
【土木系部門】

工 事 名 請 負 業 者 名 評点合計

新旭橋長寿命化（修繕）工事 花本建設株式会社 84.72

平成大橋新設（高欄工）工事 株式会社 生駒組 84.70

花咲大橋ほか長寿命化（耐震補強・修繕）工事 荒井建設株式会社 84.69

忠和６条道路線改良工事 株式会社 廣野組 84.60

東旭川町旭正表層舗装工事 花本建設株式会社 84.59

神居町富沢表層舗装工事 荒井建設株式会社 83.91

旭川空港滑走路端安全区域整備工事 新谷・橋本川島 共同企業体 83.91

神居旭山通改良工事 赤川建設興業株式会社 83.53

９条通１２～１４丁目ほか表層舗装工事 野田建設工業株式会社 83.47

西神楽３線２２～２３号表層舗装工事 荒井建設株式会社 83.32

東栄小学校外構その２工事 石田・北海道グリーン工業 共同企業体 83.05

春光台５条１１・１２丁目間１号線舗装工事 野田建設工業株式会社 83.01

平成大橋改良（取付道路工）工事 株式会社 安井組 82.90

西御料公園施設整備工事 緑建・岩戸 共同企業体 82.81

平成大橋ほか長寿命化（修繕・耐震補強）工事 株式会社 盛永組 82.56

神居旭山通改良その２工事 赤川建設興業株式会社 82.48

東旭川町忠別軽舗装新設工事 株式会社 橋本川島コーポレーション 82.48

豊岡１条２・４丁目間１号線ほか舗装工事 荒井建設株式会社 82.38

東聖橋ほか長寿命化（修繕）工事 東海産業株式会社 82.22

東光９・１０条２～３丁目ほか表層舗装工事 株式会社 橋本川島コーポレーション 82.21

花咲スポーツ公園施設整備工事 翠光園・新見産業 共同企業体 82.05

永山町９丁目ほか表層舗装工事 高橋建設株式会社 81.87

川端町１条４・５丁目間１号線舗装工事 株式会社 道北鋪道 81.76

東光スポーツ公園園路広場整備その２工事 坂田・緑 共同企業体 81.64

東光７条８丁目１号線ほか舗装工事 道路工業株式会社 旭川営業所 81.44

東光２条２・３丁目間１号線舗装工事 株式会社 道北鋪道 81.44

東光スポーツ公園施設整備その２工事 株式会社 丸藏 81.44

神楽３条通第３工区ほか改良工事 株式会社 石田兼松八興建設 81.39

東光ふれあい公園施設整備工事 翠香園・新見産業 共同企業体 81.20

旭西橋通線防護柵設置工事 株式会社 廣野組 81.10

６条通線歩道整備工事 株式会社 大川原産業 81.05

栄光橋ほか長寿命化（修繕）工事 株式会社 鈴木組 80.90

豊岡５～７条１丁目ほか軽舗装新設工事 東亜道路工業株式会社 道北営業所 80.78

神楽岡３条４丁目５号線ほか改良工事 株式会社 北開土木 80.76

神楽３条通第３工区ほか舗装工事 花本建設株式会社 80.70

川端町１条４・５丁目間１号線改良工事 株式会社 只石組 80.68

西神楽２・４線９号道路線（補正）改良工事 永大建設株式会社 80.68

神楽３条９・１１丁目間２号線改良工事 石持建設工業有限会社 80.67
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７・８条間仲通３号線改良工事 株式会社 只石組 80.64

忠和公園ジョギングコース整備工事 荒井・橋本川島 共同企業体 80.64

末広４条７・９丁目間４号線ほか舗装工事 野田建設工業株式会社 80.53

旧旭川小学校ほか１箇所施設整備工事 いずみガーデン・騎西組 共同企業体 80.49

豊岡１条２・４丁目間２号線ほか改良工事 石持建設工業有限会社 80.42

寿橋ほか長寿命化（修繕）工事 タカハタ建設株式会社 80.40

神陵公園ほか３箇所施設整備工事 株式会社 緑土興産 80.33

豊岡キキョウ公園ほか１箇所施設整備工事 株式会社 いずみガーデン 80.27

神楽岡６・７条間３丁目２号線改良工事 株式会社 大川原産業 80.26

西神楽１・２線３０号軽舗装新設工事 花本建設株式会社 80.26

秋月１条１・２丁目間４号線改良工事 永大建設株式会社 80.22

末広４条７・９丁目間４号線ほか改良工事 歌原戸田建設株式会社 80.17

西神楽４線２１・２２号軽舗装新設工事 株式会社 実光堂 80.08

大町１条３・１０丁目間２号線ほか改良工事 株式会社 北開土木 80.00

永山７・８条間１０丁目３号線改良工事 株式会社 コタニ工業 80.00

【建築系部門】

工 事 名 請 負 業 者 名 評点合計

東栄小学校増改築（Ａ）工事 廣野・畠山・東成・岸田 共同企業体 87.93

第２豊岡団地建替（２－Ａ）新築工事 橋本川島・吉宮・菅原・多東 共同企業体 87.46

東栄小学校増改築（Ｂ）工事 新谷・田中・タカハタ・石田 共同企業体 87.34

花咲スポーツ公園硬式野球場内野スタンドほか改修工事 株式会社 谷脇組 81.50

【電気・機械設備系部門】

工 事 名 請 負 業 者 名 評点合計

カムイスキーリンクス屋外照明設備改修工事 西山坂田･東洋･旭川電力 共同企業体 85.30

東栄小学校増改築衛生設備工事 飯塚・大建・落合 共同企業体 85.26

東栄小学校増改築電気設備その１工事 大東・クマザキ・東洋 共同企業体 84.47

東栄小学校増改築暖房設備工事 開成・ハローガス・北岸 共同企業体 83.90

東栄小学校増改築電気設備その２工事 第一・藤川・中央 共同企業体 83.79

東栄小学校増改築機械設備工事 丸信・川端 共同企業体 83.18

第２豊岡団地建替（２－Ａ）新築衛生設備工事 弘友・神田・大洋パイピング 共同企業体 81.36

第２豊岡団地建替（２－Ａ）新築電気設備工事 旭栄ミヤコ・天日・旭川電力設備 共同企業体 81.30

第２豊岡団地建替（２－Ａ）新築機械設備工事 エーピー・成田・昭栄 共同企業体 80.19

大有小学校暖房設備改修工事 弘友･龍後･神田 共同企業体 80.19

旭川聖苑高圧電気設備更新工事 中央電設株式会社 80.05

（評点合計は小数第２位まで表記）
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