工室設計業

務

11

白金インフォメーションセンター増築工事

実施設計業務

4,860

事　業　の　概　要

8 下水汚泥コンポストヤード整備工事監理業務 2,160

7

5,940

3 保育センター増改築実施設計業務

4,482

5,346

14

旭千代ヶ岡線　実測線・用地確定測量及び道

路実施設計業務

実測線測量　L=0.6㎞、道路実施設計　L=0.6㎞、

用地確定測量　L=0.6㎞

10 新規就農者技術習得管理施設実施設計業務 7,992

道路環境調査　地盤変動影響調査

新規就農者技術習得管理施設実施設計　　一式

事業費

12

美園村山線　実測線測量及び道路実施設計

業務

道路設計　L=350.0ｍ、路盤測量　Ｌ＝350.0m 3,888

町民プール建設基本設計業務

5 白金エリア周辺環境基本設計業務

6,480

6

近接目視点検　４８橋 34,020

13

9,990

11,438

16 丸山公園スタンド改修実施設計業務

設計図面、設計内訳書、見積調書、数量調書、

構造計算書　各一式

18 丸山通り線　電線共同溝詳細設計業務

番号 事　　業　　名

9 下水道事業計画変更業務

17 丸山通り　事業損失影響調査業務

15 道路橋定期点検業務

本通地区流雪溝伝送設備更新実施設計業務

電線共同溝詳細設計　L=0.49㎞（0.245㎞×2）

19

美瑛町本通地区流雪溝設備更新計画実施業

務

4,320

旭美瑛線　実測線・用地確定測量実施設計業

務

実測線測量　L=1.0㎞、道路実施設計　L=1.0㎞、

用地確定測量　L=1.0㎞

25,553

5,724

989

７．測量等委託13Ｐ



７．測量等委託 （単位：千円）

事　業　の　概　要 事業費番号 事　　業　　名

橋梁　２件（水楽橋、九線橋）

（その２）

橋梁　２件（両泉橋、阿満１号橋）

道路　３件（阿満美瑛線３件）

災害復旧

道路測量　３ヶ所

橋梁測量　１ヶ所

災害復旧

道路設計業務　３ヶ所

橋梁護岸設計業務　１ヶ所

災害復旧

災害復旧測量調査（道路）　L=310ｍ

一般構造物設計（法面工）１箇所

地質調査（一般）　一式

災害復旧測量調査　一式

災害復旧測量査定写真撮影・収集・整理　一式

災害復旧工事設計　一式

用地測量、立木調査（国有林）

路線測量、河川測量、災害復旧測量調査、

直接調査費、道路設計、災害復旧工事設計、

橋梁設計　各一式

配水管及びポンプ室新設工事に係る実施設計

Ｌ＝400.0ｍ」

管路設計　Ｌ＝３４０．０ｍ

管路測量　Ｌ＝１７０．０ｍ

※ 59,297

差引 246,264

31

美園村山線（デッカ跡地）配水管新設実施設

計業務

4256

32 水道管災害復旧工事実施設計業務 10,152

29

白金美瑛線　水楽橋用地杭復元測量及び支

障木　調査業務

507

25 町道阿満美瑛線　災害復旧測量調査業務 13,587

26

30

白金美瑛線　水楽橋他１箇所災害復旧測量調

査　設計業務

70,319

27

白金美瑛線　道路法面災害復旧測量調査設

計業務

10,325

28 左股沢川　災害復旧測量調査設計業務 1,048

町道阿満美瑛線　災害復旧設計業務 9,763

24 災害復旧工事積算資料作成業務

5,778

4,331

合　　　計 305,561

７．測量等委託14Ｐ



８．国直轄事業 （単位：千円）

旭川開発建設部

石狩川砂防事業 （小計） 710,769

石狩川砂防事業 （小計） 435,829

環境整備事業（河川） （小計） 33,696

災害復旧事業（河川） （小計） 231,423

一般国道４５２号（道路） 8,024

6

石狩川砂防事業の内

美瑛川８号堰堤下流護岸復旧工

事

8,284

工事延長　Ｌ＝555.20ｍ、掘削工　Ｖ＝260㎥、

盛土工　Ｖ＝140㎥、舗装工　Ａ＝1,940㎡

大型土のう設置　Ｎ＝200袋、盛土工　Ｖ＝900㎥

5

石狩川砂防事業の内

ブロック堰堤越流部応急復旧工事

工事延長　Ｌ＝70ｍ、袋型根固め工　Ｎ＝500袋、

盛土工　Ｖ＝300㎥、盛砂利工　Ｖ＝200㎥

29,894

事　業　の　概　要 事業費番号 事　　業　　名

4

石狩川砂防事業の内

美瑛川外砂防施設管理工事

44,528

11

石狩川環境整備事業の内

美瑛川上流管理用通路舗装工事

工事延長　Ｌ＝４４．２９ｍ、コンクリートＶ＝８８㎥、護岸工Ａ＝６

５０㎡

33,696

工事延長 Ｌ＝1，487．92ｍ、掘削工　Ｖ＝900㎥、

盛土工　Ｖ＝160㎥、舗装工　A=3,780㎡

33,584

9

石狩川改修附帯工事の内

西神楽第１頭首工建設第４期工事

工事延長　Ｌ＝317.71ｍ、構造物撤去工　Ｖ＝4,113㎥、

掘削工　Ｖ＝２０，１００㎥、盛土工　Ｖ＝４，４００㎥、

護岸工　Ａ＝５，５８０㎡

330,102

7

石狩川改修工事の内

美瑛川外天端舗装工事

72,143

工事延長　Ｌ＝4,668.56ｍ、掘削工　Ｖ＝1,400㎥、

盛土工　Ｖ＝730㎥、舗装工　Ａ＝11,680㎡

8

石狩川改修工事の内

辺別川河岸保護外工事

工事延長　Ｌ＝1,426.04ｍ、盛土工　Ｖ＝4,000㎥、

伐木除根工　Ａ＝33,400㎡、

49,205

1

石狩川砂防事業の内

美瑛川除石工事

工事延長　Ｌ＝86.95ｍ、掘削　Ｖ＝94,700㎥ 219,758

2

石狩川砂防事業の内

美瑛川第１号堰堤改良工事

工事延長　Ｌ＝86.95ｍ、　構造物撤去　Ｖ＝94,700㎥、

コンクリート　Ｖ＝1,316㎥

181,548

12 辺別川旭岡橋上流河岸保護工事 工事延長　Ｌ＝196.04ｍ、根固めブロック　N=900個 45,900

3

石狩川砂防事業の内

忠別川第５号床固工工事

工事延長　Ｌ＝113.44ｍ、盛土工　Ｖ＝880㎥、

コンクリート　Ｖ＝992㎥

226,757

10

石狩川環境整備事業の内

美瑛川環境整備工事

14 美瑛町　五稜改良工事

工事延長　L=1,900ｍ、排水構造物工（皿形側溝）L=443

ｍ

8,024

13

辺別川左岸北瑛地先外

護岸災害復旧工事

工事延長　L=245.00ｍ、掘削工　V=7,300㎥、

盛土工　Ｖ＝4,200㎥、護岸工　A=2,510㎡

185,523

８．国直轄事業15Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



８．国直轄事業 （単位：千円）

（小計） 129,686

 

直轄災害復旧事業（農業）

合　　　　　　計 1,549,427

15

しろがねダム堤体下流法面緊急応

急工事

土工　V＝835㎥、法面保護工（大型のう撤去）N=3,786

袋、　　　雑工一式

10,800

16

しろがねダム堤体下流法面緊急応

急対策工事

法面保護工（大型土のう撤去）N=3,787袋、

法面保護工（ブルーシート撤去）　A=26,900㎡、雑工一式

9,558

17

しろがねダム堤体挙動観測装置応

急対策工事

堤体挙動データ収録装置改造一式、監視処理装置設置一式 7,484

18 しろがね頭首工緊急復旧工事

土工（林砂池・導水路土砂撤去）　Ｖ＝628㎥、

フトンカゴ設置　L=154ｍ、左岸護岸工　52㎥

101,844

８．国直轄事業16Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



９．北海道事業 （単位：千円）

上川総合振興局

旭川建設管理部 （小計） 981,182

31,018

25,650

49,723

掘削工　L＝2,500ｍ、V=4,500㎥、

伐木工　L=2,500ｍ、A＝1,400㎡

11,275

樋門工　N=1基（自動開閉ゲート　1.0m×1.0m）、

護岸工　Ｌ＝21.2m、A=345㎡

125,928

辺別川３号砂防ダム

本堤工　Ｌ＝61m、H=7.0m、V=258㎥、

丸太柵工　L=65m、スリット工　Ｗ＝8.2m、H=4.8m、

魚道工　L=35m、W＝10.6m、V=277㎥

3

4

8

140,065

14,008

11,264

156,881

（329）旭川旭岳温泉線

防災B（地方道）工事（上忠別橋）

ポンプ制御板・発電機・水位計の補修

左折レーン設置　L=80m、W=3.0m

175,284

6 34,387

5 橋台（A1) N=1基、Ｖ＝548㎥、既設橋台解体１基

7

12

辺別川特対改修工事（冬）

事　業　の　概　要

オーバーレイ・クラック抑制舗装　L=505m、W=6.8m、

A=3,434㎡

天人峡美瑛線災害復旧工事

（花園アンダーパス）

（２１７）美馬牛神楽線

防災B（地方道）工事（上忠別橋）

路盤工　Ｌ＝1,000m

事業費番号 事　　業　　名

3,245

24,246

1

2

芦別美瑛線外　局改（簡易路盤）工

事（道責）

簡易路盤

芦別美瑛線　舗装（構造改良）工事

9

10

11

置杵牛川外特対改修工事（冬）

辺別川火山砂防工事

14

（２１７）美馬牛神楽線

防災B（地方道）工事（舗装工）

旭川旭岳温泉線

防災B（地方道）工事（上忠別橋）

（643）十勝岳温泉美瑛線

防災B（交安）工事（交差点工）

舗装工 L=1,000ｍ、W=6.0ｍ、基層（粗粒度AＳ）A=3,860

㎡

連続鋼鈑桁　265ｔ

13 辺別川火山砂防工事２工区 床固工改良　N=2基

置杵牛川応急対策工事

伐木工　L＝3,400m、　A＝3,400㎡、樋門補修　N＝1基

２８年災０７０７号置杵牛川外災害復

旧工事

復旧延長　L=357m（３本合冊）

護岸工　L=357m、A=2,400㎡

28,020

15

２８年災０７０９号置杵牛川外災害復

旧工事

復旧延長　L=459m（５本合冊）

護岸工　L=459m、A=2,873㎡

29,110

９．北海道事業17Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



９．北海道事業 （単位：千円）

上川総合振興局

事　業　の　概　要 事業費番号 事　　業　　名

産業振興部 （小計） 209,752

1,190,934

3

(H27繰越）

昭和の沢（その２）予防治山工事

流路工　137.70ｍ 21,270

掘削工　L＝2,500ｍ、V=4,500㎥、

伐木工　L=2,500ｍ、A＝14,000㎡

25,650

復旧延長　L=230m

護岸工　　L=230m、A=5,018㎡

64,410

150,012

38,470

合　　　計

18 置杵牛川特対改修工事（冬）

16 辺別川災害復旧工事

17 辺別川特対改修工事（冬）外 伐木工　L＝3,400m、　A＝3,400㎡、樋門補修　N＝1基 31,018

区画整理　22.9ha、用水路工　1,148m

農道舗装　770m

1

経営体育成基盤整備事業

（画的集積型）・朗根内地区

2

農地整備事業（通作条件（基幹農

道保全））・置杵牛第２地区

９．北海道事業18Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



10.各種団体等事業 （単位：千円）

上川中部森林管理署 （小計） 228,814

北海道農業公社上川支所 （小計） 60,810

大雪清掃組合 （小計） 0

大雪消防組合 （小計） 18,684

老人保健施設　ほの香 （小計） 9,699

318,007

87,874

15,385

3 地域防災対策総合治山事業

コンクリートブロック導流堤新設　1,660㎥（100m）

草地更新支援事業

土層改良事業　558.00ha

1,827

合　　　計

1 森林環境保全整備事業 林道新設　3,150m

4 非補助事業

地域防災対策総合治山事業

コンクリートブロック導流堤新設　1,516㎥（100m）

6 畜産担い手育成総合整備事業

事業費番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要

2 86,724

54,216

43,598

土層改良事業　9.4ha

該当なし

草地開発事業　150.48ha

5

8

老人保健施設ほの香　真空ヒー

ター更新工事

9,699鋳鉄製真空ヒーター更新（２基）

消防庁舎外壁の一部改修工事7 消防庁舎外壁タイル改修工事 18,684

10.各種団体等事業19Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



建設事業費比較建設事業費比較建設事業費比較建設事業費比較

（単位：千円）

№ Ｈ28事業費 Ｈ27事業費 増減 主な増減理由

1 1,087,780 712,195 375,585

災害復旧工事　215,029

美園村山線　道路改良舗装工事　104,966

2 48,180      48,180

農業技術j研修センター改修工事　　28,080

白金牧場堆肥舎修繕工事　　　　　　　3,694

3 175,440 724,388 △ 548,948

明徳小中学校改修工事　△48,773

地域資源活用交流施設建設工事　△376,056

4 133,487 36,677 96,810 保育センター増改築工事　　122,958

5 520,754 25,532 495,222

水道災害復旧工事　　　198,505

双葉配水池建替工事　　54,748

配水管新設工事　　　　　25,337

下水汚泥コンポストヤード整備工事　　117,332

6 540,233 792,573 △ 252,340

東町団地改修工事　　△107,363

クレー射撃場整備事業　△81,438

議事堂音響設備更新工事　△12,301

ビルケの森駐車場トイレ改修工事　△30,240

十勝岳望岳台レストハウス解体工事　△12,604

7 246,264 56,203 190,061

災害復旧測量調査設計業務　158,491

下水道事業計画変更業務　　　　6,480

白金インフォメーションセンター

増築工事実施設計業務　　　　　　5,940

2,752,138 2,347,568 404,570

8 1,549,427 1,263,470 285,957

環境整備事業（河川）　　　　33,696

災害復旧事業（河川）　　　　231,423

直轄災害復旧事業（農業）　129,686

9 1,190,934 644,353 546,581

上川総合振興局旭川建設管理部分　981,182

2,740,361 1,907,823 832,538

10 318,007 360,725 △ 42,718

上川中部森林管理署分　　　　　　88,780

北海道農業公社上川支所分　　　△9,415

大雪消防組合分　　　　　　　　　　　18,684

大雪清掃組合分　　　　　　　　　△136,846

ほの香　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,699

5,810,506 4,616,116 1,194,390

区 分

小 計

小 計

国 直 轄 事 業

北 海 道 事 業

上 ・ 下 水 道 施 設

住 宅 ・ そ の 他 施 設

測 量 ・ 調 査 ・ 設 計

道路・公園・災害復旧

農 業 施 設

文 教 施 設

医療・保健・福祉施設

合 計

各 種 団 体 等 事 業


