
発注者 施工年月

《国土交通省》
東北地方整備局 森吉山ダム工事事務所 森吉山ダム（秋田県） 06/09

東北地方整備局 月山ダム工事事務所 月山ダム（山形県） 99/10

東北地方整備局 摺上川ダム工事事務所 摺上川ダム（福島県） 02/07～03/08

北陸地方整備局 高岡維持出張所 国道160号（富山県） 04/03

中部地方整備局 多治見砂防国道事務所
平成19年度木曽川水系
大沢田第1砂防堰堤工事（長野県）

08/03

中部地方整備局 飯田国道事務所 国道19号（岐阜県） 05/05

中部地方整備局 長島ダム管理所 長島ダム（静岡県） 16/03

中部地方整備局 名古屋国道事務所 国道302号（愛知県） 99/03

近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所 滋賀県道大津信楽線（滋賀県） 12/03

近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 京都縦貫自動車道丹波綾部道路（京都府） 07/12

近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 国道29号（兵庫県） 13/02

近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 京奈和自動車道 紀北西道路(和歌山県） 15/07

中国地方整備局 出雲川河川事務所 斐伊川放水路（島根県） 04/10

中国地方整備局 浜田河川国道事務所 江の川維持工事（島根県） 08/02

中国地方整備局 岡山国道事務所 玉島笠岡道路須恵地区（岡山県） 14/03

中国地方整備局 三次河川国道事務所 作木大和道路（広島県） 05/03

九州地方整備局 福岡国道事務所 国道3号（福岡県） 06/02

九州地方整備局 立野ダム工事事務所 立野ダム（熊本県） 17/10、18/09

《東日本高速道路(NEXCO東日本）》

北海道支社 道央自動車道
深川IC～旭川鷹栖IC、黒松内JCT、
森IC～八雲IC

01/05～03/07、
09/05～11/09

北海道支社 道東自動車道
池田IC～本別IC、本別JCT～足寄IC、
夕張IC～十勝清水IC

02/06～02/11、
07/06～11/07

東北支社 東北自動車道 福島JCT、盛岡IC～浪岡IC
01/07～02/01、

16/11

東北支社 青森自動車道 青森IC～青森東IC 03/04～03/08

東北支社 八戸自動車道 八戸JCT～八戸北IC 02/06

東北支社 秋田自動車道
横手JCT、協和IC、昭和男鹿半島IC、
八郎湖SA

99/05～02/07
17/10

東北支社 山形自動車道 笹谷IC～関沢IC、酒田IC～酒田みなとIC 01/05～02/11

東北支社 三陸自動車道 多賀城IC 16/03～16/04

東北支社 仙台北部道路 利府しらかし台IC～富谷JCT 02/02、10/04～10/11

東北支社 仙台東部道路 亘理IC 01/03～01/05

東北支社 磐越自動車道 磐梯山SA～磐梯河東IC 00/08～01/11

東北支社 東北中央自動車道 南陽高畠IC～山形PA 01/10、18/07～18/09

東北支社 常磐自動車道 広野IC～亘理IC
02/02～04/03、

09/06～15/02

関東支社 東北自動車道 宇都宮IC

関東支社 常磐自動車道 高萩IC 01/03

関東支社 北関東自動車道
伊勢崎IC、太田桐生IC～足利IC、
栃木都賀JCT～宇都宮上三川IC、
桜川筑西IC～水戸南IC

00/02～00/10、
07/10～08/03、

10/06～10/12

関東支社 東関東自動車道 宮野木JCT～潮来IC、成田IC 99/03～02/03

関東支社 首都圏中央連絡自動車道
桶川北本IC～白岡菖蒲IC、つくば牛久IC～阿見東
IC、茂原北IC、木更津JCT～木更津東IC

06/07～07/02、
09/10～15/10

関東支社
首都圏中央連絡自動車道
横浜環状南線

（仮称）公田IC付近 10/04
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発注者 施工年月施工場所および工事名

関東支社 館山自動車道 君津IC～富津中央IC 07/03～07/11

関東支社 千葉東金道路 東金IC～松尾横芝IC 98/03

関東支社 富津館山道路 鋸南富山IC 98/10

関東支社 関越自動車道 嵐山小川IC 04/03

《中日本高速道路（NEXCO中日本）》
東京支社 首都圏中央連絡自動車道 相模原IC～日の出IC 02/03、09/11、15/03

東京支社 東名高速道路 東京IC～三ヶ日IC 99/01～11/12

東京支社 新東名高速道路
海老名南JCT～厚木南IC、
御殿場JCT～三ヶ日JCT

98/03～12/04、16/05～
16/11、17/9～18/02

東京支社 中部横断自動車道
新清水JCT～富沢IC
六郷IC～増穂IC

11/09～19/03

八王子支社 中央自動車道 八王子IC～勝沼IC 98/04～02/03

金沢支社 北陸自動車道 富山管内、福井管内 07/11

金沢支社 東海北陸自動車道 五箇山IC～白川郷IC 02/10

名古屋支社 中央自動車道 多治見管内 07/12

名古屋支社 東名高速道路 豊川～名古屋 00/03～04/03

名古屋支社 新東名高速道路 浜松いなさJCT～豊田東JCT 05/02、12/09～16/01

名古屋支社 名神高速道路 羽島管内、一宮ＩC　他 02/03～03/05、08/01

名古屋支社 東海北陸自動車道 郡上八幡IC～飛騨清見IC 97/07～04/06

名古屋支社 東海環状自動車道 瀬戸地区 05/01

名古屋支社 東名阪自動車道 亀山PA 他 03/03～03/11、08/03

名古屋支社 伊勢自動車道 勢和多気IC～伊勢IC 02/02～02/10

名古屋支社 紀勢自動車道 勢和多気IC、紀勢大内山IC～紀伊長島IC 09/08、12/02～13/02

名古屋支社 新名神高速道路 四日市JCT、亀山JCT～甲賀土山IC
04/01～16/07
18/06～19/01

《西日本高速道路（NEXCO西日本）》
関西支社 名神高速道路 関ヶ原IC～八日市IC 98/01～99/11

関西支社 新名神高速道路
甲賀土山IC～大津JCT、
高槻JCT～神戸JCT

02/10～18/04

関西支社 阪和自動車道 みなべIC～南紀田辺IC、海南IC～有田IC 07/09、09/06～11/04

関西支社 舞鶴若狭自動車道 舞鶴東IC～敦賀JCT
02/07～02/12、

10/12～14/07

関西支社 京都縦貫自動車道 大山崎JCT～大枝IC 12/10～13/07

関西支社 南阪奈道路 03/07～03/10

関西支社 山陽自動車道 神戸JCT、相生地区、新宮ＩC 98/11～03/03

関西支社 播磨自動車道 播磨JCT～播磨新宮IC 03/03

中国支社 中国自動車道 三次IC～新見IC 04/03

中国支社 岡山自動車道 岡山総社IC～北房JCT 97/02

中国支社 米子自動車道 玉田山地区、摺鉢山ﾄﾝﾈﾙ 03/07～03/10

中国支社 山陰自動車道 宍道IC、出雲地区 01/01、09/11

中国支社 広島呉道路 坂南IC～天応西IC 96/05

四国支社 徳島自動車道 鳴門JCT～徳島IC、井川池田IC
99/03～99/11、

14/02～15/01

四国支社 松山自動車道
内子五十崎IC～大洲IC
鳥坂トンネル

00/05～01/07

四国支社 高松自動車道 板野IC～津田東IC、高松IC　他 02/02～02/12、07/03

四国支社 高松東道路 さぬき三木IC～津田東IC 98/02

九州支社 九州自動車道 植木IC～熊本IC 99/05

九州支社 大分自動車道 湯布院IC～大分IC、野上地区　他 02/12～04/10

九州支社 東九州自動車道
行橋IC、大分米良IC～佐伯IC、
日向IC～高鍋IC、清武南IC

99/11、07/10～08/03
12/10～14/12

九州支社 九州中央自動車道 嘉島JCT～矢部ＩC 03/05
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発注者 施工年月施工場所および工事名

管理事業本部 神戸淡路鳴門自動車道 垂水JCT付近 98/05

管理事業本部 西瀬戸自動車道 今治IC 99/01～99/02

宮城・福島震災復興支援本部 宮城県東松島市 野蒜北部丘陵地区内公園整備工事 16/10

千葉地域支社 千葉県千葉市緑区 City&Cityおゆみ野 11/02

首都圏ニュータウン本部 千葉県八千代市 西八千代北部北東部近隣公園 15/02

東日本支社 東京都北区 豊島5丁目団地植栽再整備 08/02

東日本賃貸住宅本部 神奈川県中郡二宮町 二宮風致公園 14/02

西日本支社 大阪府茨木市 大阪国際文化公園都市 99/03、05/02

西日本支社 大阪府茨木市 彩都地区 16/03

西日本支社 大阪府箕面市 彩都地区54号線緑地管理棟 14/10

西日本支社 大阪府箕面市 彩都の丘学園新グラウンド 17/04

西日本支社 兵庫県神戸市垂水区 神戸学園南地区 11/04～13/04

《役所》
八戸市役所 青森県八戸市 八戸市立八戸小学校 06/03

岩手県花巻地方振興局 岩手県花巻市 県道東宮野目二枚橋線葛地区 05/02

宮城県 宮城県宮城郡松島町 松島マツ林再生 15/03～15/05

山形市役所 山形県山形市 蔵王みはらしの丘公園 12/03

緑資源機構関東整備局 群馬県沼田市 新設林道脇 01/10

習志野市役所 千葉県習志野市 （仮称）都市計画道路法面植生工事 11/05

神津島村役場 東京都神津島村 道路擁壁緑化 05/03、09/03

横須賀市水道局 神奈川県横須賀市 切土のり面 99/01～04/12

厚木市役所 神奈川県厚木市 厚木環状2号線 07/02

大和市役所 神奈川県大和市 大下さくら橋橋脚のり面修景緑化 06/11

大和市役所 神奈川県大和市 渋谷4号公園 08/07

神奈川県厚木土木事務所 神奈川県愛甲郡愛川町 県立あいかわ公園 06/03

富山県高岡土木事務所 富山県高岡市 のり面 99/09

輪島市役所 石川県輪島市 輪島市臨空産業団地 09/10

山梨県峡東建設事務所 山梨県甲府市 日川砂防環境整備工事 07/06

山梨県 山梨県韮崎市 七里岩急傾斜地崩壊対策工事 07/11

瑞浪市役所 岐阜県瑞浪市 市役所敷地内　コンクリート吹付のり面 99/06

岐阜県 岐阜県可児市 花フェスタ記念公園　切土のり面 01/03

岐阜県高山建設事務所 岐阜県飛騨市 県道　切土のり面 01/09

岐阜県 岐阜県養老郡養老町 復旧治山事業表山工事 18/08

岐阜県土木事務所 岐阜県大野郡白川村 県道白川村IC料金所取付工事 02/09～02/10

静岡県 静岡県浜松市 秋葉ダム 11/03

沼津市役所 静岡県沼津市 牛臥山公園 06/10

(財)掛川市土地開発公社 静岡県掛川市 掛川新エコポリス工業団地 10/10～11/01

掛川市役所 静岡県掛川市 満水造成工事 04/10

掛川市役所 静岡県掛川市 H22年度掛川市横須賀城跡整備工事 11/02

掛川市役所 静岡県掛川市 南西郷工業用地 19/02

静岡県下田土木事務所 静岡県加茂郡東伊豆町 (国)135号18年道路災害復旧工事 07/05

尾張農林水産事務所 愛知県 水環境整備事業大江川地区 08/02

愛知県 愛知県名古屋市東区 県立明和高等学校 06/05

愛知県企業庁 愛知県岡崎市 岡崎東部地区工業団地 09/06、11/01

岡崎市役所 愛知県岡崎市 真伝特定4号公園整備工事 17/02

《都市再生機構》

《本州四国連絡高速道路》
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発注者 施工年月施工場所および工事名

豊田市役所 愛知県豊田市 西広瀬工業団地 13/02

小牧市役所 愛知県小牧市 小牧市民四季の森　のり面 00/01

桑名市役所 三重県桑名市 桑名市斎場　「おりづるの森」 10/04

南勢町役場 三重県度会郡南伊勢町 町営施設　切土のり面 98/07

大阪府 大阪府和泉市 槇尾川上流部植栽工事 19/03

神戸市役所 兵庫県神戸市 谷口公園盛土のり面植栽工事 02/03

神戸市役所 兵庫県神戸市西区 高塚山盛土のり面 01/03

加東市役所 兵庫県加東市 北播磨団地 13/03

奈良県宇陀土木事務所 奈良県宇陀市 春日地区砂防関係調査 12/03

十津川村役場 奈良県吉野郡十津川村 十津川村植栽工事 12/02、13/02

岡山県 岡山県津山市 単県道路修繕工事 14/03

香川県小豆総合事務所 香川県小豆郡小豆島町 別当川総合開発事業 11/05

三好市役所 徳島県三好市 かずら橋イベント広場 10/02

福岡都市圏南部環境事業組合 福岡県大野城市 福岡都市圏南部最終処分場 16/03

農林水産省九州農政局 佐賀県佐賀市 幹線水路佐賀西部高域線 13/10

長崎県公園緑地協会 長崎県諫早市 大村湾南部浄化センター　切土のり面 00/02～00/05

旧　泉村役場 熊本県八代市 グラウンド　のり面 99/01

熊本県 熊本県八代市 荒瀬ダム 11/08

宮崎市役所 宮崎県宮崎市 穆佐城址整備事業 14/03

都城市役所 宮崎県都城市 都城市観音池公園 19/02

沖縄科学技術大学院大学 沖縄県国頭郡恩納村 沖縄科学技術大学院大学 13/04、14/10

座間味村役場 沖縄県島尻郡座間味村 阿嘉島 16/01

《民間・その他》
民間施設 北海道札幌市厚別区 末日聖徒イエス・キリスト教会日本札幌神殿 13/10

商業施設 宮城県仙台市泉区 ストリートライフ 仙台泉店 16/09

民間施設 秋田県鹿角市 三菱マテリアル 小真木鉱山緑化試験 06/10

東北電力 福島県大沼郡金山町 沼沢沼発電所撤去工事 03/10～04/06

工場 福島県双葉郡広野町 セメント工場 17/06

土地区画整理組合 千葉県佐倉市 佐倉井野東土地区画整理事業 06/06、07/02

民間施設 神奈川県横須賀市 ㈱ニフコ技術開発センター 13/03

教育施設 神奈川県鎌倉市 鎌倉女子大学大船キャンパス 04/06

民間施設 静岡県御殿場市 北久原造成工事 14/04

工場 愛知県名古屋市中村区 三菱重工業㈱岩塚工場 16/03、17/03

民間施設 愛知県名古屋市中区 スギムラ化学工業 17/10

商業施設 愛知県名古屋市南区 イオンモール新瑞橋 09/10

工場 愛知県刈谷市 トヨタ車体㈱富士松工場 05/02

工場 愛知県豊田市 道路環境林試験植栽　のり面 99/06

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱貞宝工場 13/12～17/02

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱本社工場 16/06

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱環境センター 17/11

民間施設 愛知県西尾市 アイシン機工㈱ 10/12

教育施設 愛知県日進市 名古屋商科大学 16/01

民間施設 愛知県みよし市 トヨタバイオ･緑化研究所 00/06

民間施設 愛知県長久手市 豊田中央研究所 18/02

南海電鉄 宅地造成地　のり面 99/03

工場 三重県松阪市 興和工業松阪工場緑化工事 02/01

マンション 大阪府大阪市天王寺区 セントラルレジデンス天王寺シティタワー 13/11

民間施設 大阪府四條畷市 大阪生駒霊園 19/03
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発注者 施工年月施工場所および工事名

工場 滋賀県野州市 日本発条野洲工場 10/03

民間施設 岡山県瀬戸内市 瀬戸内Kirei太陽光発電所 15/12

ゴルフ場 徳島県阿南市 コート・ベール徳島GC 08/03

集合住宅 福岡県福岡市東区 ネクサス香椎浜 07/12

5


