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平成２５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

文文文文 教教教教 施施施施 設設設設 521,244521,244521,244521,244

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 686,090686,090686,090686,090

農農農農 業業業業 施施施施 設設設設 450,952450,952450,952450,952

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 82,71082,71082,71082,710

上上上上 ・・・・ 下下下下 水水水水 道道道道 施施施施 設設設設 66,36666,36666,36666,366

国国国国 直直直直 轄轄轄轄 事事事事 業業業業 1,720,3291,720,3291,720,3291,720,329

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 541,143541,143541,143541,143

北北北北 海海海海 道道道道 事事事事 業業業業 817,539817,539817,539817,539

測測測測 量量量量 ・・・・ 調調調調 査査査査 ・・・・ 設設設設 計計計計 84,64284,64284,64284,642

小小小小 計計計計 2,433,1472,433,1472,433,1472,433,147

合合合合 計計計計 5,284,1675,284,1675,284,1675,284,167

小小小小 計計計計 2,537,8682,537,8682,537,8682,537,868

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 313,152313,152313,152313,152



　1.道路・公園・災害 （単位：千円）

光ケーブル移設 187

排水構造物詳細設計 7,067

排水流末設計及び用地確定測量 5,723

用地確定測量業務（その１） 6,531

用地確定測量業務（その2） 7,445

用地 886

補償　庭木他 1,316

光ケーブル移設 1,838

排水流末設計 1,502

用地 984

補償　水道管他 3,257

24,602

25,452

（排水流末整備工事）

排水流末　U450　L=232ｍ

　

土工、排水工

（第1工区）

道路改良　W=5.5（8.0ｍ）

改良　L=180.00ｍ

土工、法面工、排水工、路盤工、構造物撤去工、仮

設工

（交付金）

朗根内上俵真布線道路改良舗装

工事

105,270

34,640

1

（第１工区）

道路改良舗装　W=5.0（8.0ｍ）

改良　L=140ｍ、舗装　L=580ｍ

土工、法面工、路盤工、舗装工、道路付属施設工、

構造物撤去工

2

（第2工区）

道路改良舗装W=5.5（8.0）ｍ

改良L=140.00ｍ

舗装L=520.00ｍ

土工、法面工、舗装工、排水工、防護柵工、構造物

撤去工

番号

（交付金）

北瑛旭第６線道路改良舗装工事

（第2工区）

道路改良舗装　W=5.5（8.0ｍ）

改良　L=220.00ｍ

舗装　L=220.00ｍ

土工、排水工、路盤工、舗装工、道路付属施設工、

構造物撤去工

（第３工区）

道路改良　W=5.5（8.0）ｍ

改良　L=100.0ｍ

舗装　L=558.0ｍ

土工、法面工、排水工、路盤工、舗装工、道路付属

施設工、構造物撤去工

（第3工区）

道路改良舗装W=5.5（8.0）ｍ

改良L=150.00ｍ

舗装L=150.00ｍ

土工、法面工、排水工、路盤工、舗装工、構造物撤

去工

事　　業　　名 事　業　の　概　要

左のうち工

事請負費

24,990

4,043

21,630

33,327

事業費

100,150

1.道路・公園・災害1Ｐ 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

左のうち工

事請負費

事業費

光ケーブル移設 466

用地 419

補償　水道管他 2,517

30,093

道路舗装W=4.0（5.0）ｍ

舗装　L=486.75ｍ

土工、路盤工、舗装工、排水工、道路付属施設工、

構造物撤去工

9,870

道路改良舗装　W=5.5（8.0ｍ）

改良　L=178.78ｍ、舗装　L=178.78ｍ

土工、排水工、路盤工、舗装工、道路付属施設工、

構造物撤去工

21,147 21,147

道路改良舗装W=5.5（8.0）ｍ

改良L=66.41ｍ×2、舗装L=66.41ｍ×2

土工、排水工、路盤工、舗装工、道路付属施設工、

構造物撤去工

（道路改良工事）

改良L=89.3m

積みブロックA=237㎡

16,580

7

（交付金）

東町１・２丁目４号線　道路改良舗

装工事

16,275 16,275

8 横牛中宇莫別線道路舗装工事 9,870

16,6435

東町１丁目１番線・２番線　道路改

良舗装工事

3

4

（交付金）

美園村山線　道路改良事業

（美園橋橋梁工事（上部工）その2）

橋梁上部工

　橋台工

　　コンクリート25㎥

　　鉄筋SD345・D13　206ｋｇ

　　鉄筋ＳＤ345・Ｄ16～25　284㎏

（美園橋橋梁工事（上部工））

橋梁上部工

　橋長　L＝22.06ｍ

　PC中空床版桁　N＝12本

（第1工区）

道路改良舗装　W=5.5（6.75ｍ）

改良　L=113.05ｍ

舗装　L=206.05ｍ

土工、法面工、排水工、路盤工、舗装工、標識工、

道路付属施設工、構造物撤去工

（交付金）

美沢１７線道路改良工事

47,880

（第2工区）

道路改良　W=4.0（6.0）ｍ

改良　L=199.2ｍ

舗装　L=6.0ｍ

土工、法面工、カルバート工、排水工、路盤工、舗

装工、標識工、道路付属施設工、構造物撤去工

14,385

71,422

53,582

1,260

6 西町中町２丁目線排水工事

排水整備　L=484.10ｍ

鋼製排水路　L=459ｍ　雨水桝　A=8箇所

土工、路盤工、舗装工、排水工、道路付属施設工、

構造物撤去工

16,643

1.道路・公園・災害2Ｐ 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

左のうち工

事請負費

事業費

光ケーブル移設 756

補償　水道管 176

改修工事設計 3,654

調査・実施設計 7,319

道路改良舗装　W=5.0（6.0ｍ）

改良　L=310ｍ、舗装　L=310ｍ

土工、法面工、排水工、路盤工、舗装工、道路付属

施設工、構造物撤去工

36,540

37,4729 新区画明治線道路改良舗装工事

14

（交付金）

丸山公園改修工事

白金牧場線　避難路シェルター

補修工事 49,64410

屋根取替　Ａ＝39㎡

屋根補修　Ａ＝96㎡

屋根補強、腐食鉄骨補修、昇降設備タラップ2基

補修工、仮設工

45,990

12

（交付金）

旭町４丁目５番線道路改良舗装

工事

道路改良舗装W=5.5（8.0）ｍ

改良L=157.93ｍ

舗装L=157.93ｍ

土工、路盤工、舗装工、排水工、道路付属施設工、

構造物撤去工

19,079 19,079

11 環状通り線　道路改良舗装工事

道路改良舗装W=5.5（8.0）ｍ

改良　L=80.00ｍ

舗装　L=80.00ｍ

終点摺付L=35.38ｍ

土工、路盤工、舗装工、排水工、道路付属施設工、

構造物撤去工

14,711 14,711

17

美馬牛の森公園　遊歩道改修工

事

木歩道設置　L=278ｍ

既存木歩道撤去　L=284ｍ

遠路広場整備工、取壊工、仮設工

17,430 17,430

13

旭町１・２丁目２号線　歩道改修工

事

歩道改良W=1.81ｍ

改良L=102.00ｍ

3,896 3,896

（公園改修）

施設撤去工一式、電気設備工一式（LED照明1

基）、園路広場整備工（インターロッキング舗装

A=451㎡）、サービス施設工（水飲み台1基）

16,349

公園改修

　施設撤去工一式、園路広場整備工一式（インター

ロッキング舗装Ａ＝378㎡）

7,214

15

（交付金）

なかよし公園改修工事

園路広場工　A=193㎡

遊戯施設整備工　N=1基（中型遊具）

建築施設組立設置工　N=1基（四阿）

14,753 14,753

14,533

（トイレ建設）

木造平屋建29.16㎡、既存トイレ解体１棟

14,679

16

（交付金）

ことぶき公園改修工事

31,028

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

左のうち工

事請負費

事業費

23 町道等維持補修事業 道路・橋梁・河川等維持補修 48,336 48,336

24 交通安全施設補修事業 区画線表示補修他 6,267 6,267

25 公園維持補修事業 13,888 13,888

686,090 637,294

3,279

21

（第2工区）

河川改修

　ふとんかご（二重ふとんかご）L=80ｍ

河川土工、水制工、カルバート工、構造物撤去工、

仮設工

20 5,166

美馬牛大成川改修工事

（第1工区）

河川改修

　床堀り（土砂）130㎥

　環境型保全ブロック73.9㎡

河川土工、護岸工、構造物撤去工、仮設工

7,973

4,694

藤野協成川河川改修工事

合　　　計

5,166

盛土工V=43㎥、植生工A=5㎡、側溝工L=60ｍ（V-

1000）、法留工57個（大型土のう）

18 公共（イベント）広場整備工事

駐車場整備　A=3,988㎡

土工、路盤工、舗装工

4,610 4,610

19 自然環境体感公園園路整備工事

管理用通路　L=500ｍ

待避所　３箇所

土工、法面工、路盤工、構造物撤去工、仮設工

4,284 4,284

21 藤野協成線　協成橋補修工事

橋梁補修工

　伸縮継手補修L=19.8ｍ

4,363 4,363

1.道路・公園・災害4Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



2.農業 （単位：千円）

監理業務 9,398

光ケーブル移設 360

450,952 441,554

2 41,699

3,948

409,253

合　　　計

外構工事（Ｈ24繰越明許）

外構整備

土工、路盤工、舗装工、階段工、縁石工、産業廃棄

物工

9,629

外構工事その1

外構整備

土工、法面工、排水構造物工、路盤工、舗装工

28,455

小麦プロジェクト拠点施設工事

357,823

拠点施設工事（Ｈ24繰越明許）

レストラン 309.4㎡、石窯小屋　57.2㎡、宿泊棟

186.3㎡、宿泊体験研修施設　826.3㎡

41,339

1

左のうち工

事請負費

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費

（農道整備）

旭第３線　道路改良舗装工事

道路改良舗装W=4.0（6.0）ｍ

改良L=351.71ｍ

舗装L=351.71ｍ

土工、法面工、カルバート工、排水工、路盤工、舗

装工、標識工、道路付属施設工、構造物撤去工

外構工事その2

外構整備

土工、法面工、路盤工、修景壁、外灯、階段工

2.農業5Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



3.文教施設 （単位：千円）

監理業務 4,127

実施設計業務 5,513

監理業務 2,415

グラウンド改修実施設計業務 3,728

521,244 505,461合　　　計

（非常電源設備）

発電 DCA－60LSIB 燃料タンク420ℓ 1台収納庫（カ

スケードタイプ）

クレー舗装　9,510㎡

暗渠排水改修

フェンス改修

2,5207

町民センター多目的ホール「美

丘」床材補修工事

美丘ホール床材剥離部補修 A=122.4 ㎡

2,888

左のうち工

事請負費

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費

207,900

16,905

（建築主体）

校舎棟

　耐震補強　老朽改修

屋体棟

　耐震補強　老朽改修

（電気設備）

照明器具改修・・・LED照明

7,823

34,724

58,8002 58,800

82,950

耐震補強

校舎棟

　RC耐震ブレース4面、ブレキャストブロック補強壁

3面

屋体棟

　壁、屋根ブレース改修

美馬牛小学校・美沢小学校

　現況ブランコ撤去、４連ブランコ設置、４連安全柵

設置

美進小学校

　山形雲梯撤去、円形雲梯設置

2,888

教員住宅番号　05-06

教員住宅番号　06-02

合併浄化槽設置（５人槽）

5

2,751

（機械設備）

暖房設備改修

衛生器具設備改修

給水・排水設備改修他

88,200

1 美瑛東小学校改修工事 324,955

4 教員住宅浄化槽設置工事 2,751

学校遊具改修工事

美瑛小学校グラウンド改修工事

2,520

3 美瑛中学校改修工事 94,606

6 美瑛町郷土資料館解体工事

郷土資料館の解体

　RC 造２階建 延床面積A=1,336.325 ㎡

34,724

3.文教施設6Ｐ 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）

82,710 82,710

27,510

6 へき地保育所遊具改修工事 遊具改修 5,492 5,492

合　　　計

4 保育センター改修工事

左のうち工

事請負費

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要 事業費

屋上ウレタン防水改修 27,510

1 西町高齢者福祉住宅外構工事

外構工事一式

　駐車場部　Ａ＝458㎡

　連絡通路部　Ａ＝121㎡

　敷砂利部　Ａ＝472㎡

9,083 9,083

3

保健センター・いきいきセンター

外部改修工事

保健センター屋根板金修繕、ボイラー更新、フロー

リング塗装、医務室冷暖房設備、いきいきセンター

屋根外壁塗装

13,083 13,083

8,243

テラス改修、芝張替、網戸取替、トイレ便座改修、

通園センター体感遊具設置、自動制御機器更新

8,243

5 保育センター屋根改修工事

2 老人保健施設ほの香改修工事

南面外壁改修、療養室トイレ床、壁張替え

食堂ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ交換

19,299 19,299

４．医療・保健・福祉施設7Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



５．上・下水道施設 （単位：千円）

改修工事設計 2,520

66,366 63,846

事　　業　　名 事　業　の　概　要

1 北瑛配水池上屋改修工事

塗装工事　一式

板金笠木取替　一式

外壁補修　一式

取水渠資材改修

　レールW=40㎏/m、L=4.38ｍ　26本

　鋼製取水かご　162ケ

取水施設躯体改修

　上下流エプロン改修、取水渠改修

道路改良に伴う配水管布設替工

事

旭町４丁目５番線

管路工ΣL=131.40ｍ

管路工No.1 VPφ75 L=20.53ｍ、管路工No.2 VPφ

75 L=24.70ｍ、管路工No.3 VPφ75 L=56.17ｍ、道

路横断工No1 DCIPφ75 L=5.65ｍ、道路横断工

No2 DCIPφ75 L=7.05ｍ、道路横断工No3 DCIPφ

75 L=6.54ｍ、道路横断工No4 DCIPφ75 L=10.76

ｍ

分水工7箇所、既設管撤去工一式、仮設工一式

道路改良に伴う配水管布設替工

事

東町１・２丁目４号線

合　　　計

左のうち工

事請負費

事業費

3,560 3,560

番号

管路工ΣL=194.9ｍ

管路工PPφ50L=184.1ｍ

既設接続工No.1 PPφ50 L=5.0ｍ

既設接続工No.2 PPφ50 L=2.7ｍ

既設接続工No.3 PPφ50 L=3.1ｍ

分水工　２箇所　仮設工一式

4,914 4,914

4 4,452 4,452

2

道路改良に伴う配水管布設替工

事

北瑛旭第６線

（その１）

管路工ΣL=195.2ｍ　管路工No1 VPφ75 L=8.3

ｍ、管路工No2 VPφ75 L=164.7ｍ、水路横断工

DCIPφL=9.2ｍ、既設接続工PPφ50L=13.0ｍ

分水工　２箇所　仮設工事一式

5,744

2,793

（その3）

管路工ΣL=160.0ｍ

管路工　PPφ50　L=160.0ｍ

排泥工　一式

1,523

3

3,465

7 清富浄水場設備更新工事 浄水高感度濁度計　一式 2,520 2,520

4,410

8 消火栓取替工事 単口消火栓　５基 3,360 3,360

6 美瑛浄水場設備更新工事

原水濁度計取替

　自動洗浄付、表面散乱光方式

3,465

31,421

33,9419 本町地区取水施設改修工事

（その2）

管路工ΣL=138.1ｍ

管路工No.1　PPφ50　L=57.8ｍ

管路工No.2　PPφ50　L=79.3ｍ

排泥工　一式

1,428

5

道路改良に伴う配水管布設替工

事

美沢１７線

管路工ΣL=322.25ｍ

管路工　VPφ75　L=311.50ｍ

水路横断工　DCIPφ75 L=11.45ｍ

排泥工　PPφ50　L=2.5ｍ

分水工　φ75×20　１箇所

既設管撤去工　一式

4,410

５．上・下水道施設8Ｐ 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）

19,677

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要

6 旭町団地4号棟建設工事

10

8 東町団地外部改修工事

11,760

左のうち工

事請負費

事業費

7,350 7,350

14,543

41,370

1

防災資機材施設前駐車場整備工

事

駐車場整備工事 7,560 7,560

東町団地5棟20戸

塗装工事　複層塗材（外壁）、エマルジョンペイント

（軒天）、防水工事　PC板目地及び建具廻りシーリ

ング、

軒天工事　軒天ボード張替

145,950 145,950

2 非常用発電機整備工事

役場・町民センター・美馬牛小学校の非常用発電

機の整備

22,050 22,050

3

役場庁舎空調冷温水発生機整備

工事

庁舎空調冷温水発生機整備 14,343 14,343

4

美瑛町防災行政無線（デジタル

同報系）整備事業

【屋外支局・戸別受信機整備工事】

防災無線に係る屋外支局・個別受信機の整備

87,570

46,200

【簡易中継局・戸別受信機整備工事】

防災無線に係る簡易中継局・個別受信機の整備

5 旧美田小学校通路改修工事 旧美田小学校敷地内の通路改修工事 14,805 14,805

7 東町団地開口部改修工事

東町団地5棟20戸

各室内部窓取替　4ヵ所 4戸 5棟

浴室外部窓取替　1ヵ所 4戸 5棟

玄関建具取替　1ヵ所 4戸 5棟

14,543

鉄筋コンクリート造　２階建　陸屋根

延べ面積　646.17㎡

建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事

11

9 旭町団地３号棟駐車場舗装工事

駐車場　A=356.81㎡

歩　道　A=207.87㎡

植生工　A=241.96㎡

11,760

憩町団地解体工事

S41～S46　8棟30戸解体

ドリゾール造　3棟10戸

コンクリートブロック造　5棟20戸

18,186 18,186

南町団地駐車場舗装工事

改良・舗装　A=1,250.51㎡

植生工　A=283.56㎡

19,677

６．住宅・その他施設9Ｐ 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）

番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要

左のうち工

事請負費

事業費

541,143 541,143

18

木質バイオマス温水ボイラー建設

工事

木質バイオマス温水ボイラーの製造及び建屋建設 88,236 88,236

17 映画撮影用住宅基礎・断熱工事 仮設工事、基礎工事、断熱・防湿工事 3,402 3,402

21,210

16

宿泊交流施設冷暖房設備改修工

事

冷温水発生機取替一式 9,917 9,917

15

四季の情報館冷暖房設備改修工

事

冷温水発生機取替一式 21,210

合　　　計

14

中町団地整備工事

（駐車場整備工事）

舗装工事　A=2,611.08㎡

1号棟　A=298.44㎡、2.3号棟　A=1,131.71㎡

4.5号棟　A=1,180.93㎡

圧雪車格納庫建設工事

木造平屋建て　床面積　161.02㎡

建築主体工事一式、電気設備工事一式

13,314

（外構整備工事）

歩道改修工事　A=560.72㎡

1号棟　A=95.80㎡、2.3号棟　A=202.86㎡、4.5号棟

A=217.20㎡、通路　A=44.86㎡

13,314

13

テレビ受信障害対策設備撤去工

事（その２）

町内３施設（町民センター、美瑛小学校、四季の情

報館）５箇所の受信障害対策共同受信施設の撤去

12

5,166

29,925

5,166

21,263

8,662

19 丸山野球場ダグアウト改修工事

既設ダグアウト解体

　上部新設鉄骨板金ダグアウト

3,344 3,344

20 消防庁舎空調設備改修工事

消防庁舎2階事務所内空調設備

　（エアコン）取付工事

2,835 2,835

６．住宅・その他施設10Ｐ 工事請負費2,500千円以上掲載



７．測量等委託 （単位：千円）

※ 66,942

差引 84,642

合　　　計 151,584

番号 事　　業　　名

11 北瑛旭第６線　排水流末設計業務

流末排水測量・設計　Ｌ=0.09km

用地確定測量　Ｌ＝0.09km

1,502

13

原野１号線　実測線測量及び道路実施設

計業務

路線測量L=890ｍ、流末設計L=890ｍ、用

地測量一式

5,723

スタンド改修設計一式 3,885

事　業　の　概　要 事業費

既存商業施設用途変更設計、新規バイオ

ボイラー施設設計他一式

実測線測量・道路実施設計　Ｌ＝370ｍ 2,993

1 役場庁舎外壁診断調査業務 役場庁舎の外壁診断調査 4,431

2 北町団地設計業務

（基本設計業務）　4棟32戸

団地配置計画・間取り・外観・駐車場等

2,520

（1号棟実施設計）　1棟8戸

敷地周辺状況調査含む

12,390

3

美田へき地保育所新築工事実施設計業

務

建築実施設計　木造平屋建　定員30人程

度　外構実施設計

6,174

4 商業交流施設整備事業実施設計業務 15,645

5

小麦プロジェクト拠点施設工事監理業務

（Ｈ２４繰越明許）

工事監理業務一式 9,398

6 丸山通り線実施設計業務

路線測量L=600ｍ、道路詳細設計L=490

ｍ、電線共同溝詳細設計L=980ｍ

11,655

7

朗根内上俵真布線排水構造物詳細設計

業務

排水構造物修正設計　L=4.5km 7,067

12

赤羽下宇莫別線　実測線測量及び道路概

略設計業務

実測線測量L=3.62km

道路概略設計L=3.62km

2,646

8

朗根内上俵真布線排水流末設計及び用

地確定測量業務

14 白金牧場線シェルター改修工事設計委託

シェルター補修設計一式

L=131.25ｍ

3,654

15 憩ケ森公園整備設計に関する研究

憩ケ森公園のコンセプトづくり及び実施設

計

7,991

9

朗根内上俵真布線用地確定測量業務

（その１）

用地確定測量L=2.5km 6,531

10

朗根内上俵真布線用地確定測量業務

（その2）

用地確定測量L=2.0km 7,445

16 丸山公園調査・実施設計業務

測量業務　丸山公園L=0.52km

設計業務　丸山公園A=0.59ha

3,434

17 丸山公園競技場スタンド改修設計業務

18

JR富良野線横断管布設替工事設計業務

委託

管路設計L=0.02km　管路測量L=0.05km

地質調査L=5ｍ　２箇所

4,725

19

本町地区取水施設改修工事設計業務委

託

本町地区取水施設

　実施設計業務一式

2,520

20 美瑛東小学校改修工事監理業務 工事監理業務一式 4,127

21 美瑛中学校耐震補強工事監理業務 工事監理業務一式 2,415

22 美瑛中学校大規模改修実施設計業務 実施設計一式 5,513

23 旧旭小学校体育館改修工事設計業務 実施設計一式 7,623

24 美瑛中学校グラウンド改修実施設計業務

測量業務　L＝0.17㎞

設計業務　A＝3.00ｈａ

3,728

25

地域人材育成研修施設改修工事実施設

計業務

旧旭小学校改修に伴う実施設計一式 5,849

７．測量等委託11Ｐ



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） 657,805

石狩川改修事業 （小計） 1,048,034

一般国道４５２号 （小計） 14,490

1,720,329

8 西神楽第１頭首工建設工事 左岸堰柱２基、護岸・護床一式 301,644

6

旭岡橋上流右岸低水路保護外

工事

工事延長L=280ｍ、法覆護岸工A=2,751㎡、根固工N=318個 114,062

7 美瑛川上流低水路保護工事 工事延長L=921.65ｍ、法覆護岸工A=5,078㎡、根固工N=921個 245,994

工事延長L=153ｍ、法覆護岸工A=1,647㎡、根固工N=189個 57,892

5

辺別川旭橋上流低水路保護工

事

工事延長L=585ｍ、法覆護岸工A=5,604㎡、根固工N=1,035個 203,754

3 美瑛地区天端保護工事 19,457

9 辺別川右岸外低水路保護工事 105,231

工事延長L=1,800ｍ、アスファルト舗装工A=4,500㎡

工事延長L=300ｍ、法覆護岸工A=1,866㎡、根固工N=441個

4 辺別川低水路保護外工事

合　　　計

10 美瑛町　台の下舗装工事 14,490工事延長L=170ｍ、土工V=690㎥、舗装工A=765㎡

事　業　の　概　要 事業費番号 事　　業　　名

1 美瑛川除石工事 396,638

2 美瑛川第１号堰堤改築工事 261,167

掘削工V=63.5千㎥、流路護岸工A=4,969㎡

掘削工V=33.7千㎥、導流堤工V=10,100㎥

８．国直轄事業12Ｐ 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） 506,280

辺別川火山砂防工事２工区

辺別川火山砂防工事３工区

美瑛美馬牛川特対改修工事

（道債）

置杵牛川特対改修工事（道債）

上宇莫別美瑛停車場線舗装

（構造改良）工事（道債）

芦別美瑛線外交安（区画線）工

事（道債）

芦別美瑛線外局改（簡易路盤）

工事（道債）

簡易路盤

オーバーレイ

区画線

14

（９）天人峡美瑛線災害防除工

事（岩山橋補修外）（予備費）

橋面防水L=170m

（１２－２５）天人峡美瑛線防災Ｂ

（災害防除）工事（忠別大橋補

修）（補正・明許）外

塗替塗装

（６５４－１６）天人峡美瑛線外防

災Ｂ（地方道）工事外（眺湖橋橋

梁補修）

芦別美瑛線舗装（構造改良）工

事

オーバーレイ

天人峡美瑛線舗装（構造改良）

工事（道債）

塗替塗装

事　業　の　概　要 事業費番号 事　　業　　名

17,534

91,496

1

26,305

6 19,516

5 オーバーレイ

7

13 9,986

2

12

9

10

3

4

8

4,894

3,125

54,558

15,966

4,956

15,015

15

174,45811

美馬牛神楽線局改（一般改良）

工事（冬）

十勝岳温泉美瑛線外交安（自

歩道）工事

歩道打替え

辺別川火山砂防工事１工区

排水工

鋼製スリットえん堤工 1基 前庭工１式

54,432鋼製スリットえん堤工 1基

既設床固工改良N=２基

掘削工L=1610m V=3180㎥

掘削工L=130m V=260㎥ 伐木L=1.9Km A=15,700㎡

5,515

8,524

９．北海道事業13Ｐ 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） 311,259

817,539

16

経営体育成基盤整備事業（面

的集積型）

・朗根内地区

用水路工　3,147ｍ 281,931

農道舗装 670m(打換)（歩道） 29,328

基幹農道整備事業（農道保全）

・置杵牛地区

合　　　計

17

９．北海道事業14Ｐ 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） 231,798

北海道農業開発公社上川支所 （小計） 39,279

石礫破砕　0.90ha

心土破砕　80..10ha

抜排根・不陸均・耕起・施肥・播種・鎮圧　565.50hr

草地整備　3.87ha

草地整備改良　46.22ha

用排水施設　1.05ha

大雪清掃組合 （小計） 42,075

313,152

8 火格子組換工事

１号炉・２号炉乾燥帯、燃焼帯、後燃焼帯火格子のローテーション及

びエンド火格子等の一部交換

2,657

9 ＣＯ・Ｏ2分析計更新工事 １号炉用ＣＯ・Ｏ2分析計の更新 6,195

煙道更新工事

焼却施設出口フランジから煙突う内筒フランジまでのエキスパンショ

ンを含む更新

3,959

7 余熱利用空気予熱器補修工事

２号炉予熱器の下から２段目配管の交換及び下部シュート点検口修

理

5,114

13,208

4

畜産担い手育成総合整備事業

美瑛地区第１工区

26,071

5 耐火物補修工事

１号炉乾燥帯段差部及び傾斜天井部耐火物補修

２号炉乾燥帯段差部、傾斜天井部、側壁耐火物補修

24,150

95,298

136,500

事業費番号 事　　業　　名 事　業　の　概　要

合　　　計

2 十勝岳治山工事 コンクリート導流堤　１基　2,496㎥

1 望岳台沢２治山工事 コンクリート削剥防止工　４基　2,156㎥

3

非補助事業美瑛地区土層改良

工事

6

10.各種団体等事業15Ｐ 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）

№ Ｈ25事業費 Ｈ24事業費 増減 主な増減理由

1 686,090 706,598 △ 20,508

2 450,952 84,597 366,355

小麦プロジェクト拠点施設工事　409,253千円、

旭第３線道路改良舗装工事　△27,673千円

3 521,244 54,481 466,763

美瑛東小学校改修工事　324,955千円、美瑛小

学校グラウンド改修工事　58,800千円、美瑛中

学校改修工事　94,606千円

4 82,710 149,426 △ 66,716

西町高齢者福祉住宅建設工事　△133,843千

円、保育センター屋根改修工事　27,510千円、

老人保健施設ほの香改修工事　19,299千円

5 66,366 67,684 △ 1,318

6 541,143 307,400 233,743

木質バイオマス温水ボイラー建設工事　88,236

千円、中町団地整備工事　29,505千円、非常用

発電機整備工事　22,050千円、南町団地駐車

場舗装工事　19,635千円

7 84,642 62,342 22,300

北町団地設計業務　14,910千円、商業交流施

設整備事業実施設計業務　15,645千円

2,433,147 1,432,528 1,000,619

8 1,720,329 848,055 872,274

石狩川砂防事業　224,585千円、石狩川改修事

業　649,464千円

9 817,539 932,068 △ 114,529

旭川建設管理部

　道路・河川（砂防）整備事業等 △311,888千円

産業振興部

　経営体育成基盤整備事業等　197,359千円

2,537,868 1,780,123 757,745

10 313,152 57,191 255,961

上川中部森林管理署（十勝岳治山工事）

209,748千円、北海道農業開発公社上川支所

26,083千円、大雪清掃組合　20,130千円

5,284,167 3,269,842 2,014,325

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

区 分

小 計

小 計

国 直 轄 事 業

北 海 道 事 業

上 ・ 下 水 道 施 設


