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ロードヒーティング　　【2007年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

＜北海道＞

新千歳空港　地下道耐震対策外一連工事RH改修 千歳市 528 北海道開発局 札幌開発建設部

岩見沢道路事務所管内電気施設補修工事（新野幌歩道橋） 江別市 85 北海道開発局 札幌開発建設部

一般国道242号 遠軽町 遠軽電線共同溝ロードヒーティング設備設置外一連工事 遠軽町 701 北海道開発局 網走開発建設部

平成19年度 興部道路事務所改修工事RH 興部町 13 北海道開発局 網走開発建設部

旭名寄線交付金(改築)工事(公園通跨線橋）RH（RH盤・制御器） 名寄市 - 旭川土木現業所

小樽環状線交付金雪（ロードヒーティング）工事 小樽市 1,465 小樽土木現業所

小樽環状線交付金雪（ロードヒーティング）工事RHその2 小樽市 1,515 小樽土木現業所

根室半島線外 局改（一般局改）工事1工区（RH盤交換） 根室市 - 釧路土木現業所

別海厚岸線（B雪-8-82）交付金工事外ＲＨ 厚岸町 536 釧路土木現業所

赤平奈井江線交付金改築工事（茂尻）RH 赤平市 382 札幌土木現業所

文珠砂川線交付金交安工事2工区（北光跨線橋）RH改修 砂川市 643 札幌土木現業所

神楽3条通その2舗装工事RH 旭川市 185 旭川市役所

台町通線RH改修 旭川市 371 旭川市役所

高砂台３～５丁目ＲＨ 旭川市 298 旭川市役所

つくしヶ丘本通線RH盤事故復旧 網走市 - 網走市役所

江別駅前人道橋RH改修 江別市 94 江別市役所

小石川道路RH工事 北見市 330 北見市役所

市立釧路総合病院　増改築工事 釧路市 161 釧路市役所

北7条線（西3丁目線～国道5号間）ほか１線歩道バリアフリー歩道RH 札幌市北区 276 札幌市役所

澄川福住線（西岡1条8丁目地先ほか）ＲＨ改修電気設備工事 札幌市豊平区 230 札幌市役所

市道輪西町9条通線ＲＨ設置工事 室蘭市 813 室蘭市役所

森町公共下水道ロードヒーティング復旧 森町 296 森町役場

麻生駅他1ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ改修電気設備工事 札幌市北区 53 札幌市交通局

北12条駅エレベータ等設置電気設備工事 札幌市北区 56 札幌市交通局

大通駅ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ改修電気設備工事 札幌市中央区 56 札幌市交通局

中島公園駅避難通路等設置電気設備工事RH 札幌市中央区 62 札幌市交通局

北海道横断自動車道 新得舗装工事（十勝清水TB）RH 清水町 1,155 日本道路公団(JH)

北海道縦貫道 虻田洞爺湖ＩＣ舗装RH 洞爺湖町 780 日本道路公団(JH)

北海道縦貫道 虻田洞爺湖IC受配電設備RH 洞爺湖町 - 日本道路公団(JH)

室蘭工業大学講義棟耐震改修工事 室蘭市 45 国立大学

あばしり動物病院駐車場RH 網走市 8 民間

江別駅前駐車場RH 江別市 43 民間

レオパレス21RH 　その6（3箇所） 江別市 41 民間

レオパレス21RH 　その5（6箇所） 江別市ほか 196 民間

市内駐車場RH（北4条、12条、13条他） 札幌市北区ほか 181 民間

レオパレス21RH 　その3（8箇所） 札幌市北区ほか 136 民間

(仮称)東札幌ショッピングセンター計画（イーアス札幌）RH 札幌市白石区 192 民間

レオパレス21RH 　その2（3箇所） 札幌市白石区ほか 31 民間

市内駐車場RH（南8条） 札幌市中央区 84 民間

(仮称)コープさっぽろ ていね店新築工事RH 札幌市手稲区 2,474 民間

手稲東保育園増改築工事RH 札幌市手稲区
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ロードヒーティング　　【2007年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

北2条、月寒駐車場RH（2箇所） 札幌市豊平区 96.9 民間

NBコート　ＲＨ工事 札幌市豊平区 70 民間

東栄病院、西町ﾒﾃﾞｨｶﾙ駐車場RH 札幌市西区 94 民間

西町スーパージョイ駐車場RH 札幌市西区 87 民間

レオパレス21RH 　その1（6箇所） 札幌市西区ほか 80 民間

レオパレス21RH 　その4（8箇所） 札幌市西区ほか 101 民間

函館市明和園RH 函館市 160 民間

夕張南清水町個人宅RH 夕張市 120 民間

北海道銀行　斜里支店RH工事 斜里町 340 民間

明治乳業RH工事 芽室町 3,569 民間

<秋田県>

秋田中央警察署庁舎　 秋田市 304 秋田県警察本部

大堰反線東側歩道融雪設備整備工事 秋田市 868 秋田市役所

ウェディングヒルズ御所野 秋田市 205 イヤタカウェディング

日本放送協会 新秋田放送会館建設工事 秋田市 30 日本放送協会

JSQロードヒーター工事 秋田市 500 ジャパンスーパークォーツ(株)

角館国道維持出張所庁舎 仙北市 102 東北地方整備局秋田河川国道事務所

角館防災ステーション 仙北市 102 東北地方整備局秋田河川国道事務所

河辺地区地下道 由利本荘市 116 東北地方整備局秋田河川国道事務所

石脇通線自歩道新設工事 由利本荘市 204 本荘市役所

一般県道上郷仁賀保線仁賀保大橋 にかほ市 1736 秋田県由利地域振興局

道の駅「十文字」建設工事 横手市 297 東北地方整備局湯沢河川国道事務所

<岩手県>

二戸九戸線二戸大橋歩道消雪工（２工区） 二戸市 697 岩手県二戸地方振興局

いわさき小学校歩道設置工事 北上市 270 北上市役所

石神町文化会館線舗装新設（融雪）工事 花巻市石神町 937 花巻市役所

マイヤ滝沢 滝沢市 640 (株)マイヤ

SWS東日本(株)　一関工場 一関市 60 SWS東日本(株)

イワタニケンボロー牧場 気仙郡住田町 41 イワタニケンボロー牧場

<宮城県>

新仙台天文台整備・運営事業 仙台市青葉区 326 仙台市役所

日本赤十字血液センター 仙台市泉区 1,500 日本赤十字社

ＪＡ栗っこ若柳支店事務所・野菜出荷場新築工事 栗原市 48 栗っこ農業協同組合

トヨタ運送㈱仙台営業所 黒川郡大衡村 298 トヨタ運送(株)

<山形県>

新堀横断歩道橋融雪設備設置工事 酒田市 162 東北地方整備局酒田河川国道事務所

ＭＯＶＩＥ　ＯＮ　やまがた 山形市 70 民間

<福島県>

明治安田生命郡山ビルロードヒータ追加工事 郡山市 3 明治安田生命保険

レオパレス21郡山富久山 郡山市 65 （株）レオパレス２１

ＮＥＣワイヤレスネットワークス福島ＲＨ改修工事 福島市 142 ＮＥＣワイヤレスネットワークス(株)

個人住宅向けRH　１件　(青森県）
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ロードヒーティング　　【2007年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

<長野県＞

小諸市市道0104号線（浅間サンライン）道路改良工事 小諸市 2,410 小諸市役所

東陽テクニカおみずばたリゾート改修工事 軽井沢町 114 (株)東陽テクニカ

<山梨県＞

牧野フライス　駐車場階段　増築工事 富士河口湖町 44 牧野フライス(株)

<石川県>

㈱立花エレテック北陸支店 金沢市 136 (株)立花エレテック

<三重県＞

第二名神高速道路平尾地区舗装工事 亀山市 1,187 中日本高速道路(株)

安坂山TN融雪電気設備工事 亀山市 - 中日本高速道路(株)

鈴鹿TN融雪電気設備工事 鈴鹿市 - 中日本高速道路(株)
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ロードヒーティング　　【2008年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

＜北海道＞

242号遠軽町遠軽電線共同溝ＲＨ設備設置外一連工事 遠軽町 608 北海道開発局 網走開発建設部

紋別税務署増改築外08建築その他工事RH 紋別市 55 北海道開発局営繕部

帯広広尾自動車道帯広市外　道路情報設備設置工事（幸福ＩＣ RH機器） 帯広市 - 北海道開発局 帯広開発建設部

中札内ＩＣ雪氷基地事務所外新築工事RH 中札内村 189 北海道開発局 帯広開発建設部

新千歳空港アンダーパスRH耐震補強絡みRH改修 千歳市 730 北海道開発局 札幌開発建設部

札建設管理部内電気通信設備設置外一連工事RH（奈井江南町歩道橋） 奈井江町 125 北海道開発局 札幌開発建設部

36号・37号室蘭道路事務所管内ＲＨ補修 室蘭市 255 北海道開発局 室蘭開発建設部

管内道路情報装置外（壮瞥町ＲＨ改修） 壮瞥町 236 北海道開発局 室蘭開発建設部

旭名寄跨線橋スロープＲＨ改修 名寄市 340 旭川土木現業所

旭川幌加内線RH 旭川市 527 旭川土木現業所

温根別ビバカルウシ線交付金（雪寒）工事RH（剣淵アンダー歩道部） 剣淵町 700 旭川土木現業所

旭川環状線交付金（雪寒）工事（ロードヒーティング）RH 旭川市 668 旭川土木現業所

台町通線RH改修 美瑛町 - 旭川土木現業所

3．4．25大正通（大正アンダーパス）RH 北見市 1,323 網走土木現業所

厚岸出張所管内ＲＨ遠隔制御システム 厚岸町 - 釧路土木現業所

永隆橋通線外1歩道整備（金星橋通）RH 旭川市 273 旭川市役所

8条20丁目ロードヒーティング工事 旭川市 123 旭川市役所

向陽ヶ丘6号通線ロードヒーティング設置工事 網走市 56 網走市役所

麻生1号線（手稲新琴似線～麻生10号線間）歩道バリアフリー工事RH 札幌市北区 98 札幌市役所

3･4･180西宮の沢・新発寒通立体交差電気設備工事RH 札幌市手稲区 474 札幌市役所

名寄市立総合病院 増改築RH 名寄市 103 名寄市役所

三笠市道の駅屋外トイレ改築事業 三笠市 50 三笠市役所

市道母恋北町2丁目7号通線RH 室蘭市 60 室蘭市役所

市道水元・高砂通線RH 室蘭市 60 室蘭市役所

市道白鳥台4丁目1条通線RH 室蘭市 60 室蘭市役所

紋別山手線下水道ロードヒーティング復旧 紋別市 91 紋別市役所

スポーツセンター改修工事RH 紋別市 40 紋別市役所

鷹栖保育園改築工事RH 鷹栖町 70 鷹栖町役場

美深小学校改修工事RH 美深町 192 美深町役場

西岡横線西岡4条10丁目RＨ改修 札幌市豊平区 329 札幌市水道局

札幌刑務所収容棟等新営（電気設備）第4期工事 札幌市東区 47 法務省

道央自動車道 黒松内ＪＣＴ舗装工事ＲＨ 黒松内町 949 東日本高速道路(株)

道縦貫道 落部IC受配電自家発電設備工事RH 八雲町 - 東日本高速道路(株)

道縦貫道　落部ＩＣ舗装工事RH 八雲町 1,045 東日本高速道路(株)

道横道 東占冠トンネル受配電自家発電設備工事RH（トマムIC・占冠IC） 占冠村 - 東日本高速道路(株)

道横断道　占冠ＩＣ舗装工事RH 占冠村 998 東日本高速道路(株)

レオパレス21RH 　その7（1箇所） 旭川市 25 民間

レオパレス21RH 　その5（3箇所） 旭川市ほか 66 民間

レオパレス21RH 　その2（6箇所） 江別市ほか 139 民間

レオパレス21RH 　その3（4箇所） 江別市ほか 96 民間

タイムズ小樽バイン駐車場RH 小樽市
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ロードヒーティング　　【2008年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

レオパレス21RH 　その1（3箇所） 小樽市ほか 53 民間

日本ユニシスSTC　RH増設 札幌市厚別区 163 民間

北海道銀行屯田パーソナル支店新築工事RH 札幌市北区 696 民間

(仮称)札幌駅北口ビル新築工事 札幌市北区 300 民間

北9条西4丁目駐車場RH 札幌市北区 55 民間

北23条西3丁目駐車場RH 札幌市北区 46 民間

市内タイムズ駐車場RH（3件） 札幌市北区ほか 181 民間

カズサッポロ社屋RH増設 札幌市白石区 12 民間

レオパレス21RH 　その4（3箇所） 札幌市白石区ほか 39 民間

南3東3タワーレジデンスRH 札幌市中央区 1,332 民間

国際興業駐車場RH改修 札幌市中央区 527 民間

南4条西11丁目駐車場RH 札幌市中央区 55 民間

南2条西24丁目駐車場RH 札幌市中央区 47 民間

(仮称）洋麺屋五右衛門札幌新発寒店新築工事RH 札幌市手稲区 780 民間

（仮称）アイ・ウィミンズクリニック新築工事RH 札幌市手稲区 344 民間

レオパレス21RH 　その6（5箇所） 札幌市豊平区ほか 162 民間

北4条東1丁目駐車場RH増設 札幌市東区 64 民間

北17条東15丁目駐車場RH 札幌市東区 36 民間

大地みらい信用金庫　本店新築工事RH 根室市 230 民間

函館競馬場スタンド等整備工事RH 函館市 528 民間

コンドミニアム75  RH ニセコ町 202 民間

コンドミニアム31  RH ニセコ町 86 民間

ボッシュ女満別テクニカルセンター増築計画RH 女満別町 375 民間

泊発電所内消防車車庫新築RH 泊村 163 民間

泊村　個人宅RH 泊村 16 民間

<青森県>

DCM青森ビル駐車場整備工事 青森市 98 (株)NTTドコモ

大平洋金属㈱社員寮 八戸市 103 大平洋金属(株)

碇ヶ関トンネルRH改修工事 平川市碇ヶ関村 560 東日本高速道路(株)

大空（17）格納庫新設電気その他工事 むつ市 100 仙台防衛施設局

七戸保守基地給油装置RH新設工事 上北郡七戸町 35 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

むつ小川原石油備蓄㈱ゲート前 上北郡六ヶ所村 144 むつ小川原石油備蓄(株)

<秋田県>

千秋久保田町城下町坂道融雪施設改良工事 秋田市 501 秋田市役所

秋田市立秋田北中学校給食搬入路等整備工事 秋田市 203 秋田市役所

JSQ第２工場前ロードヒーター工事 秋田市 220 ジャパンスーパークォーツ(株)

加藤病院ＲＨ 秋田市 43 医療法人祐愛会　加藤病院

親川地下歩道工事 由利本荘市 250 東北地方整備局秋田河川国道事務所

<岩手県>

東北銀行二戸支店RH 二戸市 427 (株)東北銀行

スーパースポーツゼビオ盛岡南店新築工事 盛岡市 28 ゼビオ(株)

矢幅駅西口交通広場融雪装置整備工事 紫波郡矢巾町 1515 矢巾町役場
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ロードヒーティング　　【2008年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

一戸町道RH復旧第２号工事 二戸郡一戸町 164 一戸町役場

<宮城県>

中央一丁目第二地区 仙台市青葉区 259 中央一丁目第二地区市街地再開発組合

泉パークタウンクリニック 仙台市泉区 245 泉パークタウンクリニック

ミヤギテレビポートビレッジ展示場 仙台市宮城野区 30 (株)宮城テレビ放送

<山形県>

山形国民健康保険団体連合会事務所新築工事　 寒河江市 30 山形県国民健康保険団体連合会

(仮称)山形食糧会館　新築工事 山形市 374 両羽不動産株式会社

ドコモ東北山形ビル構内配管増設他工事 山形市 110 (株)NTTドコモ

<福島県>

日東紡績(株)福島第2工場 福島市 10 日東紡績(株)

<長野県>

平成２０年度まちづくり交付金事業　高校北通線歩道橋舗装工事 塩尻市 71 塩尻市役所

実践倫理宏正会　長野会館計画 長野市 61 実践倫理宏正会

<福井県>

関西電力(株)耳川発電所融雪設備工事 美浜町 64 関西電力(株)

<滋賀県>

関西電力(株)木之本技術センター融雪設備工事 木之本町 37 関西電力(株)

<京都府>

関西電力(株)伊根営業所融雪設備工事 京丹後市 7 関西電力(株)
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＜北海道＞

一般国道　242号遠軽町南町舗装補修外一連工事RH 遠軽町 43 北海道開発局 網走開発建設部

5号創成川電線共同溝設置RH改修 札幌市中央区 56 北海道開発局 札幌開発建設部

36号南4条東電線共同溝設置RH改修 札幌市中央区 125 北海道開発局 札幌開発建設部

札幌開発建設部管内　電気通信設備補修外一連工事（千歳道路管内５歩道橋改修） 千歳市 412 北海道開発局 札幌開発建設部

函館港万代地区臨港道路改良その他RH 函館市 700 北海道開発局 函館開発建設部

温根別ビバカルウシ線交付金（雪寒）工事RH（剣淵アンダーパス） 剣淵町 1,660 旭川土木現業所

中園網走（停）線防雪工事RH 網走市 2,089 網走土木現業所

小樽駅前通歩道RH改修 小樽市 67 小樽土木現業所

釧路環状線外局改（一般局改）工事（ゼロ道債） 釧路市 - 釧路土木現業所

釧路環状線城山RH制御器交換 釧路市 - 釧路土木現業所

別海厚岸線 局改（一般局改）工事 厚岸出張所工区（RH遠隔制御追加） 厚岸町 - 釧路土木現業所

赤平奈井江線 防雪（ヒーティング補修）工事（補正）RH 上砂川町 1,299 札幌土木現業所

台町通線RH改修 上砂川町 - 札幌土木現業所

豊浦京極線防雪工事（補正）RH 豊浦町 2,012 室蘭土木現業所

雨紛新旭川１号線ロードヒーティング改修工事 旭川市 357 旭川市役所

神楽岡２丁目道路線ロードヒーティング改修工事 旭川市 624 旭川市役所

常盤町斜線通線ロードヒーティング改修工事 旭川市 252 旭川市役所

神楽岡4丁目道路線ロードヒーティング改修工事 旭川市 369 旭川市役所

春光台3丁目道路線ロードヒーティング改修工事 旭川市 98 旭川市役所

8条通5号線ロードヒーティング改修工事 旭川市 177 旭川市役所

幸大通線ロードヒーティング改良工事 小樽市 612 小樽市役所

あけぼのアート＆コミュニティセンター改修電気設備工事 札幌市手稲区 30 札幌市役所

手稲駅北口通線（樽川通線～手稲駅前広場歩道線間）歩道バリアフリー工事RH 札幌市手稲区 224 札幌市役所

公園東通線（中島5号線～旭山公園米里線間）ほか2線歩道ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事RH 札幌市豊平区 31 札幌市役所

砂川市立病院改築工事RH 砂川市 3,070 砂川市役所

磨光小学校線RH盤改修工事 函館市 - 函館市役所

潮見団地1号線ＲＨ改修 浦河町 98 浦河町役場

幸海線ロードヒーティング改修工事 雄武町 120 雄武町役場

木古内町国民健康保険病院改築工事RH 木古内町 490 木古内町役場

鷹栖保育園改修工事RH 鷹栖町 26 鷹栖町役場

豊浦中学校線改良舗装工事RH 豊浦町 104 豊浦町役場

神恵内村診療所前ＲＨ 神恵内村 135 神恵内村役場

村道川向町線融雪施設制御盤等修繕 神恵内村 - 神恵内村役場

村道長屋沢町線融雪施設設置工事 神恵内村 537 神恵内村役場

盃学校通線ロードヒーティング改修工事 泊村 562 泊村役場

仮称　北栄地下歩道RH復旧 札幌市東区 16 札幌市水道局

旭川法務総合庁舎新営(電気設備)第2期工事RH 旭川市 200 法務省

八雲病院ロードヒーティング設備工事 八雲町 604 国立病院

札幌北（第一）ＩＣオフランプＲＨ改修 札幌市北区 322 東日本高速道路(株)

道縦貫道　黒松内JCT舗装RH 黒松内町 929 東日本高速道路(株)

道縦貫道　黒松内JCT受配電RH 黒松内町
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道央道　士別剣淵TB舗装RH 剣淵町 1332 東日本高速道路(株)

道央道　士別剣淵TB受配電RH 剣淵町 - 東日本高速道路(株)

道縦貫道　落部IC舗装RH 八雲町 1,000 東日本高速道路(株)

道縦貫道　落部IC受配電RH 八雲町 - 東日本高速道路(株)

道横道　占冠IC舗装RH 占冠村 1,031 東日本高速道路(株)

道横道　占冠IC受配電RH 占冠村 - 東日本高速道路(株)

トマムIC舗装工事RH 占冠村 974 東日本高速道路(株)

（仮称）江別谷藤脳神経クリニック新築工事RH 江別市 250 民間

パークハイツ花園RH 小樽市 331 民間

日本ユニシス札幌テクノセンター設備機器更新工事RH 札幌市厚別区 506 民間

個人宅新築ＲＨ工事 札幌市北区 26 民間

日本赤十字社北海道支部社屋新築工事RH 札幌市中央区 741 民間

函館競馬場スタンド等整備工事　RH 札幌市中央区 530 民間

南3条西1～3丁目ＲＨ補修工事 札幌市中央区 392 民間

南2条西1～4丁目ＲＨ補修工事 札幌市中央区 346 民間

ノルテプラザRH 札幌市中央区 309 民間

カーサ桑園大規模修繕工事ＲＨ 札幌市中央区 236 民間

個人宅ＲＨ工事 札幌市中央区 130 民間

札幌医科大学保健医療学部棟ロードヒーティング設備改修工事 札幌市中央区 32 民間

北海道銀行宮の森パーソナル支店RH 札幌市西区 803 民間

レオパレス２１RH(西区西野4条4丁目) 札幌市西区 64 民間

北4条東1丁目タイムズRH 札幌市東区 46 民間

個人宅新築ＲＨ工事 札幌市南区 23 民間

苫小牧HAPPY１７RH 苫小牧市 3,268 民間

大地みらい信用金庫　本店新築工事RH 根室市 240 民間

紋別税務署増改築外08建築その他工事RH 紋別市 50 民間

<青森県>

青森保守基地給油装置RH新設工事 青森市 17.5 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

青森クロスタワーＡ・ＢＡＹ　 青森市 35 MｉＫ（株）

(仮称)丸和繊維工業㈱新工場建設工事 青森市 12 丸和繊維工業（株）

社会福祉法人弘前豊徳会ｻﾝﾀﾊｳｽｸﾘﾆｯｸ新築工事 弘前市 306 社会福祉法人弘前豊徳会

弘前航空電子(株) 弘前市 3 弘前航空電子(株)

リサイクル燃料備蓄センター むつ市 961 日本原子力発電（株）

おいらせ病院リフォーム工事 上北郡おいらせ町 15 おいらせ町

個人住宅　１件 民間

<秋田県>

秋田新都市横断地下道その他工事 秋田市 124 独立行政法人都市再生機構秋田都市開発事務所

手形山田中線融雪施設改良工事 秋田市 1,337 秋田市役所

西仙北スマートインターチェンジ 大仙市 765 大仙市役所

<岩手県>

SWS東日本(株)　一関工場 一関市 35 SWS東日本(株)

市道東駅前線融雪装置設置工事 久慈市 284 久慈市役所
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いわて生協Belf牧野林新築工事 滝沢市 752.4 いわて生活協同組合

一般国道455号北山トンネル消融雪設備工事 盛岡市 2233 岩手県盛岡地方振興局

一般国道455号北山地区歩道消融雪設備工事 盛岡市 225 岩手県盛岡地方振興局

㈱岩手県農協情報電算ｾﾝﾀｰRH取替工事 盛岡市 64 (株)岩手県農協情報電算ｾﾝﾀｰ

日詰駅前広場整備工事 紫波郡紫波町 329 紫波町役場

川守田医院舗装工事 紫波郡紫波町 36 川守田医院

<宮城県>

仙台市営地下鉄南北線富沢駅改良電気設備工事 仙台市太白区 22 仙台市交通局

すかいらーく仙台MDC正門移設工事 黒川郡大衡村 106 （株）すかいらーく

セントラル自動車新工場建設工事 黒川郡大衡村 320 セントラル自動車(株)

<山形県>

主要地方道天童大江線老野森跨線橋階段 天童市 2,296 山形県村山総合支庁

漆山跨線橋橋梁補修工事 山形市 138 山形県村山総合支庁

山形自動車道山形管内舗装補修工事 山形市 144 東日本高速道路(株)

<新潟県>

亀田停車場線　融雪設備設置工事 新潟市 468 新潟市役所

ＪＡＦ新潟支部事務所新築工事 新潟市 18 JAF

<長野>

まちづくり交付金秋和踏入線道路改良工事 上田市 67 上田市役所

佐久（営）洗車場融雪装置工事 佐久市 33 中部電力(株)

<山梨県>

市道下黒沢和田南線ロードヒーティング工事 北杜市 260 北杜市役所

<岐阜県>

市道第２千鳥～幸土線融雪設備整備工事 飛騨市 163 飛騨市神岡振興事務所

<愛知県>

東名阪自動車道　大高舗装工事 名古屋市 1,925 中日本高速道路(株)

東名阪自動車道　高針～有松間舗装工事 名古屋市 8750 中日本高速道路(株)

東名阪自動車道　上社IC～名古屋南JCT間受配電自家発電設備工事 名古屋市 - 中日本高速道路(株)

<滋賀県>

高番歩道橋機器取替工事 米原市 - 滋賀県
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＜北海道＞

函館港弁天地区岸壁地盤改良その他工事RH（ともえ大橋） 函館市 716 北海道開発局 函館開発建設部

広尾海上保安署10新営電気設備工事 広尾町 34 北海道開発局営繕部

新開旭川線局改（一般改良）工事RH（遠隔制御追加） 旭川市 - 旭川建設管理部（旧 土木現業所）

旭川環状線橋梁（旭神橋歩道橋）工事RH 旭川市 96 旭川建設管理部（旧 土木現業所）

３・４・２０７ 札内南大通地活交改良工事外（札内アンダーパス排水路ヒータ） 帯広市 - 帯広建設管理部（旧 土木現業所）

北見環状線（東陵町）RH盤事故復旧 北見市 - 網走建設管理部（旧 土木現業所）

釧路環状線外局改（一般局改）工事（ゼロ道債）（RH盤交換） 釧路市 - 釧路建設管理部（旧 土木現業所）

釧路鶴居弟子屈線（B改-200）交付金工事（旭跨線橋補修工） 釧路市 617 釧路建設管理部（旧 土木現業所）

釧路鶴居弟子屈線（B改-200）交付金工事（分電盤設置工） 釧路市 - 釧路建設管理部（旧 土木現業所）

釧路西港線（B改-217）交付金工事（星が浦跨線橋補修工）RH改修 釧路市 68 釧路建設管理部（旧 土木現業所）

釧路鶴居弟子屈線（旭跨線橋補修工）RH（JR工区） 釧路市 - 釧路建設管理部（旧 土木現業所）

豊浦京極線特対（きめ細）局改（一般）工事（繰越） 豊浦町 1,810 室蘭建設管理部（旧 土木現業所）

台町通線RH改修 女満別町 - 網走建設管理部（旧 土木現業所）

3・4条間仲通線ロードヒーティング工事 旭川市 399 旭川市役所

花咲通ロードヒーティング（第２工区）工事 旭川市 325 旭川市役所

花咲通線（階段部）ロードヒーティング整備工事 旭川市 103 旭川市役所

3･4条間仲通線RH部分改修工事 旭川市 5 旭川市役所

花咲通ロードヒーティング（第１工区）工事 旭川市 1,081 旭川市役所

高砂台１・３丁目間1号線ロードヒーティング整備工事 旭川市 120 旭川市役所

高砂台７丁目１号線ロードヒーティング整備工事 旭川市 501 旭川市役所

北3線道路交通安全施設等設備工事（電気）RH 北見市 314 北見市役所

高栄通道路交通安全施設整備工事（電気）RH 北見市 717 北見市役所

高栄通道路交通安全施設整備工事（電気その2）（RH盤） 北見市 - 北見市役所

厚別・森林公園間厚別中央通Ｂｏ補修（厚別跨線橋)RH 札幌市厚別区 143 札幌市役所

道道札幌夕張線（本郷横４号～本郷横５号線間）ほか１線歩道バリアフリーRH（第一ダヂカビル） 札幌市白石区 72 札幌市役所

創成川通歩道橋ロードヒーティング改修電気設備工事 札幌市中央区 161 札幌市役所

創成川通（東武ホテル前）RH復旧工事 札幌市中央区 189 札幌市役所

中央区大通西9丁目附帯復旧工事 札幌市中央区 17 札幌市役所

札幌駅前通道路本復旧（札幌日興ビルRH） 札幌市中央区 250 札幌市役所

３・２・４札幌駅前通（北５条線～国道１２号線間）ほか１線照明灯設置工事RH 札幌市中央区 165 札幌市役所

かつらが丘2番線（藻岩下4丁目）ロードヒーティング設備改修工事 札幌市南区 104 札幌市役所

潮見団地１号線歩道新設工事RH 浦河町 43 浦河町役場

ロードヒーティング改修工事 雄武町 67 雄武町役場

村道神恵内中学校線歩道融雪施設設置 神恵内村 231 神恵内村役場

村道神恵内小学校線融雪施設設置工事 神恵内村 678 神恵内村役場

村道川白小学校線融雪施設制御盤修繕 神恵内村 - 神恵内村役場

東西線東札幌駅エレベータ等設置（東行線）電気設備工事RH 札幌市白石区 66 札幌市交通局

札幌刑務所東処遇管理棟等新営（電気設備）工事RH 札幌市東区 203 法務省

施設保全工事業務　朝里ICRH分電盤改造工事 小樽市 - 東日本高速道路(株)

札樽自動車道札幌管内ロードヒーティング補修工事(札幌西ＩＣオフランプ部)RH改修 札幌市西区 66 東日本高速道路(株)

道横道　夕張舗装工事（穂別ＩＣ）RH むかわ町
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道横道 大夕張トンネル受配電自家発電設備工事（穂別ＩＣ）RH むかわ町 - 東日本高速道路(株)

道縦道 森ＩＣ～落部ＩＣ間受配電自家発電設備工事（森ＩＣ）RH 森町 - 東日本高速道路(株)

道縦道 森舗装工事(森IC)RH 森町 1,031 東日本高速道路(株)

北海道横断自動車道由仁PA休憩施設新築工事（トイレFH・RH） 由仁町 148 東日本高速道路(株)

旭川信金ビル歩道RH 旭川市 212 民間

日宝ノルテＲＨ改修 旭川市 65 民間

小春茶屋白石店新築工事RH 札幌市白石区 473 民間

日栄ビル（南2西5）ＲＨ 札幌市中央区 34 民間

仮称）大通西4ビル地下通路接続工事RH 札幌市中央区 6 民間

北海学園大学校舎4号館RH盤改修工事 札幌市豊平区 - 民間

函館保健企画しらかば薬局再建工事RH 函館市 152 民間

山一食品株式会社本社工場改築工事RH 函館市 74 民間

とかち飼料株式会社本社工場新設工事RH 広尾町 80 民間

夕張ツムラ 生産調整棟 第一期工事RH 夕張市 543 民間

<青森県>

街1-1-1号3・3・2号内環状線道路改築工事 青森市 1,501 青森県東青地域県民局

3・4・7弘前宮地線道路改築工事(ABﾌﾞﾛｯｸ) 弘前市 539 青森県中南地域県民局

3・4・7弘前宮地線地域活力基盤街路工事(CDﾌﾞﾛｯｸ) 弘前市 583 青森県中南地域県民局

大畑消防署 むつ市 115 下北地域広域行政事務組合

<秋田県>

市道太田沢本線融雪施設改良工事 秋田市 675 秋田市役所

区画道路6-5号線築造工事(融雪施設設置工事)　 秋田市 238 秋田市役所

市道新屋浜田線融雪設備復旧工事 秋田市 137 秋田市役所

市道新屋松美町朝日町線融雪施設改良工事 秋田市 1,163 秋田市役所

都市計画道路千秋久保田線他歩道築造工事 秋田市 209 秋田市役所

地方道路交付金工事(雪寒)秋田岩見船岡線 秋田市 2279 秋田県秋田地域振興局

FI19-10地方道路交付金工事(雪寒)一般国道105号 北秋田市 - 秋田県北秋田地域振興局

秋田銀行二ツ井支店 能代市 240 (株)秋田銀行

一般県道雄勝湯沢線千石大橋RH改修工事 湯沢市 1,113 秋田県雄勝地域振興局

<岩手県>

東北労働金庫　北上支店 北上市 677 東北労働金庫

飯岡新田横断地下歩道設置工事 盛岡市 475 東北地方整備局岩手河川国道事務所

市道中ノ橋通１丁目八幡町線融雪施設設置工事 盛岡市 - 盛岡市役所

岩手医科大総合移転計画 盛岡市 95 学校法人岩手医科大学

<山形県>

山元22-1工区管渠築造工事(ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ改修) 天童市 147 天童市役所

山形自動車道宝沢ﾄﾝﾈﾙﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ取替工 山形市 358 東日本高速道路(株)

<愛知県>

平成22年度302号植田整備工事 名古屋市 1,035 国土交通省　中部地方整備局

<石川県>

金沢市材木町市道融雪設備工事 金沢市 212 金沢市
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ロードヒーティング　　【2010年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

<滋賀県>

関西電力(株)木之本技術ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ北側橋改良工事 木之本町 6 関西電力(株)
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ロードヒーティング　　【2011年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

＜北海道＞

一般国道39号北見市石北峠ロードヒーティング設備設置工事 北見市留辺蘂町 745 北海道開発局 網走開発建設部

一般国道44号釧路市旭アンダーパスロードヒーティング補修外一連工事 釧路市 4,699 北海道開発局 釧路開発建設部

36号札幌市札幌駅前歩道舗装工事（大通西４ビルRH） 札幌市中央区 230 北海道開発局 札幌開発建設部

国道36号札幌市豊平電線共同溝  RH復旧 札幌市豊平区 28 北海道開発局 札幌開発建設部

国道36号　豊平電線共同溝RH復旧 札幌市豊平区 27 北海道開発局 札幌開発建設部

一般国道12号深川市水車橋下部外一連工事 深川市 64 北海道開発局 札幌開発建設部

旭名寄線交付金（災害防除）工事RH改修 名寄町 188 旭川建設管理部

丸瀬布上渚滑線(総交-264)改築工事RH 丸瀬布町 68 網走建設管理部

京極倶知安線（道単）交安施設トイレ前歩道RH 京極町 54 小樽建設管理部

十勝港線465改良工事（社会）（電気設備）RH遠隔制御システム 広尾町 - 帯広建設管理部

釧路鶴居弟子屈線（旭跨線橋）車道RH改修 釧路市 748 釧路建設管理部

釧路西港線 RH歩道改修 釧路市 65 釧路建設管理部

台町通線RH改修 釧路市 - 釧路建設管理部

花咲港線(A雪-393)交付金工事RH 根室市 2,400 釧路建設管理部

神居9条・高砂台道路線ロードヒーティング整備工事 旭川市 366 旭川市役所

春光高台通線ロードヒーティング整備工事 旭川市 291 旭川市役所

潮見団地線拡幅RH改修 網走市 327 網走市役所

つくしヶ丘本通線RH-CD盤事故復旧 網走市 - 網走市役所

高栄通道路交通安全施設整備工事（電気）RH 北見市 324 北見市役所

武佐中通改良舗装ＲＨ工事 釧路市 184 釧路市役所

西3丁目線（北8条線～北9条線間）ほか1線歩道バリアフリーRH工事 札幌市北区 134 札幌市役所

北10条線（真駒内篠路線～東4丁目線間）ほか1線歩道バリアフリーRH工事 札幌市北区 13 札幌市役所

北2条線（道道札幌停車場線～国道5号間）歩道バリアフリーRH工事 札幌市中央区 423 札幌市役所

西13丁目線歩道バリアフリーRH工事 札幌市中央区 177 札幌市役所

大通南線ほか1線電線共同溝RH 札幌市中央区 186 札幌市役所

３・２・４札幌駅前通（北５条線～国道１２号線間）ほか１線照明灯設置工事ＲＨ 札幌市中央区 62 札幌市役所

身体障害者福祉センター改修強電設備工事RH 札幌市西区 107 札幌市役所

道道琴似停車場線ほか1線歩道ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事RH 札幌市西区 1,320 札幌市役所

身体障害者福祉センター改修強電設備工事（その２） 札幌市西区 19 札幌市役所

市道柏木中央通線RH 室蘭市 450 室蘭市役所

末広幹線他ロードヒーティング改修工事 雄武町 158 雄武町役場

茅沼通線改良工事RH 泊村 222 泊村役場

札幌刑務所庁舎等新営（電気設備）工事（7期） 札幌市東区 293 法務省

新川ICオフランプRH改修 札幌市北区 344 東日本高速道路(株)

道央道　苫小牧東IC受配電設備更新工事RH 苫小牧市 - 東日本高速道路(株)

夕張IC BランプRH増設 夕張市 430 東日本高速道路(株)

夕張IC BランプRH盤 夕張市 - 東日本高速道路(株)

永松堂薬局ロードヒーティング設備工事 旭川市 122 民間

ほのぼの保育園新築工事RH 旭川市 27 民間

北海道コカコーラボトリング新帯広事業所新築工事RH 帯広市 118 民間

帯広市　個人宅RH工事 帯広市
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ロードヒーティング　　【2011年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

丸喜水産トラック（株）個人宅RH 釧路市 123 民間

もみじ台　個人宅ＲＨ 札幌市厚別区 37 民間

北海道ビルRH改修 札幌市中央区 540 民間

北海学園大学校舎4号館RH改修 札幌市豊平区 106 民間

NBコートRH増設工事 札幌市豊平区 48 民間

ハマヤ調剤薬局ＲＨ 札幌市西区 25 民間

個人宅　RH 根室市 64 民間

<青森県＞

繰街第1-1-4号3･2･2号内環状線道路改築工事(その1) 青森市 1321 青森県東青地域県民局

海自八戸(22)着陸拘束装置付帯電気工事融雪工事 八戸市 297 東北防衛局

ジョイス八戸石堂店　新築工事RH 八戸市 83 （株）ジョイス

<秋田県>

平成23年度秋田停車場線　地方道路交付金工事(雪寒) 秋田市 1,098 秋田県秋田地域振興局

北部市民サービスセンター 秋田市 329 秋田市役所

市道中央高校坂線融雪施設改良工事 秋田市 708 秋田市役所

市道新屋浜田線融雪施設改良工事 秋田市 503 秋田市役所

市道秋田港四ツ谷線融雪施設改良工事 秋田市 1,465 秋田市役所

駐車場出口融雪装置更新工事 秋田市 32 秋田市役所

東北自動車道　十和田IC車重計更新工事 鹿角市 54 東日本高速道路(株)

平成23年度十和田管理事務所管内融雪設備補修工事 鹿角市 56 東日本高速道路(株)

東北自動車道　十和田管内融雪制御盤改造工事 鹿角市 - 東日本高速道路(株)

平成22年度(繰越)FI19-20地方道路交付金工事(雪寒)一般国道105号 北秋田市 2925 秋田県北秋田地域振興局

<岩手県>

明治安田生命一関営業用ビル新築工事 一関市 46 明治安田生命保険

明治橋大沢川原線(大通工区)街路築造その１工事 盛岡市 296 盛岡市役所

市道中ノ橋通一丁目八幡町線道路改良その２工事 盛岡市 1582 盛岡市役所

盛岡駅南大橋線(大沢川原工区)街路築造舗装その１工事 盛岡市 454 盛岡市役所

市道南仙北一丁目道明線道路改良工事 盛岡市 251 盛岡市役所

盛岡南宅地整備(23-1)工事 盛岡市 132 独立行政法人都市再生機構岩手工事事務所

岩手医科大学総合移転整備計画 盛岡市 47 学校法人岩手医科大学

東北地方原料本部事務所棟新築工事 盛岡市 777 日本たばこ産業(株)

ケーズデンキ盛岡南店新築工事 盛岡市 180 （株）ケーズホールディングス

関東自動車工業岩手工場 胆沢郡金ヶ崎町 293 関東自動車工業（株）

<宮城県>

アルプス電気(株)古川工場 大崎市 20 アルプス電気(株)

トヨタ輸送(株)仙台営業所　改修工事 黒川郡大衡村 177 トヨタ輸送(株)

東京エレクトロン宮城株式会社本社工場新築工事 黒川郡大和町 3899 東京エレクトロン宮城(株)

ネッツトヨタ仙台㈱富谷店ロードヒーティング設置工事 黒川郡富谷町 36 ネッツトヨタ仙台(株)

<山形県>

平成22年度尾花沢地区歩道施設改良工事(名木沢歩道橋) 尾花沢市 56 東北地方整備局山形河川国道事務所

山形自動車道鶴岡ジャンクション舗装工事 鶴岡市 901 東日本高速道路(株)
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<福島県>

磐越自動車道　高玉西トンネルRH分電盤改造作業 郡山市 - 東日本高速道路(株)

<新潟県>

風波融雪設備他　補修工事 糸魚川市 455 国土交通省　北陸地方整備局

ドコモ新潟太陽光設備設置電気工事 新潟市 8 (株)NTTドコモ

<長野県>

新光電気工業(株)　高丘工場J棟・K棟新築電気設備工事 中野市 75 新光電気工業(株)

新光電気工業(株)　高丘工場J棟・K棟特別高圧設備新築工事 中野市 56 新光電気工業(株)

外沢舗装工事 小谷村 1608 国土交通省　北陸地方整備局

<静岡県>

第二東名高速道路　沼津舗装工事 御殿場市 16,440 中日本高速道路(株)

第二東名高速道路　御殿場JCT融雪用電源設備工事 御殿場市 - 中日本高速道路(株)

<石川県>

I邸融雪設備工事 金沢市 - 民間

<福井県>

舞鶴若狭自動車道　小浜舗装工事 小浜市 927 中日本高速道路㈱
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＜北海道＞

国道36号豊平第2電線共同溝RH（豊平郵便局） 札幌市豊平区 26 北海道開発局 札幌開発建設部

国道12号北12条東第2電線共同溝工事（トーハン前RH) 札幌市東区 28 北海道開発局 札幌開発建設部

旭川紋別自動車道　ＣＣＴＶ設備改修外工事(比布北IC RH改修) 比布町 350 旭川開発建設部

北見常呂線ＲＨ盤事故復旧 北見市 - 網走建設管理部

ポンオコツナイ川 総合流域防災河川改修（雄武港線橋梁部RH改修） 雄武町 193 網走建設管理部

ニセコ高原比羅夫線交付金（交安）工事（債務）RH 倶知安町 3,080 小樽建設管理部

釧路西港線RH歩道改修 釧路市 67 釧路建設管理部

釧路鶴居弟子屈線（旭跨線橋）車道RH改修（その1） 釧路市 815 釧路建設管理部

函館本線連続立体交差事業（交）高砂地下歩道整備事業RH 江別市 48 札幌建設管理部

赤平奈井江線文珠峠RH災害復旧 上砂川町 3,229 札幌建設管理部

北海道ｵﾎｰﾂｸ流氷公園丘のｻﾛﾝほか新築電気設備工事RH 紋別市 127 北海道建設部建築部

豊浦京極線外RH設備補修（制御器交換） 豊浦町 - 室蘭建設管理部

台町通線RH改修 旭川市 280 旭川市役所

大正橋斜線通線RH改修 旭川市 475 旭川市役所

末広高台通線RH改修 旭川市 475 旭川市役所

昭和通道路附帯設備その１工事RH 旭川市 370 旭川市役所

昭和通第２工区ロードヒーティング工事（昭和橋） 旭川市 432 旭川市役所

向陽ヶ丘中央線RH災害復旧 網走市 175 網走市役所

モヨロ地区緑地歩道橋建設工事RH 網走市 40 網走市役所

東7号線道路整備工事（電気）RH 北見市 623 北見市役所

東陵運動公園ＲＨほか制御器故障対応 北見市 - 北見市役所

武佐中通改良舗装ＲＨ 釧路市 126 釧路市役所

太平跨線橋歩道RH改修 札幌市北区 88 札幌市役所

米里北34号線道路改良歩道RH 札幌市白石区 32 札幌市役所

道道札幌環状線（界川線～双子山4丁目1-18地先間）ほか２線車道RH 札幌市中央区 1,440 札幌市役所

発寒第1号線（二十四軒3条北線～二十四軒1条4丁目線間）歩道バリアフリー工事RH 札幌市中央区 117 札幌市役所

東2丁目線歩道バリアフリーRH（東武ホテル前） 札幌市中央区 104 札幌市役所

手稲山麓線（富丘6条7丁目1号線～手稲本町15号線間）ほか1線車道RH 札幌市手稲区 2,618 札幌市役所

白石・中の島線歩道バリアフリーRH 札幌市豊平区 177 札幌市役所

発寒9号線歩道バリアフリーRH 札幌市西区 18 札幌市役所

北2丁目通り歩道RH（第1工区） 砂川市 763 砂川市役所

１丁目線RH改修 雄武町 75 雄武町役場

村道神恵内中学校線RH盤設備補修 神恵内村 - 神恵内村役場

北34条駅ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ改修電気設備工事 札幌市北区 22 札幌市交通局

道縦貫道大沼公園ＴＢ受配電自家発電設備工事RH 七飯町 - 東日本高速道路(株)

道縦貫道大沼公園TB舗装RH 七飯町 1,507 東日本高速道路(株)

精進川橋排水装置凍結防止ヒータRH 森町 6 東日本高速道路(株)

在宅型有料老人ホームほのぼの新築工事RH,FH 旭川市 57 民間

(医)美久会国分医院網走皮膚科ｸﾘﾆｯｸ新築RH 網走市 36 民間

日本銀行釧路支店営業所新築RH,FH(OAフロアヒータ) 釧路市 1,710 民間

㈱北海道ｱﾙﾊﾞｲﾄ情報社　南営業所　RH改修 札幌市白石区
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ロードヒーティング　　【2012年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

武田りそなビル地下RH盤制御改修 札幌市中央区 - 民間

勤医協東在宅総合センター新築工事RH､FH 札幌市東区 120 民間

市立根室病院改築工事RH 根室市 139 民間

ロイヤル倶知安新築工事ＲＨ 倶知安町 120 民間

養護老人ホーム緑の園改築RH 丸瀬布町 20 民間

<青森県>

個人住宅 民間

<秋田県>

FI19-10 平成24年度地方道路交付金工事(雪寒)国道105号 北秋田市 2,870 秋田県北秋田地域振興局

地方道路交付金工事(雪寒)23-FI29-30 秋田市 1,119 秋田県秋田地域振興局

雪沢第二トンネル内装板工事 大館市 680 東北地方整備局能代河川国道事務所

市道秋田環状１号線歩道融雪設備整備工事 秋田市 696 秋田市役所

秋田市立雄和中学校 秋田市 64 秋田市役所

市道中通本線歩道消融雪設備整備工事(その2) 秋田市 1,076 秋田市役所

市道中台団地1号線ほか融雪施設改良工事 秋田市 1,124 秋田市役所

市道内浜田線融雪施設改良工事 秋田市 220 秋田市役所

碇ヶ関ﾄﾝﾈﾙ融雪設備改修工事 平川市碇ヶ関村 105 東日本高速道路(株)

<岩手県>

都市計画道路荒瀬上田面線船場地区歩道消雪工工事 二戸市 1141 岩手県県北広域振興局

市道上堂二丁目青山四丁目線道路融雪設備 盛岡市 701 盛岡市役所

市道川原橋自転車歩行者専用道融雪設備設置工事(その2) 盛岡市 213 盛岡市役所

医療法人社団 恵仁会 三愛病院新築工事 盛岡市 133 医療法人社団　恵仁会　三愛病院

東北地方原料本部事務所棟新築工事 盛岡市 177 日本たばこ産業(株)

北上ﾊｲﾃｸﾍﾟｰﾊﾟｰ 正面自動ｹﾞｰﾄ 北上市相去町 71 北上ハイテクペーパー(株)

ケアセンター南昌新築工事 紫波郡矢巾町 222 医療法人社団帰厚堂　南昌病院

岩手事務所ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設置他改修工事 紫波郡矢巾町 330 東北運輸局

<宮城県>

宮城県赤十字血液ｾﾝﾀｰ改修計画 RH 仙台市泉区 2,100 日本赤十字社

トヨタ輸送㈱仙台営業所 黒川郡大衡村 220 トヨタ輸送(株)

<福島県>

特老ﾎｰﾑ大信「聖 虹の郷」増築工事RH 白河市 90 社会福祉法人　創世福祉事業団

グローバルアドバンストメタル会津工場 会津若松市 70 GAMJ（株）

<新潟県>

市振地区融雪施設補修工事 糸魚川市 630 国土交通省　北陸地方整備局

<岐阜県>

東海環状自動車道　大垣西～養老間舗装工事 養老町 8,720 中日本高速道路(株)

東海環状自動車道 大垣西IC～養老JCT間受配電工事 養老町 - 中日本高速道路(株)

<滋賀県>

パナソニック㈱ホームアプライアンス社　Ｗ21棟 草津市 1,222 パナソニック(株)

高月横断歩道橋　補修工事 長浜市 54 滋賀県

<兵庫県>

H邸ガレージ新築工事 豊岡市 79 民間
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ロードヒーティング　　【2013年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

＜北海道＞

一般国道275号札幌市上白石改良工事（鉄北線）RH 札幌市白石区 268 北海道開発局 札幌開発建設部

一般国道38号釧路市釧路跨線橋ロードヒーティング補修外一連工事 釧路市 2,027 北海道開発局 釧路開発建設部

旭川多度志線RH 旭川市 652 旭川建設管理部

オコツナイ川河川改修工事（栄町橋）RH 雄武町 94 網走建設管理部

銭函インター線RH 小樽市 800 小樽建設管理部

ニセコ高原比羅夫線道路改良工事（補正）RH 倶知安町 3,328 小樽建設管理部

ニセコ高原比羅夫線道路改良工事（補正・明許）RH(H25その2） 倶知安町 1,890 小樽建設管理部

釧路西港線RH歩道改修 釧路市 75 釧路建設管理部

岩見沢月形線外交安（西10丁目アンダー）歩道RH 岩見沢市 239 札幌建設管理部

岩見沢月形線外交安（西10丁目アンダー）歩道RH 岩見沢市 239 札幌建設管理部

七飯大野線（B雪－818）工事（七飯アンダーパス）RH改修 七飯町 753 函館建設管理部

豊浦京極線RH補修（制御器交換） 豊浦町 - 室蘭建設管理部

台町通線RH改修 平取町 1,851 室蘭建設管理部

宮下通道路附帯設備その１工事RH 旭川市 606 旭川市役所

花咲通RH 旭川市 848 旭川市役所

神居7条・富沢線RH改修 旭川市 382 旭川市役所

旭川駅前広場附帯設備その２工事RH 旭川市 395 旭川市役所

宮下通（駅北側）歩道RH 旭川市 1,057 旭川市役所

神楽岡4丁目線ほかRH改修（神楽岡・大雪通） 旭川市 402 旭川市役所

7条通公園通線改良その3（買物公園)RH改修 旭川市 100 旭川市役所

北見市管内RH自動制御器交換 北見市 - 北見市役所

電気RH遠隔制御システム点検 釧路市 - 釧路市役所

南5条線（西3丁目線～真駒内篠路線間）歩道バリアフリーRH 札幌市中央区 97 札幌市役所

南19条宮の沢線（大通南線～北海道神宮線間）歩道バリアフリー工事RH 札幌市中央区 35 札幌市役所

道道琴似停車場線（琴似第7号線～発寒第1横線間）歩道バリアフリーRH 札幌市西区 1,103 札幌市役所

烈々布排水道線（日の丸20号線～国道274号間）ほか1線歩道バリアフリー工事RH 札幌市東区 185 札幌市役所

南沢連絡線(南沢1条1丁目1812番1408先～南沢1条1丁目1824番145先間)ほか2線車道RH 札幌市南区 2,993 札幌市役所

名寄市立総合病院精神科病棟改築RH 名寄市 143 名寄市役所

市立根室病院改築工事RH(H25年継続） 根室市 159 根室市役所

市道縦11号甲線RH 根室市 297 根室市役所

北10条通りRH改修工事 留萌市 544 留萌市役所

雄武高校線RH改修 雄武町 137 雄武町役場

泊小学校横通線RH盤交換 泊村 - 泊村役場

網走地方気象台 身障者駐車場整備ほか工事 RH 網走市 42 札幌管区気象台

札幌刑務所車庫棟等新営電気RH（8期） 札幌市東区 750 法務省

北海道大学総合研究棟(保健科学E棟)新営電気設備工事RH 札幌市北区 21 国立大学

道央道 札幌管内舗装補修RH（新川IC,札幌北一IC） 札幌市北区 1,240 東日本高速道路(株)

北海道支社管内軸重計設備更新RH　（札幌IC　軸重計） 札幌市白石区 336 東日本高速道路(株)

道央道新千歳空港IC受配電設備RH 千歳市 - 東日本高速道路(株)

帯広管理事務所向けRH新気象データ対応 音更町 - 東日本高速道路(株)

江丹別TN（上り線）漏水防止ヒータ設置 鷹栖町
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ロードヒーティング　　【2013年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

ホーマック上江別店ＲＨ 江別市 114 民間

大塚製薬釧路出張所改修(Ⅱ期)工事　RH 釧路市 252 民間

ロイヤル釧路新築工事ＲＨ 釧路市 97 民間

日本ユニシスSTC RH 札幌市厚別区 112 民間

社団法人北海道看護協会新会館建設工事RH 札幌市白石区 465 民間

手稲渓仁会病院院内保育園新築工事RH 札幌市手稲区 184 民間

南区川沿　個人宅RH 札幌市南区 8 民間

沼ノ端保育園移転新築工事　RH 苫小牧市 17 民間

函館厚生院 函館五稜郭病院新中西棟 RH 函館市 30 民間

とかち飼料株式会社　消毒槽ＲＨ 広尾町 80 民間

<秋田県>

大館地区融雪設備設置工事 大館市 339 東北地方整備局能代河川国道事務所

雪沢トンネル舗装工事 大館市 751 東北地方整備局能代河川国道事務所

秋田駅東口駅前広場融雪設備改修工事 秋田市 293 秋田市役所

市道寺内児桜高野線ほか融雪施設改良工事 秋田市 1,180 秋田市役所

市道千秋公園1号線ほか融雪施設改良工事 秋田市 166 秋田市役所

南部市民サービスセンター(仮称)電気設備工事 秋田市 110 秋田市役所

㈱SUMCO JSQ事業部 第一工場HF洗浄室前ロードヒーティング工事 秋田市 16 (株)SUMCO

<岩手県>

一般県道二戸一戸線ほか川原地区消融雪装置設置工事 二戸市 133 岩手県県北広域振興局

上堂厨川地区改良舗装工事（市道厨川一丁目谷地線） 盛岡市 369 東北地方整備局岩手河川国道事務所

三陸北部森林管理署庁舎新築工事 宮古市 15 東北森林管理局三陸北部森林管理署

市道岩手公園開運橋線歩道整備工事 盛岡市 567 盛岡市役所

南八日市新地野線舗装改修工事 奥州市江刺区 1,275 奥州市役所

町道宝積寺線融雪システム設置・路面修繕工事 岩手郡葛巻町 271 葛巻町役場

盛岡つなぎ温泉病院サテライトRH 盛岡市 52 盛岡つなぎ温泉病院

<宮城県>

仙台河川国道事務所庁舎電気設備工事 仙台市太白区 35 東北地方整備局仙台河川国道事務所

古川管内橋梁補修工事(古川横断歩道橋) 大崎市 260 東北地方整備局仙台河川国道事務所

立町横断歩道橋補修工事 仙台市青葉区 708 東北地方整備局仙台河川国道事務所

(仮称）Paradiso仙台東インター店　立体駐車場新築工事 仙台市宮城野区 174 扇谷商事（株）

トヨタ輸送㈱仙台営業所　雷神４号洗車場RH 黒川郡大衡村 74 トヨタ輸送(株)

<山形県>

市道中央公民館西通線ほか消雪歩道整備工事 山形市 144 山形市役所

山形県国民健康保険団体連合会事務所　エントランス前融雪工事 寒河江市 28 山形県国民健康保険団体連合会

<福島県>

HondaCars福島日和田店融雪設備設置工事 郡山市 35 HondaCars福島

<新潟県>

市振地区融雪施設補修工事 糸魚川市 282 国土交通省　北陸地方整備局

萱付地区融雪施設設置工事 湯沢町 335 国土交通省　北陸地方整備局

上越妙高駅駅前広場等消融雪設備設置その１工事 上越市 763 上越市役所

国際石油開発帝石(株)　ＬＮＧ受入基地建設工事  緑地整備及び外構工事 上越市 1,000 国際石油開発帝石(株)
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ロードヒーティング　　【2013年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

<愛知県>

奥矢作第一（発）融雪装置設置工事 豊田市 31 中部電力(株)

<福井県>

舞鶴若狭自動車道　三方-小浜受配電工事　RH制御器工事 小浜市 - 中日本高速道路㈱

舞鶴若狭自動車道　三方-小浜道路照明工事　RH制御器工事 小浜市 - 中日本高速道路㈱

舞鶴若狭自動車道　敦賀-三方道路照明工事　RH制御器工事 若狭町 - 中日本高速道路㈱

耳川発電所補修工事 美浜町 - 関西電力(株)

<滋賀県>

京セラ㈱滋賀八日市工場本館 東近江町 13 京セラ(株)

大阪シーリング印刷滋賀第二工場　融雪設備工事 米原町 5 大阪シーリング印刷(株)

名神高速道路彦根管内舗装補修工事（H24） 米原町 139 中日本高速道路㈱

<京都府>

国道27号融雪消雪設備設置工事 舞鶴市 286 京都府

<兵庫県>

豊岡グリーンホテルモーリス　融雪設備工事 豊岡市 210 豊岡グリーンホテルモーリス
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ロードヒーティング　　【2014年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

＜北海道＞

12号北1条東第2電線共同溝（セブンハイツ）RH 札幌市中央区 45 北海道開発局 札幌開発建設部

北見環状線（交８４５）防雪工事外（高栄橋）RH 北見市 315 網走建設管理部

北見管内RH分割制御改造 北見市 - 網走建設管理部

ニセコ高原比羅夫線防災安全B（交安）工事（補正）外RH 倶知安町 1,393 小樽建設管理部

ニセコ高原比羅夫線防災安全Ｂ（交安）工事（補正・明許）外RH 倶知安町 1,707 小樽建設管理部

ニセコ高原比羅夫線防災安全Ｂ（交安）工事（受電設備）外RH（受電設備） 倶知安町 - 小樽建設管理部

釧路西港線改良工事（星ヶ浦跨線橋補修工）RH 釧路市 66 釧路建設管理部

美唄達布岩見沢線外RH改修（西10丁目アンダー歩道) 岩見沢市 200 札幌建設管理部

北桧山大成線RH制御器交換 せたな町 - 函館建設管理部

舞鶴追分線交付金（橋梁）（追分跨線橋補修）工事（補正）（繰越）外RH 追分町 795 室蘭建設管理部

苫小牧環状線 日新歩道橋RH 苫小牧市 125 室蘭建設管理部

豊浦京極線外（特対）交安（道路融雪設備補修）工事RH（制御器交換） 豊浦町 - 室蘭建設管理部

台町通線RH改修 旭川市 401 旭川市役所

3条通線歩道RH 旭川市 694 旭川市役所

旭町通線RH改修 旭川市 228 旭川市役所

高砂台１号線RH改修 旭川市 209 旭川市役所

天都山展望台･オホーツク流氷館RH･FH 網走市 468 網走市役所

桂町中央線RH 網走市 445 網走市役所

RH遠隔監視システム更新 網走市 - 網走市役所

江別駅前跨線人道橋RH 江別市 29 江別市役所

RH中央監視装置更新　（RH遠隔制御システム更新） 北見市 - 北見市役所

城山RH盤事故復旧 釧路市 - 釧路市役所

電気RH遠隔制御システム保守点検業務 釧路市 - 釧路市役所

羊ヶ丘線（道道西野白石線～西岡中央線間）ほか１線舗装路面改良工事歩道RH 札幌市中央区 221 札幌市役所

3･4･62富丘通（下手稲通～稲積193号線間）ロードヒーティング新設RH 札幌市手稲区 310 札幌市役所

道道琴似停車場線（琴似第３号線～琴似台７号線間）歩道バリアフリー工事RH 札幌市西区 1,264 札幌市役所

市道港南町２丁目通線RH 室蘭市 500 室蘭市役所

市道山の上線RH 紋別市 500 紋別市役所

新町通りRH 雄武町 74 雄武町役場

白樺斎場増改築電気設備工事RH 中標津町 25 中標津町役場

泊小学校横通線歩道RH改修 泊村 557 泊村役場

新千歳空港アンダーRH遠制改修（RH制御器・RH遠隔制御システム更新） 千歳市 - 航空局

道央道江別西IC受変電自家発電設備工事RH 江別市 - 東日本高速道路(株)

道央道 札幌管内舗装補修RH（札幌南IC2レーン） 札幌市白石区 500 東日本高速道路(株)

北海道支社管内受配電自家発電設備更新（砂川スマートIC設備） 砂川市 - 東日本高速道路(株)

ロイヤル網走店新築工事RH 網走市 860 民間

ホーマック上江別店改修工事ＲＨ 江別市 97 民間

リパーク駐車場（小樽市稲穂２丁目１９－２０） RH 小樽市 237 民間

北海道神宮向拝殿床RH新設 札幌市中央区 165 民間

宮の沢さくら保育園増改築工事RH 札幌市西区 175 民間

(有)久保工業　RH工事 苫小牧市
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件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

函館山ロープウェイ山頂展望台改修工事RH 函館市 20 民間

<青森県＞

第2ユーティリティ建屋（GC２）建設工事（機電工事）の内『本体設備工事』 上北郡六ヶ所村 63 民間

津軽ダム除雪車庫前新築外２件工事 中津郡 9 津軽ダム管理事務所

<秋田県>

南部市民サービスセンター(仮称)電気設備工事 秋田市 110 秋田市役所

秋田駅東口駅前広場融雪設備改修工事 秋田市 264 秋田市役所

25-SB40-30　地方街路交付金工事 秋田市 159 秋田県秋田地域振興局

25T-252-20　地方特定街路整備工事 秋田市 30 秋田県秋田地域振興局

25-SB40-20　地方街路交付金工事 秋田市 92 秋田県秋田地域振興局

駐車場入口融雪装置更新工事 秋田市 151 秋田市公営駐車場

のり子皮ふ科駐車場融雪設備工事 秋田市 199 民間

25-FI02-51 一般国道285号　地方道路交付金工事(雪寒) 大館市 2,700 秋田県北秋田地域振興局

東北自動車道十和田管内融雪制御盤改造工事 鹿角市 - 東日本高速道路㈱

秋田自動車道　横手管内RH制御盤改造工事 横手市 - 東日本高速道路㈱

<岩手県>

市道内丸大通三丁目線融雪設備設置工事 盛岡市 73 盛岡市役所

北日本機械構内外構工事 盛岡市 195 北日本機械株式会社

石神町文化会館線融雪施設改修(A-1）業務委託 花巻市 23 花巻市役所

石神町文化会館線融雪施設改修(A-3）業務委託 花巻市 47 花巻市役所

久慈港諏訪下地区海岸災害復旧（23災51・159号陸閘)工事【南３号ゲート】 久慈市 13 岩手県県北広域振興局

東北支社管内ETC設備付帯工事(ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ復旧工事　一関IC) 一関市 東日本高速道路㈱

<宮城県>

錦町宅地ロードヒーティング敷設工事 仙台市青葉区 31 民間

トヨタ輸送㈱仙台営業所　洗車場内融雪設備設置工事 仙台市宮城野区 16 トヨタ運輸㈱

平成25年度泉中央ペデストリアンデッキ改修工事 仙台市泉区 283 仙台市役所

泉中央駅前ペデストリアンデッキ改修工事５ 仙台市泉区 621 仙台市役所

(仮称)泉大沢複合ビル新築工事 仙台市泉区 351 ㈱21世紀

コープ東北ドライ統合物流センター新築工事 黒川郡富谷町 167 コープ東北ドライ統合物流センター

<山形県>

中河原地区改良舗装工事 山形市 86 東北地方整備局山形河川国道事務所

穂積地区改良舗装工事 山形市 95 東北地方整備局山形河川国道事務所

山形自動車道寒河江SAスマートIC融雪設備工事 寒河江市 177 東日本高速道路㈱

日本海東北自動車道酒田中央JCT道路照明設備工事 酒田市 - 東日本高速道路㈱

<福島県>

福島県立医科大学通路ロードヒータ工事 福島市 17 福島県立医科大学

東北支社管内ETC設備付帯工事(ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ復旧工事磐梯河東IC、会津若松IC) 会津若松市 - 東日本高速道路㈱

磐越自動車道　束松・鳥屋山トンネルRH制御盤改造工事 河沼郡 - 東日本高速道路㈱

<新潟県>

親不知地区融雪設備補修工事 糸魚川市 776 国土交通省　北陸地方整備局

H25年度湯沢・小出維持管内橋梁補修他工事 湯沢町 335 国土交通省　北陸地方整備局

入改第２１号白ガス管改良事業　東本町１丁目・東本町２丁目地内ガス水道管改良工事 柏崎市 25 柏崎市役所
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平成25年度上越妙高駅駅前広場等消融雪設備設置その2工事 上越市 255 上越市役所

消修第26-12-2号 消雪施設修繕工事 上越市 - 上越市役所

<愛知県>

奥矢作第一（発）融雪装置設置工事(2期) 豊田市 49 中部電力(株)

<福井県>

舞鶴道　三方-小浜道路照明設備RH制御盤追加工事 小浜市 - 中日本高速道路(株)

舞鶴若狭自動車道　三方-敦賀受配電工事（追加分） 敦賀市 - 中日本高速道路(株)

舞鶴若狭自動車道　三方-敦賀受配電工事　RH制御器工事 敦賀市 - 中日本高速道路(株)

舞鶴道　三方-小浜受配電工事　RH工事（追加工事） 小浜町 - 中日本高速道路(株)

北陸自動車道 敦賀管内トンネル構造物撤去工事 南越前町 580 中日本高速道路(株)

舞鶴道　敦賀-三方道路照明設備RH制御盤追加工事 若狭町 - 中日本高速道路(株)

23 



ロードヒーティング　　【2015年度】
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＜北海道＞

金山幾寅停車場線防災B(交安）工事（踏切部ＲＨ改修） 南富良野町 29 旭川建設管理部

北見常呂線外RH盤改造（分割制御対応） 北見市 - 網走建設管理部

ニセコ高原比羅夫線RH遠制　（RH遠隔制御システム設置） 倶知安町 - 小樽建設管理部

釧路西港線RH 釧路市 68 釧路建設管理部

釧路環状線局改（富士見坂)RH改修 釧路市 281 釧路建設管理部

江別恵庭線北広島交差点RH-A盤事故 北広島市 - 札幌建設管理部

北檜山大成線（B雪-817）RH （RH盤更新） せたな町 - 函館建設管理部

室蘭環状線交付金819（雪）RH 室蘭市 466 室蘭建設管理部

室蘭環状線交付金（特対）RH 室蘭市 560 室蘭建設管理部

中央東線RH 室蘭市 1,671 室蘭建設管理部

10条通19・23丁目1号線RH改修 旭川市 45 旭川市役所

宮下通RH（歩道キャノピー設置）RH 旭川市 209 旭川市役所

台町通線RH改修 旭川市 - 旭川市役所

桂ヶ岡線RH(AB)改修 網走市 305 網走市役所

江別駅跨線人道橋周辺整備RH 江別市 29 江別市役所

北4条通RH外補修（制御器交換） 北見市 - 北見市役所

大谷地駅前通線ほか2線RH改修 札幌市厚別区 1,064 札幌市役所

大倉線ほか1線RH改修 札幌市中央区 2,200 札幌市役所

望橋ほか１橋RH補修工事（望橋・稲山橋） 札幌市手稲区 400 札幌市役所

道道琴似停車場線歩道バリアフリーRH 札幌市西区 1,044 札幌市役所

東4丁目線ほか1線歩道バリアフリーRH 札幌市東区 71 札幌市役所

本輪西中央線RH部分改修 室蘭市 148 室蘭市役所

北10条通り外1路線RH改修 留萌市 329 留萌市役所

北8条通りRH盤設置 留萌市 - 留萌市役所

旭町西蓬莱線RH改修　（RH盤設置） 新ひだか町 - 新ひだか町役場

八雲町管内RH設備点検 八雲町 - 八雲町役場

ノット山の上線RH部分改修 神恵内村 68 神恵内村役場

村道川向町線RH改修 神恵内村 137 神恵内村役場

村道川白小学校線RH改修 神恵内村 320 神恵内村役場

臼別坂RH改修 泊村 320 泊村役場

北海道支社管内受配電自家発電設備更新（苫小牧西IC、岩見沢IC設備更新） 岩見沢市 - 東日本高速道路(株)

北海道支社管内受配電自家発電設備更新 (江別東IC設備更新） 江別市 - 東日本高速道路(株)

砂川スマートIC舗装RH 砂川市 340 東日本高速道路(株)

日本ユニシス札幌テクノセンター自家発増設RH 札幌市厚別区 96 民間

タイムズ野幌森林公園マックスバリュ店RH 札幌市厚別区 42 民間

クライマーおおやち薬局 RH改修 札幌市厚別区 25 民間

タイムズ北３２条マックスバリュ店ＲＨ 札幌市北区 99 民間

井上パーキング（南６西４）RH 札幌市中央区 227 民間

サッポロファクトリー 駐車場スロープ(5F～RF) RH改修 札幌市中央区 76 民間

スズキ(株)下川コースRH老朽更新･拡張工事 下川町 403 民間

ネッツトヨタ道都糸井店改修計画RH 苫小牧市
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とかち飼料株式会社　本社工場　牛消毒槽ＲＨ改修 広尾町 8 民間

<秋田県>

東部市民サービスセンター（仮称）電気設備工事 秋田市 121 秋田市役所

雄和地域統合小学校新築等電気設備工事 秋田市 44 秋田市役所

老朽管更新事業　千秋中通明田線排水管整備工事 秋田市 340 秋田市役所

市道中通本線ほか１路線歩道消融雪施設整備工事 秋田市 717 秋田市役所

秋田駅東口駅前広場融雪設備改修工事 秋田市 124 秋田市役所

市道油田堂ノ沢線融雪施設改良工事 秋田市 500 秋田市役所

秋田市新庁舎建設工事 秋田市 27 秋田市役所

㈱SUMCO　JSQ事業部　ロードヒーティング復旧工事 秋田市 24 ㈱SUMCO

<岩手県>

盛岡駅南大通線(大沢川原工区)電線共同溝その２及び街路築造舗装その２工事 盛岡市 273 盛岡市役所

盛岡城跡公園亀ヶ池桟橋及び歩道融雪設備設置工事 盛岡市 301 盛岡市役所

市道盛岡駅前通線照明及び融雪設備工事 盛岡市 83 盛岡市役所

市道本町通一丁目新庄町2号線融雪設備設置工事 盛岡市 418 盛岡市役所

遠野市民センター(市民会館・勤労青少年ホーム棟）改修工事 遠野市 184 遠野市役所

矢幅駅地区土地区画整理事業(ロードヒーティング設備） 紫波郡 1,822 矢巾町役場

久慈港諏訪下地区海岸災害復旧 （23災49.50.159号陸閘）工事【西1～3号ゲート】 久慈市 68 岩手県県北広域振興局

久慈港諏訪下地区海岸災害復旧 （23災51・159号陸閘）工事【南1.2.4.6号ゲート】 久慈市 49 岩手県県北広域振興局

久慈港諏訪下地区海岸災害復旧（23災48.52.158号陸閘）工事【北１号.東２号ゲート】 久慈市 52 岩手県県北広域振興局

久喜漁港高潮対策ほか（水門据付・陸閘製作据付）工事 久慈市 19 岩手県県北広域振興局

太田名部地区海岸太田名部水門・陸閘機械設備ほか工事 下閉伊郡 34 岩手県県北広域振興局

KIKサテライト融雪設備工事 胆沢郡 51 トヨタ自動車東日本㈱

個人住宅　１件 民間

<宮城県>

Volkswagen仙台日の出新築工事 仙台市宮城野区 18 ＮＳ商事㈱

㈱カネサ藤原屋物流センター新築工事 仙台市宮城野区 446 ㈱カネサ藤原屋

泉中央駅前ペデストリアンデッキ改修工事５【Gブロック追加】 仙台市泉区 47 仙台市役所

泉中央駅前ペデストリアンデッキ改修工事６ 仙台市泉区 265 仙台市役所

(仮称)Dプロジェクト仙台泉Ⅱ新築工事RH 仙台市泉区 93 大和ハウス工業㈱

トヨタ自動車東日本㈱宮城大衡工場（仮称）完成車ヤード有蓋化工事 黒川郡 144 トヨタ自動車東日本㈱

<山形県>

飯田西地区電線共同溝工事 山形市 16 東北地方整備局山形河川国道事務所

ベル・カシェット新築工事 山形市 421 ㈱ライフアンサージ

ドコモ山形エンジン棟建設工事（建物） 山形市 292 ㈱NTTドコモ

日本海東北自動車道酒田中央ジャンクション本線料金所工事 酒田市 957 東日本高速道路㈱

山形自動車道　月山ICランプ部RH改修工事 西村山郡 14 東日本高速道路㈱

<福島県>

磐越自動車道会津若松管内RH制御盤改造工事 河沼郡 - 東日本高速道路㈱

磐越自動車道　軽沢橋ロードヒーティング工事 耶麻郡 247 東日本高速道路㈱

東北自動車道　受配電自家発電設備更新工事（磐梯山SA下り線） 耶麻郡 - 東日本高速道路㈱

ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ　白河事業場再開発工事 西白河郡 47 オリンパスメディカル㈱
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<新潟県>

（仮称）旧一ノ木戸小学校体育館子育て拠点施設整備工事 三条市 42 三条市役所

<山梨県>

 (仮称)ファナック(株)実験工場建設プロジェクト新築工事 忍野村 1,805 ファナック(株)

<滋賀県>

地福寺交差点制御器交換 長浜市 - 滋賀県

栗東トレーニング・センター補修工事 栗東町 140 日本中央競馬会

<京都府>

京都縦貫自動車道  瑞穂料金所融雪設備工事 京丹後町 12 京都府道路公社

<兵庫県>

関西電力(株)竹野変電所融雪設備 豊岡市 41 関西電力(株)
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＜北海道＞

札幌道路事務所管内　電気設備維持工事RH　（制御器・センサ交換） 札幌市内 - 北海道開発局 札幌開発建設部

温根別ビバカルウシ線(剣淵アンダー)RH （RH盤移設・交換） 剣淵町 - 旭川建設管理部

北檜山大成線(B雪817)RH せたな町 786 函館建設管理部

室蘭環状線中島RH 室蘭市 167 室蘭建設管理部

室蘭港線千歳歩道橋ＲＨ改修　（ヒータ、高圧受電設備更新） 室蘭市 155 室蘭建設管理部

洞爺出張所RH親局PCソフト交換　（RH遠隔制御システム更新） 洞爺湖町 - 室蘭建設管理部

神楽岡・旭神町RH改修 旭川市 159 旭川市役所

桂ヶ岡線歩道RH改修 網走市 624 網走市役所

北3線道路外6路線RH補修工事 （制御器交換） 北見市 - 北見市役所

北区役所ほか１施設RH改修 札幌市北区 22 札幌市役所

大倉線（宮の森4条12丁目）車道RH改修 札幌市中央区 581 札幌市役所

前田橋RH階段改修 札幌市手稲区 114 札幌市役所

台町通線RH改修 札幌市手稲区 29 札幌市役所

美園月寒裏通線ほか１線車道RH改修 札幌市豊平区 1,342 札幌市役所

道道琴似停車場線歩道バリアフリーRH 札幌市西区 314 札幌市役所

かつらが丘2号線RHほか1線車道RH改修 札幌市南区 1,681 札幌市役所

市道港北東通線外６路線RH改修　（制御器交換） 室蘭市 - 室蘭市役所

北8条通りRH改修 留萌市 1,400 留萌市役所

旭町西蓬莱線RH改修 新ひだか町 511 新ひだか町役場

町道厚賀6号線道路改良RH 日高町 159 日高町役場

村道酉ヶ丘2号線融雪施設改修（RH盤交換） 神恵内村 - 神恵内村役場

村道珊内小学校線融雪施設改修(RH盤交換） 神恵内村 - 神恵内村役場

大谷地駅他１駅ロードヒーティング改修工事RH 札幌市厚別区 159 札幌市交通局

資生館小学校前停留場改修RH 札幌市中央区 97 札幌市交通局

道央道　札幌管内舗装補修工事（札幌IC RH部分改修） 札幌市白石区 146 東日本高速道路(株)

山本眼科新築工事RH 北見市 17 民間

仮称）白石区移転新複合庁舎隣接施設RH 札幌市白石区 103 民間

白石東光ストア　タイムズ駐車場 RH 札幌市白石区 93 民間

斗南病院新築工事 RH 札幌市中央区 590 民間

南7条西6丁目　Cﾊﾟｰｸ　RH改修 札幌市中央区 366 民間

リパークプラン(中央区北1東1) RH 札幌市中央区 105 民間

ザ・フィクス大通ビルRH改修 札幌市中央区 80 民間

(仮称)三条パーキングビル前 南側歩道RH改修 札幌市中央区 41 民間

トマト針灸整骨院前歩道RH 札幌市西区 61 民間

新道央郵便処理施設（仮称）新築工事RH 札幌市東区 1,705 民間

ＤＣＭホーマック旭ヶ丘店 RH 札幌市南区 1,435 民間

トヨタ自動車北海道(株)第1-第2工場間連絡通路上屋新築工事RH 苫小牧市 370 民間

創価学会　(新)苫小牧平和会館新築工事　電熱設備 苫小牧市 111 民間

宗教法人真如苑　真澄寺苫小牧別院ＲＨ改修 苫小牧市 26 民間

<青森県＞

三沢空港ゲートレール部RH おいらせ町
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青森東京海上日動ビルディング　ノーマライゼーション対応工事 青森市 5 東京海上日動火災保険㈱

個人住宅　１件 民間

<秋田県＞

秋田駅東口駅前広場融雪設備改修工事 秋田市 72 秋田市役所

秋田市新庁舎　免震蓋RH設備仮設工事 秋田市 - 秋田市役所

明治安田生命秋田ビル受変電設備更新他工事 秋田市 51 明治安田生命保険相互会社

㈱SUMCO　JSQ事業部　産業廃棄物保管場所前RH工事 秋田市 11 ㈱SUMCO

JR秋田支社ビル新築工事 秋田市 119 JR東日本

<岩手県＞

小袖漁港海岸災害復旧(23災665号防潮堤)工事 久慈市 31 久慈市役所

県道盛岡滝沢線RH復旧工事 盛岡市 12 盛岡市上下水道局

市道南大通一丁目５号線外道路改良工事 盛岡市 244 盛岡市役所

市道内丸大沢川原一丁目線融雪設備設置工事 盛岡市 22.4 盛岡市役所

市道本町通一丁目新庄町２号線融雪設備設置その３工事 盛岡市 205 盛岡市役所

市道本町通一丁目新庄町２号線融雪設備設置その４工事 盛岡市 98 盛岡市役所

一般国道106号ほか中ノ橋通地区消雪施設維持修繕工事【仙北歩道橋】 盛岡市 - 岩手県盛岡広域振興局

八木地区海岸陸閘・水門(機械)工事【北陸閘融雪設備工事】 九戸郡洋野町 18 岩手県県北広域振興局

大谷地地区海岸ほか海岸保全施設(水門無道力化ほか）工事 九戸郡洋野町 22 岩手県県北広域振興局

八木地区海岸陸閘・水門(機械)工事【南門】 九戸郡洋野町 10 岩手県県北広域振興局

岩手事務所　審査上屋屋根等改修工事 紫波郡矢巾町 29 国土交通省東北運輸局

都市計画道路矢幅駅東せせらぎ通り線舗装工事 紫波郡矢巾町 226 矢巾町役場

北東北郵便処理施設(仮称)新築工事 北上市 609 日本郵政㈱

トヨタ紡織東北㈱本社ウレタン棟融雪設備設置工事 北上市 142 トヨタ紡織東北㈱

㈱小松製菓店舗併用工場新築工事 二戸市 367 ㈱小松製菓

トヨタ自動車東日本㈱岩手工場完成車ヤード降雪対策工事 胆沢郡金ヶ崎町 466 トヨタ自動車東日本㈱

トヨタ自動車東日本㈱岩手工場融雪対策工事 胆沢郡金ヶ崎町 88 トヨタ自動車東日本㈱

完成車ヤード降雪対策工事第1、第2ライン制御盤改造工事 胆沢郡金ヶ崎町 - トヨタ自動車東日本㈱

<宮城県＞

医療法人華桜会星陵あすか病院新築工事 大崎市 41 医療法人華桜会

トヨタ自動車東日本株式会社宮城大衡工場(仮称)完成車ヤード有蓋化工事 黒川郡大衡村 687 トヨタ自動車東日本㈱

仙台小林製薬㈱新３棟増築工事 黒川郡大和町 17 仙台小林製薬㈱

ソフトバンク利府センターロードヒーティング設置工事 宮城郡利府町 102 ソフトバンクグループ㈱

<山形県＞

東根市公益文化施設整備等事業 東根市 149 東根市役所

錦町地区道路改良工事 山形市 72 東北地方整備局山形河川国道事務所

飯田西地区電線共同溝工事その３ 山形市 - 東北地方整備局山形河川国道事務所

城北西地区道路改良工事 山形市 - 東北地方整備局山形河川国道事務所

山形管理事務所管内ETC設備付帯工事山形北IC 山形市 5 東日本高速道路㈱

平成28年度刈安地区舗装工事 米沢市 2521 東北地方整備局山形河川国道事務所

<福島県＞

市道鎌田・笹谷線ロードヒータ修繕工事 福島市 48 福島市役所

道路橋りょう改良(改良)工事(消融雪設備） 二本松市 211 福島県県北建設事務所
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磐越自動車道　会津若松IC踏板交換工事 会津若松市 5 東日本高速道路㈱

東北自動車道　受配電自家発電設備更新工事（西会津IC） 耶麻郡西会津町 - 東日本高速道路㈱

磐越自動車道西会津料金所RHヒータ設置工事 耶麻郡西会津町 3 東日本高速道路㈱

<東京>

(仮)平成28年度ロードヒータ発熱線補修工事 東京都 - ㈱ゆりかもめ

<新潟県>

新光電気工業株式会社 新井工場 妙高市 19 新光電気工業(株)

<長野県>

上信越自動車道 長野管内舗装補修工事 千曲市 580 中日本高速道路(株)

上信越自動車道 佐久管理事務所管内舗装補修工事 上田市 483 中日本高速道路(株)

<山梨県>

平瀬浄水場フェンス取替工事（2工区） 甲府市 15 甲府市役所

牧野フライス製作所 富士吉田工場第3期建設工事 富士吉田市 53 (株)牧野フライス

ファナック㈱ロボナノ新棟新築工事（開発・外構工事） 忍野村 219 ファナック(株)

<滋賀県>

国道365号補助道路修繕工事 米原市 159 滋賀県

長浜駅東地区市街地再開発ビル新築工事 長浜市 259 長浜駅東地区市街地再開発組合

<兵庫県>

関西電力(株)八鹿変電所33KV配開他改良工事のうち建物工事（融雪設備） 養父市 26 関西電力(株)

29 



ロードヒーティング　　【2017年度】

件　　　名 所　在　地 施工面積㎡ 発　注　者

＜北海道＞

一般国道12号 札幌市 北1条東電線共同溝設置外一連工事RH 札幌市中央区 150 北海道開発局 札幌開発建設部

一般国道229号 積丹町 美国道路改良工事RH 積丹町 51 北海道開発局 小樽開発建設部

一般国道５号 小樽市 小樽花園電線共同溝設置工事RH 小樽市 180 北海道開発局 小樽開発建設部

一般国道37号室蘭市東町ロードヒーティング設置工事 室蘭市 1,079 北海道開発局 室蘭開発建設部

一般国道38号釧路市釧路大橋耐震補強外一連工事 伸縮装置部RH改修 白糠町 66 北海道開発局 釧路開発建設部

一般国道44号釧路市末広町電線共同溝設置工事RH 釧路市 154 北海道開発局 釧路開発建設部

千歳(28)格納庫改修電気その他工事　RH 千歳市 473 北海道防衛局

小石川広域河川改修工事２工区RH 北見市 136 網走建設管理部

札弦（停）水上線道単公安工事（融雪施設補修）（補正）RH 小清水町 218 網走建設管理部

小樽定山渓線防災安全Ｂ（地方道）工事（朝里大橋補修）１工区（補正）RH 小樽市 517 小樽建設管理部

小樽定山渓線防災安全Ｂ（地方道）工事（朝里大橋補修）２工区（補正）RH 小樽市 519 小樽建設管理部

小樽定山渓線防災安全Ｂ（地方道）工事（朝里大橋補修）RH 小樽市 1,370 小樽建設管理部

台町通線RH改修 小樽市 - 小樽建設管理部

函館建設管理部管内 ロードヒーティング設備点検委託 函館市 - 函館建設管理部

長万部公園線（Ｂ地）工事（橋梁補修）（補正）伸縮装置部RH改修 長万部町 10 函館建設管理部

室蘭環状線(特対)局改(道路融雪施設補修)工事(冬)　RH遠制システム更新 登別市 - 室蘭建設管理部

室蘭環状線外(特対)局改(道路融雪施設補修)工事(冬)外 RH盤更新 室蘭市 - 室蘭建設管理部

桂ヶ岡線ロードヒーティング改修工事 網走市 865 網走市役所

向陽ヶ丘9号線配水管敷設替工事RH 網走市 219 網走市役所

江別市東光アンダーパス自動制御盤更新工事RH 江別市 - 江別市役所

東陵町3線道路外10路線ロードヒーティング補修工事 RH機器 北見市 - 北見市役所

電気ＲＨ遠隔制御システム保守点検業務委託 釧路市 - 釧路市役所

防災・安全交付金事業　森林公園駅歩道橋補修工事RH 札幌市厚別区 200 札幌市役所

 防災・安全交付金事業 西4丁目線(北11条線～北12条中通線間)ほか2線歩道バリアフリー工事RH 札幌市北区 278 札幌市役所

防災・安全交付金事業　協栄橋補修工事RH 札幌市北区 40 札幌市役所

防災・安全交付金事業　南4条線（西4丁目線～西7丁目線間）ほか2線歩道バリアフリー工事RH 札幌市中央区 143 札幌市役所

防災・安全交付金事業　南1条線(真駒内篠路線～東4丁目線間)歩道バリアフリー工事RH 札幌市中央区 232 札幌市役所

防災・安全交付金事業　道道石狩手稲線（国道5号～手稲本通線間）歩道バリアフリー工事RH 札幌市手稲区 392 札幌市役所

北ノ沢２丁目２号線ほか５線車道ロードヒーティング設備改修工事 札幌市豊平区 578 札幌市役所

防災・安全交付金事業　北24条線(東13丁目線～東16丁目市界線間)歩道バリアフリー工事RH 札幌市東区 23 札幌市役所

三光歩道橋長寿命化対策改良工事RH改修 苫小牧市 60 苫小牧市役所

根室港区弥生町地区防潮堤整備工事（港内工区）ゲートレールRH 根室市 100 根室市役所

白鳥台・山手町ロードヒーティング設備改修工事RH盤改修 室蘭市 - 室蘭市役所

南2丁目線アンダーロードヒーティング制御盤更新工事 新得町 - 新得町役場

ニセコ藻岩下線ロードヒーティング改修 ニセコ町 293 ニセコ町役場

八雲町管内RH設備点検 八雲町 - 八雲町役場

盃学校通線融雪施設改修工事RH 泊村 223 泊村役場

道央道　札幌管内舗装補修工事（②朝里IC RH改修） 小樽市 300 東日本高速道路(株)

銭函ＩＣ受配電自家発電設備設置RH機器 小樽市 - 東日本高速道路(株)

北海道横断自動車道　余市IC～小樽JCT間受配電自家発電設備工事 RH機器 小樽市 - 東日本高速道路(株)

北海道支社管内 ＲＨ監視装置更新作業 北広島市
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札樽自動車道　手稲ＩＣ受配電設備改造工事RH機器 札幌市手稲区 - 東日本高速道路(株)

道央道　札幌管内舗装補修工事（①札幌西IC RH改修） 札幌市西区 1275 東日本高速道路(株)

苫小牧西ICロードヒーティング設備制御用路面センサ設置作業 苫小牧市 - 東日本高速道路(株)

上川生産農業協同組合連合会　新農業会館建設計画　RH､笠木 旭川市 94 民間

北見スズキ(株)納車準備車庫新築工事RH 北見市 50 民間

白石区移転新複合庁舎隣接地複合施設新築工事　笠木ヒータ 札幌市白石区 - 民間

(仮称)DCMホーマック東苗穂店新築工事 RH 札幌市東区 82 民間

(仮称)100満ボルト東苗穂店新築工事 RH 札幌市東区 590 民間

日本ホワイトファーム(株) 札幌生産部 孵卵場増築工事(第2期工事) RH､笠木ヒータ 千歳市 106 民間

北光小学校校舎改築電気設備工事RH 苫小牧市 83 民間

紋別バイオマス発電所　構内ロードヒーティング布設工事 紋別市 265 民間

留萌山下マンション駐車場RH 留萌市 56 民間

住鉱国富電子株式会社　構内RH工事 共和町 61 民間

美瑛小学校改修工事(電気設備その１)RH 美瑛町 14 民間

<青森県＞

青森空港有料道路融雪設備改修工事（青森方面） 青森市 青森県道路公社

＜秋田県＞

新屋まちづくり拠点施設　電気設備工事 秋田市 40 秋田市役所

秋田駅東口駅前広場融雪設備改修工事 秋田市 76 秋田市役所

道他第3号　市道新都市12号線融雪施設改良工事 秋田市 628 秋田市役所

28-FI29-K1　地方道路交付金工事（雪寒） 秋田市 158 秋田県秋田地域振興局

＜岩手県＞

市道南大通一丁目５号線外舗装その２工事 盛岡市 20 盛岡市役所

市道本町通り一丁目新庄町２号線融雪設備設置工事 盛岡市 77 盛岡市役所

市道本町通一丁目新庄町２号線融雪設備設置その1工事 盛岡市 118 盛岡市役所

市道内丸大通三丁目線融雪設備設置工事 盛岡市 86 盛岡市役所

市道内丸大沢川原一丁目線融雪設備設置工事 盛岡市 134 盛岡市役所

盛岡駅青山線（前九年Ⅱ工区）街路築造その７工事 盛岡市 195 盛岡市役所

田老地区海岸災害復旧（23災628号） 宮古市 22 岩手県沿岸広域振興局

久喜漁港海岸高潮対策（遠隔化電気）工事 久慈市 - 岩手県県北広域振興局

主要地方道二戸九戸線二戸大橋ロードヒーティング補修工事 二戸市 859 岩手県県北広域振興局

主要地方道盛岡停車場線中央通地区ほか歩道消雪工工事 盛岡市 227 岩手県盛岡広域振興局

市道内丸大通三丁目線RH復旧工事 盛岡市 1 盛岡市上下水道局

東北自動車道　奥州スマートIC舗装工事　 奥州市 282 東日本高速道路㈱

花巻IC本線料金所　踏板フレーム交換工事 花巻市 6 東日本高速道路㈱

東北自動車道　矢巾スマートＩＣ舗装工事 紫波郡矢巾町 282 東日本高速道路㈱

東北自動車道　矢巾スマートIC道路照明設備工事 盛岡市 - 東日本高速道路㈱

北上ハイテクペーパー　屋根改修工事 北上市 11 北上ハイテクペーパー(株)

岩手銀行本店屋上融雪制御機器交換工事 盛岡市 - (株)岩手銀行

姫神ウィンドパーク新設工事 盛岡市 13 エコ・パーク(株)

横河電子機器㈱盛岡事業所RH改修工事 盛岡市 16 横河電子機器(株)
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＜山形県＞

常万西地区改良舗装工事【酒田余目地下道】ロードヒーティング工事 東田川郡庄内町 106 東北地方整備局酒田河川国道事務所

大滝地区舗装工事【栗子トンネル西坑口融雪設備工事】 米沢市 1144 東北地方整備局福島河川国道事務所

米沢地区道路融雪設備工事 米沢市 - 東北地方整備局山形河川国道事務所

東北中央自動車道天童工事 天童市 933 東日本高速道路㈱

東北中央自動車道　米沢北工事 米沢市 1017 東日本高速道路㈱

米沢南陽道路　米沢北TB道路照明設備工事 米沢市 - 東日本高速道路㈱

ドコモ山形出入口改修工事（共設）設備 山形市 3 (株)NTTドコモ

京セラ株式会社　山形東根工場　新本館増築工事及び改修工事 東根市 154 京セラ(株)

＜福島県＞

道路橋りょう整備（交付）工事（消融雪設備） 二本松市 710 福島県県北建設事務所

東北中央自動車道　消融雪設備設置工事 福島市 - 東北地方整備局福島河川国道事務所

栗子地区改良舗装工事 福島市 1124 東北地方整備局福島河川国道事務所

長老沢地区舗装工事 福島市 535 東北地方整備局福島河川国道事務所

栗子地区改良舗装工事 福島市 1124 東北地方整備局福島河川国道事務所

長老沢地区舗装工事 福島市 535 東北地方整備局福島河川国道事務所

福島県内ETC設備付帯工事　RH復旧工事（磐梯熱海IC) 郡山市 6 東日本高速道路㈱

福島県内ETC設備付帯工事　RH復旧工事（小野IC） 田村市 6 東日本高速道路㈱

福島県内ETC設備付帯工事　RH復旧工事（船引三春IC) 田村市 6 東日本高速道路㈱

福島県内ETC設備付帯工事　RH復旧工事（会津坂下IC) 河沼郡会津坂下町 6 東日本高速道路㈱

福島県内ETC設備付帯工事　RH復旧工事（西会津IC) 耶麻郡西会津町 6 東日本高速道路㈱

磐越自動車道　磐梯山SA融雪設備設置工事 耶麻郡磐梯町 25 東日本高速道路㈱

<東京都>

平成29年度 汐留駅・竹芝駅間走行路補修工事 港区 - (株)ゆりかもめ

<新潟県>

国道253号欠ノ上地区舗装その1工事 十日町市 648 国土交通省 北陸地方整備局

国道253号八箇地区舗装工事 十日町市 2006 国土交通省 北陸地方整備局

(主)新井柿崎線　県単融雪施設補修歩道無散水融雪施設補修工事 妙高市 91 新潟県

磐越自動車道　吉津舗装工事【ポータルヒータ設置工事】 東蒲原郡阿賀町 37 東日本高速道路㈱

<長野県>

新光電気工業株式会社　若穂工場 長野市 10 新光電気工業(株)

北陸新幹線軽井沢駅構内融雪装置設置工事 軽井沢町 67 東日本旅客鉄道(株)

<山梨県>

ファナック㈱基礎研究所建設工事に伴う開発工事 忍野村 682 ファナック(株)

<静岡県>

（仮称）富士見会館別館計画　 小山町 200 （公）冨士霊園

<愛知県>

豊田市足助消防署整備電気設備工事 豊田市 385 豊田市役所

<岐阜県>

平成28年度 第43-A144-K2号 公共　防災・安全社会資本整備交付金（雪寒）工事 高山市 238 岐阜県

飛騨変換所新設の内土木・建築工事 高山市 20 中部電力(株)
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<滋賀県>

長浜ペデストリアンデッキ 長浜市 300 長浜市役所

長浜駅南ペデストリアンデッキ 長浜市 100 長浜市役所

<京都府>

オムロン綾部工場 綾部市 389 オムロン(株)

<兵庫県>

国道426号上陰歩道橋無散水融雪装置工事 豊岡市 60 国土交通省 近畿地方整備局

エクシブ六甲 神戸市 160 リゾートトラスト(株)
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＜北海道＞

新千歳空港 構内道路外工事（アンダーパスRH） 千歳市 6,818 北海道開発局　札幌開発建設部

一般国道36号 千歳市 錦町電線共同溝設置工事（錦町歩道橋RH改修) 千歳市 61 北海道開発局　札幌開発建設部

一般国道44号釧路市末広町電線共同溝設置工事(オリエンタルビル前RH) 釧路市 86 北海道開発局　釧路開発建設部

5号長万部バイパスRH制御器交換 長万部町 - 北海道開発局　函館開発建設部

瑞穂旭川停車場線ＲＨ改修 旭川市 54 旭川建設管理部

北見常呂線　道単交安工事外（融雪施設補修外）(RH中央監視装置更新） 北見市 - 網走建設管理部

小樽定山渓線防災安全Ｂ（地方道）工事（朝里大橋補修） 小樽市 1,366 小樽建設管理部

小樽定山渓線外地道債RH制御器交換 小樽市 - 小樽建設管理部

赤平奈井江線防Ｂ７０１雪寒工事　(文珠峠RH改修) 上砂川町 1,372 札幌建設管理部

深川豊里線RH改修 深川市 16 札幌建設管理部

祝津西小路中央線交付金（雪）工事RH 室蘭市 957 室蘭建設管理部

桂ヶ岡線RH改修工事 網走市 788 網走市役所

台町通線RH改修 釧路市 - 釧路市役所

北野6号線(北野里塚線～北野平岡連絡線間)ほか1線舗装改良工事RH 札幌市清田区 309 札幌市役所

3・4・188手稲山麓通ほか１線車道RH設備改修工事 (手稲山麓・円山西町） 札幌市手稲区 1,182 札幌市役所

川添線（発寒第１横線～札幌軽川間線間）ほか３線歩道バリアフリー工事 札幌市西区 35 札幌市役所

西車両基地暖房給湯設備等改良電気設備工事(二十四軒駅６番出入口RH改修) 札幌市中央区 19 札幌市交通局

ウトナイ交流センター展望施設新築電気設備工事 RH 苫小牧市 90 苫小牧市役所

啓北中学校校舎改築1期電気設備工事 RH 苫小牧市 67 苫小牧市役所

汐見横断歩道橋長寿命化対策改良工事RH 苫小牧市 53 苫小牧市役所

市道日の出町3丁目11条通線RH盤改修 室蘭市 - 室蘭市役所

村道東雲町線融雪施設改修工事RH改修 神恵内村 49 神恵内村役場

道央自動車道　岩見沢管内舗装補修工事 (野幌PA歩道下り線RH改修） 江別市 70 東日本高速道路㈱

北海道横断自動車道　余市小樽舗装工事 (小樽西IC) 小樽市 1,124 東日本高速道路㈱

札樽自動車道　銭函ＩＣ改築工事　（RH機器) 小樽市 - 東日本高速道路㈱

札樽自動車道　手稲ＩＣ受配電設備改造工事（RH制御器) 札幌市手稲区 - 東日本高速道路㈱

道央自動車道　岩見沢管内舗装補修工事(美唄IC L1レーンRH) 美唄市 346 東日本高速道路㈱

道東自動車道 帯広管内舗装補修工事 （十勝平原SA上り線歩道RH） 芽室町 72 東日本高速道路㈱

北海道横断自動車道　余市小樽舗装工事 (余市IC) 余市町 1,460 東日本高速道路㈱

札幌ドーム屋外ES設置工事RH 札幌市豊平区 84 民間

三井アウトレットパーク札幌北広島 歩行者通路RH設置工事 北広島市 155 民間

トヨタ自動車北海道(株)油倉庫及び空ドラム置場新設工事RH 苫小牧市 228 民間

医療法人王子総合病院ＲＨ改修 苫小牧市 523 民間

住鉱国富電子株式会社　構内RH工事 共和町 129 民間

(仮称)HANARIDGE宅地造成工事RH 倶知安町 420 民間

上川生産農業協同組合連合会　新農業会館建設計画　駐車場RH 旭川市 137 民間

<青森県＞

下田本線料金所ロードヒーティング改修工事 おいらせ町 1 青森県道路公社

橋本ビルC棟融雪工事 青森市 41 東日本電信電話㈱

八戸自動車道八戸西スマートIC舗装工事 八戸市 283 東日本高速道路㈱
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＜秋田県＞

地方道路交付金工事（交通安全）30-FI74-10 秋田市 80 秋田県秋田地域振興局

地方道路交付金工事（改築）　29-HF54-50 北秋田市 63 秋田県北秋田地域振興局

他工第18号　秋田駅東口駅前広場融雪設備改修工事 秋田市 76 秋田市役所

市道千秋公園手形新栄町線ほか１路線融雪施設改良工事 秋田市 120 秋田市役所

ヤマト運輸株式会社　秋田主管支店大規模修繕工事 秋田市 450 ヤマト運輸㈱

㈱SUMCO　JSQ事業部立体自動倉庫前　ロードヒーティング設置工事 秋田市 25 ㈱SUMCO

三菱マテリアル㈱秋田製錬所守衛所前ロードヒータ工事 秋田市 20 三菱マテリアル㈱

秋田自動車道横手北スマートIC舗装工事 横手市 942 東日本高速道路㈱

＜岩手県＞

仙北地下道　融雪設備ヒータユニット復旧工事 盛岡市 6 岩手県盛岡広域振興局

主要地方道盛岡停車場線ほか中央通地区ほか歩道消雪工工事 盛岡市 434 岩手県盛岡広域振興局

種市漁港海岸高潮対策（遠隔化機械）工事 洋野町 82 岩手県県北広域振興局

平成30年度穴口・室小路地区人道橋鋼橋架設工事 滝沢市 86 滝沢市役所

観武ヶ原23西1号　電柱撤去工事に伴う盛岡市道の融雪ケーブル改修工事 盛岡市 9 盛岡市役所

市道内丸大沢川原一丁目線融雪設備設置その２工事 盛岡市 241 盛岡市役所

矢幅駅西口広場融雪装置改修工事 矢巾町 156 矢巾町役場

一関料金所　踏板フレーム交換作業【RH復旧作業】 一関市 8 東日本高速道路㈱

工事等業務（平成30年度北上管内料金精算機設置に伴うアイランド改修) 北上市 20 東日本高速道路㈱

紫波IC本線料金所　踏板フレーム交換工事【RH復旧工事】 紫波町 4 東日本高速道路㈱

紫波料金所　踏板フレーム交換作業【RH復旧作業】 紫波町 4 東日本高速道路㈱

平泉前沢料金所　踏板フレーム交換作業【RH復旧作業】 平泉町 4 東日本高速道路㈱

東北自動車道滝沢中央スマートIC受配電自家発電設備工事 盛岡市 - 東日本高速道路㈱

東北自動車道　滝沢中央スマートインターチェンジ舗装工事 盛岡市 255 東日本高速道路㈱

株式会社ジャパンセミコンダクター通用門移設工事 北上市 359 ㈱ジャパンセミコンダクター

トヨタ自動車東日本㈱岩手工場完成車ヤードロードヒータ更新工事 金ヶ崎町 463 トヨタ自動車東日本㈱

トヨタ自動車東日本㈱岩手工場　従業員通路融雪設備工事 金ヶ崎町 27 トヨタ自動車東日本㈱

Belfまつぞの　スロープ部融雪復旧工事 盛岡市 10 民間

＜宮城県＞

(市)中山幹線第1号線ロードヒーター改修工事 仙台市青葉区 559 仙台市役所

トヨタ輸送株式会社仙台港中野洗車設備工事 仙台市宮城野区 188.0 トヨタ輸送㈱

仙台管内ETC設備付帯工事【宮城川崎IC】 川崎町 12 東日本高速道路㈱

＜山形県＞

市道中央公民館西通線ロードヒーティング復旧工事 山形市 7 山形市役所

霞城道路改良工事 山形市 70.0 山形河川国道事務所

東北中央自動車道　三吉山トンネル照明設備工事 上山市 - 東日本高速道路㈱

山形自動車道山形管内舗装補修工事（寒河江SARH改修工事） 寒河江市 161 東日本高速道路㈱

東北中央自動車道　赤湯トンネル照明設備工事 高畠町 - 東日本高速道路㈱

東北中央自動車道　南陽舗装工事 高畠町 967 東日本高速道路㈱

山形自動車道　立岩トンネル坑口RHセンサ交換工事 鶴岡市 - 東日本高速道路㈱

工事等業務（山形北料金所　料金精算機設置に伴うアイランド改修） 山形市 10 東日本高速道路㈱

京セラ株式会社山形東根工場　セキュリティ管理工事（Ⅱ期） 東根市 181 京セラ㈱
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＜福島県＞

磐越自動車道田村中央スマートインターチェンジ舗装工事 田村市 148 東日本高速道路㈱

磐越自動車道田村中央スマートIC受配電自家発電設備工事 田村市 - 東日本高速道路㈱

H30年度会津若松管内RH復旧工事 耶麻郡西会津町 18 東日本高速道路㈱

工事等業務（猪苗代磐梯高原、会津若松、西会津料金所　料金精算機設置に伴うアイランド改修) 22 東日本高速道路㈱

<新潟県>

上信越自動車道 上越舗装工事 上越市 1,596 東日本高速道路㈱

上信越自動車道 天神堂トンネル照明設備工事 上越市 56 東日本高速道路㈱

奥胎内線設置工事・胎内第四発電所主要機器設置工事 胎内市 183 新潟県

<長野県>

新光電気工業株式会社　高丘工場 J棟PLP新ライン実装工事 長野市 91 新光電気工業㈱

東陽テクニカおみずばたリゾート融雪設備改修工事 軽井沢町 54 ㈱東陽テクニカ

<山梨県>

ファナック㈱構内幹線道路（その2）工事 忍野村 362 ファナック㈱

中部横断自動車道 新清水JCT～富沢IC間北舗装工事 南部町 9,381 中日本高速道路㈱

<静岡県>

中部横断自動車道 新清水JCT～富沢IC間南舗装工事 静岡市 1,742 中日本高速道路㈱

<岐阜県>

東海北陸自動車道 白鳥IC～飛騨清見IC間受配電設備工事 白鳥町 - 中日本高速道路㈱

<福井県>

舞鶴若狭自動車道　三方PAスマートインターチェンジ工事 若狭町 493 中日本高速道路㈱

<滋賀県>

平成28年度 駅まち第1号 長浜東口ペデストリアンデッキ整備工事 長浜市 297 長浜市役所
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＜北海道＞

新千歳空港国際線カーブサイド整備外工事（新千歳空港アンダーパスRH2期工事） 千歳市 0:00 北海道開発局　札幌開発建設部

一般国道39号網走市新町横断歩道橋補修外一連工事（歩道橋RH改修） 網走市 69 北海道開発局　網走開発建設部

函館新外環状道路函館市東山ロードヒーティング設置工事 函館市 1,800 北海道開発局　函館開発建設部

沙流川総合開発事業の内平取ダム照明設備設置外工事 (二風谷資料館歩道RH） 平取町 132 北海道開発局　室蘭開発建設部

小樽定山渓線防災安全B(雪寒)工事（舗装工外）（朝里ループ橋RH改修） 小樽市 1,007 北海道　小樽建設管理部

小樽定山渓線 防災安全B(地方道）工事（朝里大橋補修）（朝里ループ橋ドレンヒータ） 小樽市 - 北海道　小樽建設管理部

小樽港線地道債（交安）工事（ロードヒーティング分電盤補修） 小樽市 - 北海道　小樽建設管理部

蘭越ニセコ倶知安線防災安全B（交安）工事（電線共同溝）（車道RH改修） 倶知安町 218 北海道　小樽建設管理部

旭川停車場線外　局改(一般改良)工事　(ロードヒーティング補修）（RH機器） 旭川市 - 北海道　旭川建設管理部

根室港線外局改（一般局改）工事ロードヒーティング補修工（遠隔制御PC更新） 根室市 - 北海道　釧路建設管理部

別海厚岸線外単独交安（道路照明外）工事（遠隔制御PC更新） 厚岸町 - 北海道　釧路建設管理部

白老大滝線交付金B746(交安)工事外（ポロト前車道RH） 白老町 266 北海道　室蘭建設管理部

台町通線RH改修 札幌市北区 122 札幌市役所

札幌コンベンションセンター駐車場料金システム改修工事ＲＨ改修 (RH機器） 札幌市白石区 - 札幌市役所

小別沢線ほか1線ロードヒーティング改修ほか工事 札幌市中央区 662 札幌市役所

円山公園第一駐車場ロードヒーティング改修 札幌市中央区 109 札幌市役所

手稲曙温水プール改修電気設備工事 (歩道RH改修） 札幌市手稲区 100 札幌市役所

 道道札幌環状線ほか１線電線共同溝新設工事（歩道バリアフリーRH） 札幌市豊平区 57 札幌市役所

防災・安全交付金事業 澄川副道2号橋ほか1橋補修工事（車道RH改修） 札幌市豊平区 135 札幌市役所

西野導水管耐震改修工事その9（車道RH改修） 札幌市西区 382 札幌市役所水道局

西区宮の沢配水管更新No5-0768RH改修（車道RH改修） 札幌市西区 44 札幌市役所水道局

南区北の沢地区配水管更新工事その１ No.4-0710（車道RH改修） 札幌市南区 340 札幌市役所水道局

清田区清田地区配水管整備工事(改良) No.7-0138（車道RH改修） 札幌市南区 90 札幌市役所水道局

春光台1条道路線ロードヒーティング整備工事 旭川市 263 旭川市役所

春光台3・4条道路線ほかロードヒーティング整備工事 旭川市 190 旭川市役所

宮下・1条間仲通線歩道ロードヒーティング整備工事 旭川市 235 旭川市役所

桂ヶ岡歩道橋補修工事（歩道橋RH改修） 網走市 64 網走市役所

台町大通線ロードヒーティング改修工事 網走市 400 網走市役所

桂ヶ岡線ロードヒーティング改修工事（RH機器） 網走市 - 網走市役所

北光歩道橋長寿命化対策改良工事（歩道橋RH） 苫小牧市 115 苫小牧市役所

村道融雪施設改修工事（泊村通線神社前）（車道RH改修） 泊村 486 泊村役場

道央自動車道　岩見沢管内舗装補修工事（野幌PA上り線 歩道RH改修) 江別市 70 東日本高速道路㈱

道央自動車道　室蘭管内舗装補修工事（有珠山SA上り線 歩道RH改修） 伊達市 35 東日本高速道路㈱

道東自動車道 帯広管内舗装補修工事（十勝平原SA下り線 歩道RH改修) 芽室町 93 東日本高速道路㈱

北海道神宮駐車場入口側RH改修 札幌市中央区 61 民間

熱供給公社工事 北3条三井ビルRH復旧 札幌市中央区 34 民間

(仮称)北4東6周辺地区市街地再開発事業北西街区新築電気設備工事（階段RH） 札幌市中央区 25 民間

アマゾン物流センター配線工事 札幌市東区 - 民間

トヨタ自動車北海道（株）第2-3工場間連絡通路上屋設置工事（構内RH) 苫小牧市 465 民間

医療法人王子総合病院ロードヒーティング改修工事（Ⅱ期工事） 苫小牧市 160 民間

畜産･酪農収益力強化整備等特例対策事業 株式会社M&S牛舎新設工事RH 白糠町
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(仮称)HanaRidge宅地造成工事(電気)　（RH2期工事） 倶知安町 323 民間

<青森県＞

青森空港有料道路融雪設備改修工事(弘前方面) 青森市 － 青森県道路公社

三八地域県民局管内　橋梁維持工事（高館・図南歩道橋RH補修工事） 八戸市 20.5 青森県三八地域県民局

2019年度　八戸管内　ETC設備付帯工事【RH復旧作業】 八戸市 12 東日本高速道路㈱

東北自動車道十和田管内舗装補修工事（碇ヶ関TN RH補修） 平川市 105 東日本高速道路㈱

東北自動車道　安代～碇ヶ関間舗装補修工事（碇ヶ関TN 下り線追越　RH補修） 平川市 70 東日本高速道路㈱

下田本線料金所ロードヒーティング補修作業 おいらせ町 － 東日本高速道路㈱

ドコモ青森ビルショップ北東側融雪制御器修繕作業 青森市 － ㈱NTTドコモ

青森東京海上日動ビル融雪制御盤更新工事 青森市 － 東京海上日動火災保険㈱

貞昌寺出入口RH改修工事 弘前市 27 貞昌寺

むつ小川原石油備蓄基地㈱正門ロードヒータ増設工事 六ヶ所村 21 むつ小川原石油備蓄基地㈱

日本原燃六ヶ所MOX燃料工場舗装工事RH 六ヶ所村 2893 日本原燃㈱

＜秋田県＞

30-SB40-N2　地方街路交付金工事【手形陸橋歩道部】 秋田市 793 秋田県秋田地域振興局

30-SB40-10　地方街路交付金工事【手形陸橋らせん階段】 秋田市 126 秋田県秋田地域振興局

葛法トンネル融雪設備改修工事【RH-3ユニット】 由利本荘市 19 秋田県由利地域振興局

下浜道路照明灯外工事（桂根跨線橋） 秋田市 122 東北地方整備局秋田河川国道事務所

有浦歩道橋融雪設備更新工事（1期工事） 大館市 72 東北地方整備局能代河川国道事務所

電気通信設備保守業務(能代)【桂城地下道融雪設備改修工事】 大館市 17 東北地方整備局能代河川国道大館出張所

湯沢地区維持補修工事(道の駅おがち) 湯沢市 100 東北地方整備局湯沢河川国道事務所

市道千秋明徳町3号線融雪施設改良工事 秋田市 374 秋田市役所

(仮称）秋田放送新社屋新築計画【HB4-8～13ユニット改修工事】 秋田市 124 秋田市役所

秋田駅東口駅前広場融雪設備改修工事 秋田市 55 秋田市役所

市道石脇自歩道3号線擁壁修繕工事 由利本荘市 48 由利本荘市役所

秋田自動車道　秋田南IC融雪設備補修作業 秋田市 33 東日本高速道路㈱

工事等業務(秋田南料金所　発信制御器設置作業)【RH復旧作業】 秋田市 7 東日本高速道路㈱

十和田管内 ロードヒーティング設備補修作業 鹿角市 － 東日本高速道路㈱

令和元年度 秋田自動車道 大曲IC融雪設備補修作業 大仙市 － 東日本高速道路㈱

工事等業務(協和料金所　ETC2G化に伴う車線振替作業)【RH復旧作業】 大仙市 17 東日本高速道路㈱

秋田自動車道横手北スマートIC舗装工事 横手市 143 東日本高速道路㈱

秋田自動車道　横手北スマートIC管理施設新築工事 横手市 8 東日本高速道路㈱

秋田・横手管内ETC設備付帯工事【ロードヒーティング補修作業】 横手市 21 東日本高速道路㈱

東北自動車道十和田管内舗装補修工事（坂梨TN RH補修） 小坂町 19 東日本高速道路㈱

㈱SUMCO JSQ事業部 新設倉庫前ロードヒータ敷設工事 秋田市 15 ㈱SUMCO

＜岩手県＞

一般県道花巻和賀線鍛治町地区無散水消雪設備更新工事 花巻市 257 岩手県県南広域振興局

石神町文化会館線融雪施設補修業務委託（B-1ユニット） 花巻市 47 花巻市役所

(仮称)菜園オフィスビル新築工事【融雪設備復旧作業】 盛岡市 13 盛岡市役所

明治橋大沢川原線（大通工区）街路築造その2工事 盛岡市 319 盛岡市役所

市道肴町12号線毘沙門橋橋梁補修その2工事 盛岡市 153 盛岡市役所

盛岡駅南大通線（大沢川原工区）街路築造その3工事 盛岡市 162 盛岡市役所
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市道内丸大沢川原一丁目線融雪設備設置その2工事 盛岡市 55 盛岡市役所

工事等業務(北上西料金所　自動発券機設置に伴うアイランド改修）【RH復旧工事】 北上市 8 東日本高速道路㈱

2019年度)盛岡・北上ETC設備付帯工事 盛岡市 31 東日本高速道路㈱

東北自動車道　軸重計設備工事（RH復旧工事） 盛岡市 90 東日本高速道路㈱

秋田自動車道 湯田IC 融雪設備補修作業 西和賀町 － 東日本高速道路㈱

株式会社キタカミデリカ融雪設備補修工事RH 北上市 23 ㈱キタカミデリカ

㈱トヨタレンタリース岩手一関店　新築工事 一関市 173 ㈱トヨタレンタリース岩手

トヨタ自動車東日本㈱岩手工場 車両ｹﾞｰﾄa 融雪設備追加工事 金ヶ崎町 70.0 トヨタ自動車東日本㈱

トヨタ自動車東日本㈱北駐車場構外化 勤怠システム導入工事 金ヶ崎町 207 トヨタ自動車東日本㈱

＜宮城県＞

平成30年度 仙台市立錦ヶ丘中学校横断歩道橋設置工事 仙台市青葉区 203.0 仙台市役所

工事等業務(仙台管内 料金精算機設置に伴うｱｲﾗﾝﾄﾞ改修) 川崎町 9 東日本高速道路㈱

東京エレクトロン宮城㈱立体駐車場融雪設備改修工事 大和町 － 東京エレクトロン宮城㈱

トヨタ輸送㈱雷神洗車機改修工事 仙台市宮城野区 245.0 トヨタ輸送㈱

トヨタ自動車東日本㈱宮城大衡工場建屋増設工事 大衡村 912 トヨタ自動車東日本㈱

＜山形県＞

平成31年度鶴岡管内構造物補修工事【大淀川歩道橋融雪設備工事改修工事】 鶴岡市 176 東北地方整備局酒田河川国道事務所

老野森跨線橋RH補修工事 天童市 － 山形県村山総合支所

市道新町南線徳内大橋橋梁補修工事 村山市 2831 村山市役所

山形(山形30-009）通信設備総合工事【市道中央公民館西通線RH復旧工事】 山形市 4 山形市役所

市道千歳ヶ丘1号線消雪設備更新工事(R1) 山形市 85 山形市役所

工事等業務（鶴岡管内料金所　料金精算機設置に伴うアイランド改修)【鶴岡JCT　RH復旧作業】 鶴岡市 10 東日本高速道路㈱

鶴岡JCT料金所軸重計撤去工事(RH復旧工事) 鶴岡市 13 東日本高速道路㈱

山形蔵王料金所　L-3レーン踏板交換工事【RH復旧作業】 山形市 - 東日本高速道路㈱

工事等業務（2019年度山形管内料金精算機設置に伴うアイランド改修）【RH復旧作業】 山形市 28 東日本高速道路㈱

ドコモ山形(2)特高用電気工事（建物）【RH復旧工事】 山形市 550 ㈱NTTドコモ

＜福島県＞

二本松岳温泉)道路橋りょう整備(交付)工事(消雪設備) 二本松市 279 福島県県北建設事務所

道路　橋りょう(交付)工事（消雪　設備） 二本松市 744 福島県県北建設事務所

令和元年度　磐越自動車道　磐越河東IC料金所融雪設備補修工事 会津若松市 － 東日本高速道路㈱

猪苗代磐梯高原料金所　踏板交換工事【RH復旧作業】 猪苗代町 4 東日本高速道路㈱

令和1年度会津若松管内RH復旧工事 会津坂下町 35 東日本高速道路㈱

コマツ郡山工場内　ロードヒーティング導入計画【トレセン西側歩道橋一期工事】 郡山市 53 コマツ

＜新潟県＞

ドコモ新潟水防対策電気工事【融雪設備　路面センサ取替工事】 新潟市 － ㈱NTTドコモ

新光電気工業株式会社　新井工場 窒素発生装置電源工事 妙高市 59 新光電気工業㈱

＜山梨県＞

ファナック㈱新サポート工場建設工事：建築工事に含まれない開発外構工事 南都留郡忍野村 105 ファナック㈱

<長野県>

新光電気工業株式会社　高丘工場 第14駐車場電気設備工事 中野市 135 新光電気工業㈱

<福井県>

大飯発電所 中央道路歩道部融雪装置設置工事 おおい町 43 関西電力㈱
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<滋賀県>

平成30年度 第B653-1号長浜近江線 補助道路修繕工事 長浜市 70 滋賀県長浜土木事務所
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＜北海道＞

12号岩見沢南小学校前歩道橋RH事故復旧 岩見沢市 74 北海道開発局　札幌開発建設部

R451滝川アンダーパスRH盤交換補修 滝川市 - 北海道開発局　札幌開発建設部

一般国道233号 深川市 蓬莱橋橋梁補修外一連工事 (車道ＲＨ改修) 深川市 519 北海道開発局　札幌開発建設部

旭川紋別自動車道白滝PA歩道RH改修 遠軽町 43 北海道開発局　網走開発建設部

美唄達布岩見沢線局改歩道RH部分改修 岩見沢市 47 北海道　札幌建設管理部

夕張岩見沢線外局改(一般局改) (特)工事RH 夕張市 93 北海道　札幌建設管理部

摩周湖斜里線RH盤事故復旧 斜里町 - 北海道　網走建設管理部

小樽港線RH盤交換 小樽市 - 北海道　小樽建設管理部

俣落西5条線歩道RH部分改修 中標津町 55 北海道　釧路建設管理部

苫小牧中央IC舗装RH 苫小牧市 832 北海道　室蘭建設管理部

中央橋通線RH改修 旭川市 424 旭川市役所

桂ヶ岡線RH改修 網走市 1,064 網走市役所

台町通線RH改修 網走市 650 網走市役所

向陽ヶ丘歩道橋RH改修 網走市 84 網走市役所

北西3丁目斜線歩道RH新設（RH盤） 網走市 - 網走市役所

幸町地区配水管布設替工事（ピアソン通）RH復旧 北見市 206 北見市役所

東陵東5号道路外３路線RH改修（RH機器） 北見市 - 北見市役所

副都心団地7号線(下野幌団地29号線～厚別中央1条6丁目1番地先間)RH改修 札幌市厚別区 20 札幌市役所

北区ほか2区街路灯（清田1号線)RH改修 札幌市清田区 87 札幌市役所

菊水歩道橋RH改修 札幌市白石区 117 札幌市役所

西8丁目線(南6条線～5条線間)歩道バリアフリーRH改修 札幌市中央区 164 札幌市役所

新発寒わらび（西宮の沢）跨線橋斜路階段RH改修 札幌市手稲区 465 札幌市役所

山の手小学校前歩道橋ほか1橋補修工事RH 札幌市西区 121 札幌市役所

道道札幌環状線電線共同溝(歩道RH改修) 札幌市豊平区 53 札幌市役所

豊平区羊ヶ丘配水管耐震工事（西岡宅造10号線）RH改修 札幌市豊平区 106 札幌市役所水道局

湖畔橋外修繕工事（清流橋RH改修） 千歳市 74 千歳市役所

苫小牧東小学校・苫小牧東中学校校舎改築電灯動力設備ほか工事RH 苫小牧市 89 苫小牧市役所

市道白鳥台東西通線外9線RH改修(RH機器) 室蘭市 - 室蘭市役所

町道栄丘東通1号線外1路線ＲＨ修繕工事（RH機器) 浦河町 - 浦河町役場

町道継立御園線RH制御器交換(RH機器) 栗山町 - 栗山町役場

南2丁目アンダーパスRH車道改修 新得町 587 新得町役場

町立別海病院MRI検査棟増改築工事　RH･FH 別海町 105 別海町役場

見晴団地・東雲町線ロードヒーティング分電盤改修(RH機器) 神恵内村 - 神恵内村役場

苫小牧西IC地下通路設置RH改修 苫小牧市 188 東日本高速道路㈱

苫小牧中央IC受配電RH(RH機器) 苫小牧市 - 東日本高速道路㈱

住鉱国富電子株式会社　構内RH工事（その３） 共和町 66 民間

HANARIDGE RESIDENCE1・3　RH工事 倶知安町 159 民間

株式会社M&S牛舎(ﾌﾘｰｽﾄｰﾙ･ｺﾝﾎﾟｽﾀｰ堆肥舎)　RH工事 白糠町 58 民間

<青森県＞

2020年度)八戸管内 ETC設備付帯工事 八戸市 24 東日本高速道路㈱

ジャパンオイルネットワーク㈱青森油槽所融雪装置更新工事 青森市
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ドコモ青森ビル　EVステーション設置工事（電気） 青森市 41 ㈱NTTドコモ

ドコモ青森ビル　車庫前ロードヒータ改修工事 青森市 9 ㈱NTTドコモ

<秋田県>

地方道路交付金工事（雪寒）02-FI02-20 大館市 559 秋田県北秋田地域振興局

街路第001号　都市計画道路千秋久保田町線道路築造工事 秋田市 188 東北地方整備局能代河川国道事務所

令和２年度電気通信設備保守業務（能代）【有浦歩道橋（大舘）】 大館市 79 東北地方整備局能代河川国道事務所

秋田市総合環境ｾﾝﾀｰ第2ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ火災復旧ほか工事 秋田市 56 秋田市役所

市道新都市14号線ほか１路線融雪施設改良工事 秋田市 766 秋田市役所

秋田駅東口駅前広場融雪設備改修工事 秋田市 76 秋田市役所

秋田自動車道 秋田南IC融雪設備復旧作業 秋田市 49 東日本高速道路㈱

十和田管内 ETC設備付帯工事【RH復旧作業】 鹿角市 21 東日本高速道路㈱

東北自動車道 十和田管内舗装補修工事(坂梨TNRH改修工事) 小坂町 1,302 東日本高速道路㈱

千秋久保田町線融雪設備改修工事 秋田市 36 東北電力㈱

ドコモ秋田ビルEVステーション設置工事（電気） 秋田市 22 ㈱NTTドコモ

＜岩手県＞

一般県道花巻和賀線鍛冶町地区無散水消雪設備更新（その2）工事 花巻市 236 岩手県県南広域振興局

広内地区海岸ほか融雪設備設置工事 野田村 26 岩手県県北広域振興局

一般国道282号清水地区無散水消雪施設更新工事 八幡平市 235 岩手県盛岡広域振興局

一般県道盛岡滝沢線ロードヒーティング復旧工事 盛岡市 3 岩手県盛岡広域振興局

市道高畑佐野線融雪設備制御機器更新工事 奥州市 - 奥州市役所

飯豊秋葉線融雪設備整備工事 北上市 1,119 北上市役所

市道西青山一丁目上厨川1号線外融雪設備設置工事 盛岡市 236 盛岡市役所

市道与ノ字橋山王町線与の字橋橋梁補修工事 盛岡市 190 盛岡市役所

市道北夕顔瀬町3号線融雪設備設置その2工事 盛岡市 233 盛岡市役所

明治橋大沢川原線(大通工区）街路築造その３工事 盛岡市 18 盛岡市役所

2020年度)盛岡・北上ETC設備付帯工事 北上市 42 東日本高速道路㈱

工事等業務(北上西料金所料金自動精算機設置に伴うアイランド改修)【RH補修工事】 北上市 11 東日本高速道路㈱

工事等業務(花巻南料金所料金自動精算機設置に伴うアイランド改修)【RH補修工事】 花巻市 11 東日本高速道路㈱

盛岡南料金所踏板フレーム交換作業【RH復旧作業】 盛岡市 11 東日本高速道路㈱

工事等業務(湯田料金所料金自動精算機設置に伴うアイランド改修)【RH補修工事】 西和賀町 11 東日本高速道路㈱

㈱キタカミデリカ2020年度融雪工事 北上市 6 ㈱キタカミデリカ

北上ハイテクペーパーRC棟屋根復旧工事【西側(X3～X26)屋根融雪復旧工事】 北上市 4,705 北上ハイテクペーパー㈱

＜宮城県＞

荒巻本沢一丁目10-20地先下水道施設災害復旧工事外２線【中山幹線融雪設備補修工事】 仙台市 49 仙台市役所

ｴｽｴｽｹｰ石巻電動ｹﾞｰﾄ取付工事 石巻市 6 ㈱エスエスケー

＜山形県＞

令和2年度道路施設長寿命化対策事業（補助・大型構造物）一般県道長井停車場線小出歩道橋補修工事 長井市 62 山形県置賜総合支庁

3・2・5旅篭町八日町線　道路改良工事（第3工区）【済生館病院駐車場出入口RH】 山形市 291 山形県村山総合支庁

両羽地区橋梁補修工事(両羽横断歩道橋) 酒田市 94 酒田河川国道事務所

ドコモ山形ビルEVステーション設置工事（電気）【融雪設備改修工事】 山形市 20 ㈱NTTドコモ

＜福島県＞

二本松岳温泉)道路橋りょう整備(交付)工事(消雪設備) 二本松市 1,312 福島県県北建設事務所
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福島市新斎場整備事業2期造成工事 福島市 1,002 福島市役所

令和2年度会津若松管内RH復旧工事 会津坂下町 31 東日本高速道路㈱

コマツ郡山工場ロードヒーティング第2期工事 郡山市 25 コマツ

日東紡績㈱福島工場　北門ゲート　RH改修工事 福島市 10 日東紡績㈱

<静岡県>

新東名高速道路 御殿場ＩＣ～御殿場ＪＣＴ間舗装工事 御殿場市 13,244 中日本高速道路㈱

中日本高速道路㈱東京支社管内 休憩施設案内表示設備工事 富士市 - 中日本高速道路㈱

<愛知県>

橋梁補修工事(交付金)・橋梁修繕工事合併工事 小牧市 1,153 愛知県尾張建設事務所

名古屋第二環状自動車道 名古屋西JCT～飛島JCT間舗装工事 名古屋市 15,502 中日本高速道路㈱

名古屋第二環状自動車道 名古屋西JCT～飛島JCT間他受配電自家発電設備工事 名古屋市 - 中日本高速道路㈱

せと赤津インターチェンジ他８施設受配電設備改造工事 名古屋市 - 中日本高速道路㈱

<石川県>

北陸自動車道 加賀ＩＣ～小矢部ＩＣ間舗装補修工事 金沢市 1,619 中日本高速道路㈱

北陸自動車道 金沢管内維持修繕業務 金沢市 380 中日本高速道路㈱
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＜北海道＞

一般国道12号札幌市白石中央電線共同溝設置工事 札幌市 64 北海道開発局　札幌開発建設部

深川留萌自動車道留萌市峠下橋補修外一連工事 留萌市 87 北海道開発局　留萌開発建設部

室蘭環状線交付金（雪）工事（RH機器） 室蘭市 - 北海道　室蘭建設管理部

界川線(旭丘高校線～界川3丁目1号線間)ほか1線車道ロードヒーティング改修工事 札幌市中央区 1,353 札幌市役所

旭山米里線（西10丁目線～西7丁目線間ほか）電線共同溝工事新設ほか工事 札幌市中央区 33 札幌市役所

道道札幌夕張線(2号用水線～東札幌2条6丁目1号線間)舗装路面改良ほか工事 札幌市白石区 58 札幌市役所

３・４・５４宮の森・北２４条通（東雁来４条１丁目５０９番地先～東雁来連絡線間）道路新設工事 札幌市東区 200 札幌市役所

日時計橋ほか1橋補修工事 札幌市手稲区 71 札幌市役所

つくしヶ丘本通線ロードヒーティング改修工事 網走市 603 網走市役所

台町大通線ロードヒーティング改修工事 網走市 268 網走市役所

台町中央線ロードヒーティング改修工事 網走市 163 網走市役所

北西3丁目斜線歩道新設の内電気設備工事 網走市 50 網走市役所

桂ケ岡線ロードヒーティング改修工事（RH盤） 網走市 - 網走市役所

市道崎守通線外ロードヒーティング(電気)改修工事（RH機器） 室蘭市 - 室蘭市役所

北2丁目外1路線歩道ロードヒーティング設置工事 砂川市 125 砂川市役所

永隆橋通線ロードヒーティング整備工事 旭川市 623 旭川市役所

旭西橋通線ロードヒーティング整備工事 旭川市 470 旭川市役所

令和３年町道1号線ロードヒーティング改修工事 ニセコ町 193 ニセコ町役場

南2丁目アンダーパスRH歩道改修 新得町 297 新得町役場

村道東雲町線道路改良工事 神恵内村 32 神恵内村役場

道の駅ライスランドふかがわロードヒーティング修繕（RH機器） 深川市 - 深川市役所

正門自動門扉補修工事及び内柵門自動門扉補修工事 足寄町 27 防衛省

道央自動車道 札幌南地区舗装補修工事（キウスPA） 千歳市 114 東日本高速道路(NEXCO)

豊浦IC雪氷用設備RH自動制御器取替（RH機器） 豊浦町 - 東日本高速道路(NEXCO)

施設保全工事業務 美唄IC 融雪設備 自動制御器補修（RH機器） 美唄市 - 東日本高速道路(NEXCO)

新千歳空港北側アンダーパスロードヒーティング 改修工事 千歳市 5,366 民間(北海道エアポート)

釧路空港駐車場改良整備工事（建築・電気） 釧路市 80 民間(北海道エアポート)

（仮称）6･6ビル新築工事RH 札幌市北区 24 民間

室蘭市大淵様邸RH増設工事 室蘭市 86 民間

森永乳業(株)佐呂間工場厚生棟増築工事RH 佐呂間町 81 民間

網走市小野寺様邸RH 網走市 50 民間

(仮称)大通東1駐車場整備工事RH 札幌市中央区 37 民間

<青森県＞

2021年度八戸管内　ETC設備付帯工事【RH復旧作業】 一戸町・九戸村 8 東日本高速道路（株）

中土手町商店街乗り入れ部改修工事 弘前市 26 青森県中南地域県民局

(戦略)21舎新設(青森)弘前西HS 弘前市 27 東北インテリジェント通信(株)

繰第637-1号　弘前岳鰺ヶ沢線凍結害防止工事 弘前市 394 青森県中南地域県民局
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<秋田県>

イオンモール秋田令和3年(2021年)修繕工事(スロープ部融雪工事) 秋田市 1,472 イオン(株)

空自秋田外(元)宿舎新設等土木工事 男鹿市 248 東北防衛局

市道千秋明徳町1号線道路改良工事 秋田市 1,513 秋田市役所

幸町地区電線共同溝工事 大館市 566 能代河川国道事務所

秋田駅東口駅前広場融雪設備修繕 秋田市 58 秋田市役所

街路第001号都市計画道路千秋久保田町線歩道築造工事 秋田市 541 秋田市役所

秋田市立秋田北中学校融雪設備修繕 秋田市 7 秋田市役所

秋田管内融雪設備復旧作業 秋田市 17 東日本高速道路（株）

東部ガス取り出しに伴う融雪施設復旧工事 秋田市 47 東部ガス(株)

令和3年度一般国道105号融雪設備補修工事 北秋田市 50 秋田県北秋田地域振興局

＜岩手県＞

東北自動車道　安代IC雪氷施設改築工事 八幡平市 13 東日本高速道路（株）

東北自動車道　平泉スマートIC受配電自家発電設備工事 平泉町 140 東日本高速道路（株）

石神町文化会館線融雪施設補修業務委託 花巻市 47 花巻市役所

2021年度　盛岡・北上ETC設備付帯工事 二戸市・八幡平市 8 東日本高速道路（株）

令和3年度年間単価契約　舗装道路路面復旧工事(第1工区,第4工区) 盛岡市 6 盛岡市上下水道局

飯豊秋葉線融雪設備整備工事 北上市 1,076 北上市役所

釜沢地区構造物工事 二戸市 22 岩手河川国道事務所

成田黒沢尻線環状交差点整備工事 北上市 655 北上市役所

岩手事務所大型マルチ機器ピット及び床面等改修並びに審査上屋庇工事 矢巾町 205 独立行政法人自動車技術総合機構

盛岡管内アイランド改修【RH復旧作業】 盛岡市 31 東日本高速道路（株）

一般県道花巻和賀線鍛治町地区無散水消雪設備更新(その3)工事 花巻市 89 岩手県県南広域振興局

一般国道282号線清水地区無散水消雪施設更新(その2)工事 八幡平市 236 岩手県盛岡広域振興局

盛岡駅南大橋線(大沢川原線)RH復旧工事 盛岡市 4 鉄建建設（株）

盛岡管内融雪設備復旧作業 盛岡市 11 東日本高速道路（株）

市道厨川一丁目谷地頭線融雪設備修繕 盛岡市 43 盛岡市役所

＜宮城県＞

(仮称)DPL利府町新築工事RH 利府町 673 大和ハウス工業(株)

(市)仲の瀬橋線仲の瀬橋(道路通路)補修工事 仙台市 - 仙台市役所

新電気工事㈱社屋移転計画 仙台市 32 新電気工事(株)

＜山形県＞

山形北料金所　融雪設備復旧工事 山形市 5 東日本高速道路（株）

＜福島県＞

令和3年度会津若松管内維持修繕作業【RH復旧工事】 西会津町 35 東日本高速道路（株）

郡山国道管内駐車帯外整備工事 郡山市・柳津町 348 郡山国道事務所

郡山国道管内電気設備工事 郡山市・柳津町 - 郡山国道事務所

<新潟県>

新潟支社管内トンネル受配電自家発電設備更新工事 上越市 - 東日本高速道路（株）

21第2長岡伝送端局新設長岡西伝送端局 長岡市 44 東北インテリジェント通信㈱
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<群馬県>

R2国道17号三国防災新三国トンネル舗装他工事 みなかみ町 1,390 国土交通省 高崎河川国道事務所

＜長野県＞

(仮称)T8プロジェクト〔軽井沢〕 軽井沢町 408

＜山梨県＞

ファナック㈱HQ11棟外構整備計画 忍野村 37 ファナック(株)

＜福井県＞

高浜町立認定こども園新築工事 高浜町 70 高浜町

＜滋賀県＞

高田歩道橋　改修工事 長浜市 53 滋賀県長浜土木事務所

＜京都府＞

中舞鶴横断歩道橋 改修工事 舞鶴市 11 国土交通省 福知山河川国道事務所

＜大阪府＞

太陽エコブロックス 泉北工場 高石市 6 太陽エコブロックス
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