
発注者 施工年月

《国土交通省》
東北地方整備局 秋田河川国道事務所 国道46号角館バイパス(秋田県) 07/07、09/11

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 国道6号（茨城県) 01/05

関東地方整備局 常総国道事務所 牛久土浦バイパス（茨城県） 03/04～03/06

関東地方整備局 首都圏道路 矢切高架橋下部（東京都） 00/03

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 北近畿豊岡自動車道（兵庫県） 12/02～13/04

近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所 国営飛鳥歴史公園（奈良県） 11/11、12/11

九州地方整備局 福岡国道工事事務所 有明海沿岸道路(佐賀県) 06/09

《東日本高速道路（NEXCO東日本）》
北海道支社 道東自動車道 千歳JCT～夕張IC 99/05～99/09

東北支社 山形自動車道 寒河江IC～月山IC 98/08～99/09

東北支社 常磐自動車道 いわき中央IC～いわき四倉IC 98/09～99/01

東北支社 磐越自動車道 猪苗代磐梯高原IC 98/11

関東支社 東北自動車道 羽生PA、都賀西方PA、大谷PA、栃木IC～宇都宮IC
98/10～99/10
16/05、17/04

関東支社 上信越自動車道 藤岡PA、佐久IC 99/07～00/03

関東支社 常磐自動車道 水戸IC 99/02～99/04

関東支社 北関東自動車道
高崎JCT、伊勢崎IC、栃木都賀JCT～宇都宮上三川IC、
友部IC～茨城町東IC

98/07～01/01

関東支社 富津館山道路 富津竹岡IC～鋸南富山IC 98/09～99/03

関東支社 千葉東金道路 東金IC～松尾横芝IC 98/09～00/05

《中日本高速道路》
東京支社 東名高速道路 東京IC～三ヶ日IC 98/08～01/02

東京支社 新東名高速道路 富士宮第二トンネル 00/10

東京支社 首都圏中央連絡自動車道 高尾山IC～八王子JCT 12/11～13/11

東京支社 小田原厚木道路 大磯PA 98/10～99/04

名古屋支社 東名高速道路 豊田IC～小牧IC 99/01

名古屋支社 東海北陸自動車道 一宮西IC、岐阜各務原IC 98/10～99/03

名古屋支社 伊勢自動車道 松阪IC 98/09

八王子支社 中部横断自動車道 双葉JCT 01/11～02/01

八王子支社 中央自動車道 国立IC～大月IC 00/07～03/04

《西日本高速道路》
関西支社 名神高速道路 府道豊中摂津線、吹田IC、西宮IC 99/05～02/06

関西支社 西名阪自動車道 天理IC 99/12

関西支社 中国自動車道 福崎IC 98/09

中国支社 中国自動車道 美作IC～小月IC 99/02～00/03

中国支社 山陽自動車道 仏通寺土砂捨て場、小野田IC 00/08～02/02

四国支社 高松自動車道 津田東IC～板野IC 01/07～02/07

四国支社 高松東道路 さぬき三木IC～津田東IC 99/05～99/08

四国支社 徳島自動車道 美馬IC～川之江東JCT 99/01～00/05

四国支社 松山自動車道 伊予IC～大洲IC 00/03～00/07

四国支社 高知自動車道 伊野IC～土佐IC 01/03

九州支社 大分自動車道 大分吉光IC～大分宮河内IC 99/12

九州支社 東九州自動車道 西都IC～清武JCT 99/10～01/11
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《本州四国連絡高速道路》

本州四国連絡高速道路 西瀬戸自動車道 西瀬戸尾道IC～今治IC 98/06～01/03

いわき都市開発事務所 福島県いわき市 いわきニュータウン 07/01、09/03

茨城地域事業本部 茨城県つくば市 つくばエクスプレスタウンつくばみどりの里 10/11

東日本賃貸住宅本部 千葉県千葉市中央区 千葉市総合スポーツ公園（蘇我スポーツ公園） 13/06

首都圏ニュータウン本部 千葉県市原市 潤井戸地区1号近隣公園 12/02

東京都心支社 東京都世田谷区 芦花公園団地 06/08

東日本支社 東京都 八王子ニュータウン 99/02～99/03

東日本支社 東京都稲城市 南八王子地区4工区8号線緑地整備工事 99/03

東日本支社 東京都稲城市 稲城第四公園 00/01～03/02

東日本支社 東京都稲城市 南多摩地区B-6　2-W緑地外工事 05/10

神奈川地域支社 神奈川県横浜市緑区 長津田地区G工区街区公園整備工事 03/03

西日本支社 兵庫県宝塚市 グリーンヒルズ仁川 16/03

《役所》
大潟村役場 秋田県南秋田郡大潟村 並木植栽 11/09～12/03

福島県 福島県いわき市 防災緑地 15/02

つくば市役所 茨城県つくば市 西近隣公園 00/02

秩父市役所 埼玉県秩父市 バイパス工事 00/07

所沢市役所 埼玉県所沢市 日比田親水調整池築造 00/11

千葉県企業庁 千葉県山武郡横芝光町 ひかり工業団地 02/12

横浜市役所 神奈川県横浜市港南区 笹下2丁目公園 98/04

横須賀市役所 神奈川県横須賀市 湘南国際村 01/04～01/06

座間市役所 神奈川県座間市 芹沢公園 16/06、17/03

静岡市役所 静岡県静岡市清水区 秋葉山公園 05/03～05/04

裾野市役所 静岡県裾野市 十里木公園 09/03、10/03

静岡県 静岡県駿東郡長泉町 県立ガンセンター 01/02

三重県土木事務所 三重県 砂防工事 03/11

大阪市役所 大阪府大阪市 河川堤防緑化試験施工 18/05

兵庫県 兵庫県小野市 北播磨総合医療センター 11/12

神崎町役場(現．神河町役場) 兵庫県神崎郡神河町 00/12

香川県小豆総合事務所 香川県小豆郡小豆島町 内海ダム再開発 11/06

福岡県 福岡県久留米市 三潴農村公園 00/01

《民間・その他》
(独)鉄道建設・運輸施設
整備支援機構

青森県青森市
八甲田トンネル梨ノ木工区
月見野土捨て場のり面整備

04/04～05/10
12/07、18/08

電源開発公団 埼玉県狭山市 00/10

エラン 千葉県香取郡 畑 03/03

マンション 神奈川県横浜市都筑区 14/03、15/03

民間施設 愛知県 ＬＩＸＩＬ植樹祭 11/11

教育施設 愛知県日進市 名古屋商科大学日進キャンパス 16/02

《都市再生機構》


