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土木　A 山村強靭化林道久遠線法面改良工事 令和3年6月17日 池内建設㈱ 令和3年6月21日 令和3年6月21日 令和3年12月10日 88

土木　A 河川埋塞土除去工事その２ 令和3年12月9日 真下建設㈱ 令和3年12月10日 令和3年12月10日 令和4年3月22日 84

土木　A 河川埋塞土除去工事その３ 令和3年12月9日 ㈱出口組 令和3年12月9日 令和3年12月9日 令和4年3月8日 92

土木　A 河川埋塞土除去工事その４ 令和3年12月9日 ㈱賀集建設 令和3年12月14日 令和3年12月14日 令和4年3月22日 86

土木　B 桜川改修工事 令和3年7月8日 ㈱加渡土建 令和3年7月12日 令和3年7月12日 令和4年2月4日 88

土木　B 林業専用道（規格相当）セブ沢南泉線開設工事 令和3年7月29日 ㈱伊藤組 令和3年7月30日 令和3年7月30日 令和4年2月21日 85

土木　B 本町本桐線改良舗装工事 令和3年8月19日 ㈱三浦興産 令和3年8月24日 令和3年8月24日 令和3年12月30日 89

土木　B 中野３丁目１３号線改良舗装工事 令和3年8月19日 ㈱志賀建設 令和3年8月20日 令和3年8月20日 令和3年11月30日 90

土木　B 本町海岸線改良舗装工事 令和3年9月2日 ㈱坂本建設 令和3年9月7日 令和3年9月7日 令和3年12月20日 89

土木　B 旭２丁目９号線改良舗装工事 令和3年9月2日 ㈱ニッケン 令和3年9月3日 令和3年9月3日 令和3年11月30日 88

土木　B 静内柏台団地公営住宅等建設外構工事その２ 令和3年9月28日 ㈱海馬澤組工業 令和3年9月29日 令和3年9月29日 令和3年12月27日 90

土木　B 田原１６号線改良舗装工事 令和3年10月7日 三嶋建設㈱ 令和3年10月14日 令和3年10月14日 令和3年12月30日 76

土木　C 静内柏台団地公営住宅等建設外構工事その１ 令和3年4月28日 ㈱山下産業 令和3年4月30日 令和3年4月30日 令和3年7月16日 87

土木　C シベチャリチャシ跡環境整備工事 令和3年8月19日 ㈲下河原建設 令和3年8月23日 令和3年8月23日 令和3年12月7日 89

土木　C 山手小学校グラウンドフェンス移転工事 令和3年10月19日 山下建設㈱ 令和3年10月20日 令和3年10月20日 令和3年12月21日 90

建築　A 静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その１ 令和3年6月3日 藤沢・伊藤経常建設共同企業体 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和3年11月30日 89

建築　A 静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その２ 令和3年6月3日 池内・マルサン特定建設工事共同企業体 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和3年11月30日 89

建築　A 静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その３ 令和3年6月3日 真下・富岡経常建設共同企業体 令和3年6月22日 令和3年6月22日 令和3年11月30日 92

建築　A 静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その４ 令和3年6月3日 幌村・静内産業特定建設工事共同企業体 令和3年6月22日 令和3年6月22日 令和3年11月30日 92

建築　B 静内清水丘団地公営住宅屋根葺替・外壁等塗装工事 令和3年4月28日 三嶋建設㈱ 令和3年5月10日 令和3年5月10日 令和3年8月13日 87

建築　C 三石スポーツセンター外壁防水改修工事 令和3年6月3日 ㈱岡本組 令和3年6月4日 令和3年6月4日 令和3年9月8日 88

電気 静内柏台団地公営住宅等建設電気設備工事その１ 令和3年6月17日 ㈲伊藤電気 令和3年6月21日 令和3年6月21日 令和3年11月30日 89

電気 静内柏台団地公営住宅等建設電気設備工事その２ 令和3年6月17日 中村電気　代表　中村頼和 令和3年6月21日 令和3年6月21日 令和3年11月30日 91

電気 体育館照明設備更新工事 令和3年8月19日 ㈱錦戸電気静内支店 令和3年8月23日 令和3年8月23日 令和3年10月18日 89

管 静内地区検査期間満了量水器取替修繕工事１工区 令和3年4月15日 ㈱長嶺設備工業 令和3年4月16日 令和3年4月16日 令和3年9月24日 86

管 静内地区検査期間満了量水器取替修繕工事２工区 令和3年4月15日 ㈱日高設備 令和3年4月16日 令和3年4月16日 令和3年7月26日 86

管 静内地区検査期間満了量水器取替修繕工事３工区 令和3年4月15日 ㈲伊藤配管設備 令和3年4月16日 令和3年4月16日 令和3年9月8日 86
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管 三石地区検査期間満了量水器取替修繕工事 令和3年4月15日 ㈱エイチツーオー北海道 令和3年4月16日 令和3年4月16日 令和3年7月27日 84

管 静内温泉ヒートポンプ取替工事 令和3年4月28日 ㈱道南 令和3年4月30日 令和3年4月30日 令和3年9月2日 88

管 みついし昆布温泉蔵三自動制御設備修繕工事 令和3年4月28日 ㈱長嶺設備工業 令和3年4月30日 令和3年4月30日 令和3年7月30日 88

管 三石地区消火栓更新工事 令和3年5月20日 ㈱エイチツーオー北海道 令和3年5月21日 令和3年5月21日 令和3年6月29日 81

管 静内柏台団地公営住宅等建設機械設備工事その１ 令和3年6月17日 ㈱日高設備 令和3年6月18日 令和3年6月18日 令和3年11月30日 91

管 静内柏台団地公営住宅等建設機械設備工事その２ 令和3年6月17日 ㈲伊藤配管設備 令和3年6月18日 令和3年6月18日 令和3年11月30日 91

管
総合ケアセンター大規模改修工事
（空気調和設備改修） 令和3年8月19日 ㈱道南 令和3年8月20日 令和3年8月20日 令和4年2月17日 88

管 静内青柳町団地公営住宅給水ポンプ交換修繕工事 令和3年9月2日 ㈲伊藤配管設備 令和3年9月3日 令和3年9月3日 令和3年12月2日 88

管 議場空気調和設備改修工事 令和3年11月25日 ㈱道南 令和3年11月26日 令和3年11月26日 令和4年3月23日 88

舗装 旧国道線舗装改修工事 令和3年10月19日 不二建設㈱ 令和3年10月21日 令和3年10月21日 令和3年12月20日 90

塗装 三石緑ヶ丘団地公営住宅外部塗装工事 令和3年4月28日 早川塗装　代表　早川保光 令和3年4月30日 令和3年4月30日 令和3年7月19日 88

塗装 区画線工事 令和3年5月20日 北海道ライナー㈱ 令和3年5月25日 令和3年6月1日 令和3年8月20日 84
機械器具
設置工事 公民館大規模改修工事（エレベーター更新） 令和3年6月3日 ㈱日立ビルシステム北海道支社 令和3年6月9日 令和3年6月9日 令和3年11月26日 89
機械器具
設置工事 三石地区取水施設更新工事 令和3年6月17日 新栄クリエイト㈱ 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和4年2月16日 79
機械器具
設置工事

三石地区マンホールポンプ所改築工事その１
（漁港・曙橋ＭＰ） 令和3年7月29日 新栄クリエイト㈱ 令和3年8月3日 令和3年8月3日 令和4年1月20日 85

機械器具
設置工事

三石地区マンホールポンプ所改築工事その２
（港町ＭＰ） 令和3年8月19日 新栄クリエイト㈱ 令和3年8月24日 令和3年8月24日 令和4年1月20日 85

水道施設
工事 簡易水道配水施設更新工事 令和3年6月3日 ㈱道南 令和3年6月24日 令和3年6月24日 令和4年1月14日 91
水道施設
工事 水道管路耐震化等推進事業老朽管更新工事 令和3年6月17日 ㈱日高設備 令和3年6月18日 令和3年6月18日 令和3年10月20日 89
水道施設
工事 静内地区消火栓更新工事 令和3年7月8日 ㈱長嶺設備工業 令和3年7月9日 令和3年7月9日 令和3年9月21日 85
水道施設
工事 真沼津川改修工事に伴う配水管移設工事 令和3年7月8日 ㈱エイチツーオー北海道 令和3年7月9日 令和3年7月9日 令和3年10月29日 90
水道施設
工事 町道対策配水管新設等工事 令和3年7月29日 ㈱長嶺設備工業 令和3年7月30日 令和3年7月30日 令和3年11月30日 82
水道施設
工事 簡易水道老朽管更新工事その１ 令和3年8月19日 ㈱エイチツーオー北海道 令和3年8月20日 令和3年8月20日 令和4年1月7日 79
水道施設
工事 簡易水道老朽管更新工事その２ 令和3年9月2日 ㈱道南 令和3年9月3日 令和3年9月3日 令和4年1月19日 88

解体 静内柏台団地公営住宅解体工事 令和3年6月3日 ㈱マルニ中村工務店 令和3年6月7日 令和3年6月7日 令和3年8月6日 87

解体 旧川合小学校校舎解体工事 令和3年6月17日 三嶋建設㈱ 令和3年6月23日 令和3年6月23日 令和3年9月24日 88

解体 山手小学校教職員住宅解体工事 令和3年9月2日 ㈱やまやす産業 令和3年9月3日 令和3年9月3日 令和3年10月18日 88
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