
発注者 施工年月

《国土交通省》

北海道開発局 広尾道路事務所 帯広・広尾自動車道（北海道） 05/11～08/10

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

関東地方整備局 首都国道事務所 東京外環自動車道（千葉県） 17/02

近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所 大戸川ダム（滋賀県） 06/10

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） 04/05～06/07、13/06

九州地方整備局 延岡国道事務所 国道10号延岡道路（宮崎県) 06/02～06/03

《東日本高速道路(NEXCO東日本)》

北海道支社 道央自動車道 和寒IC～士別剣淵IC 02/04～02/12

東北支社 東北自動車道 蔵王地区～青森IC 00/02～11/10、17/06

東北支社 青森自動車道 青森IC～青森東IC 03/04～03/09

東北支社 八戸自動車道 八戸管内 01/07～01/10

東北支社 秋田自動車道 北上西IC～秋田北IC 02/09～03/11

東北支社 日本海沿岸東北自動車道 田沢工事、小坂JCT 06/12、13/11

東北支社 山形自動車道 村田JCT～月山IC、湯殿山IC～酒田みなとIC 00/10～01/08、11/09～11/11

東北支社 常磐自動車道 いわき勿来IC～亘理IC 00/02～15/02

東北支社 磐越自動車道 いわき三和IC～小野IC 08/10

東北支社 三陸自動車道 多賀城IC 15/11～16/01

東北支社 東北中央自動車道 南陽高畠IC～山形上山IC 18/06～18/09

東北支社 仙台北部道路 富谷IC 13/12

東北支社 仙台東部道路 亘理IC～岩沼IC 01/10

関東支社 東北自動車道 加須IC～白河IC 99/12～02/12

関東支社 関越自動車道 所沢IC、本庄児玉地区、高崎管内 00/02～03/03

関東支社 上信越自動車道 藤岡地区、更埴JCT～豊田飯山IC 00/12～04/05

関東支社 常磐自動車道 谷和原IC、岩間IC～日立南太田IC 00/02～01/03

関東支社 東関東自動車道 千葉北IC～潮来IC、鉾田IC～茨城町JCT 00/12～03/09、10/02、17/12

関東支社 館山自動車道 君津IC～富津竹岡IC 02/03～07/04

関東支社 東京外環自動車道 京葉JCT 18/12～19/03

関東支社 北関東自動車道 前橋南IC～岩舟JCT、栃木都賀JCT～水戸南IC 00/12～11/02

関東支社 首都圏中央連絡自動車道
桶川北本IC～大栄JCT、
東金JCT～木更津JCT

06/06～17/03

関東支社 京葉道路 京葉JC～京葉市川PA 18/03～19/03

関東支社 富津館山道路 鋸南富山IC～富浦IC 04/01～04/05

関東支社 第三京浜自動車道 京浜川崎IC～港北IC 01/04～08/03

関東支社 横浜新道 川上IC～上矢部IC 01/04、03/03

《中日本高速道路(NEXCO中日本)》

東京支社 東名高速道路 東京IC～袋井IC 00/06～09/10

東京支社 新東名高速道路 御殿場JCT～三ヶ日JCT 01/10～12/02

東京支社 中部横断自動車道
新清水JCT～富沢IC
六郷ＩＣ～南アルプスIC

04/03、09/09～10/03
17/02、19/03

東京支社 小田原厚木道路 厚木西IC～荻窪IC 02/01～03/02、09/06～09/09

名古屋支社 東名高速道路 東名三好IC～名古屋IC、守山PA 00/10～04/02、18/01

名古屋支社 新東名高速道路 三ヶ日JCT～豊田東IC 02/10～04/12、12/02～16/03

名古屋支社 名神高速道路 小牧IC～岐阜羽島IC 99/06～08/01

名古屋支社 新名神高速道路 新四日市JCT～亀山PA、亀山JCT～土山SA 07/04～08/01、15/10～18/09

名古屋支社 中央自動車道 飯田管内、多治見管内 06/10、07/12

名古屋支社 東海北陸自動車道 美並IC～飛騨清見IC 00/01～08/03
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名古屋支社 東海環状自動車道
美濃関JCT～鞍ヶ池PA、大垣西IC～養老JCT
大安IC

04/02～07/10、
12/03～12/06、17/09

名古屋支社 東名阪自動車道 四日市東IC～亀山JCT 08/03～08/07

名古屋支社 伊勢自動車道 久居管内 04/03、08/10

名古屋支社 紀勢自動車道 大宮大台IC～紀伊長島IC 08/09～08/12、13/02

八王子支社 中央自動車道 日野地区、岡谷地区 00/10～04/10、08/06

八王子支社 長野自動車道 塩尻北IC～安曇野IC 01/11～01/12

八王子支社 安房峠道路 安房トンネル 00/10

金沢支社 北陸自動車道 福井管内、富山管内 06/11～08/01

《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～竜王IC、草津PA～瀬田東JCT
京都南IC～茨木IC、大山崎JCT～久御山淀IC

01/02～04/03、09/03

関西支社 近畿自動車道 勢和多気線、尾鷲勢和線 05/06～06/03

関西支社 新名神高速道路
大津JCT～八幡京田辺JCT、
高槻第二JCT～神戸JCT

03/09～07/12
16/09～19/02

関西支社 阪和自動車道 海南東IC、紀ノ川SA、みなべIC～南紀田辺IC 00/03～07/08

関西支社 舞鶴若狭自動車道 福知山IC～小浜西IC、福井地区 他 02/05～08/03

関西支社 中国自動車道 福崎管内、加西IC 00/03～02/02

関西支社 山陽自動車道 備前IC、福崎南IC、姫路管内 01/01～03/03

関西支社 播磨自動車道 新宮IC 01/06

関西支社 京滋バイパス 大山崎IC～巨椋IC 03/02～04/04

関西支社 第二京阪道路 久御山JCT～枚方東IC 03/02～04/07

関西支社 第二神明道路 草津地区 02/04～02/09

中国支社 中国自動車道 下関管内、作東IC、佐用JCT
00/03～04/09、

09/11～10/02

中国支社 山陽自動車道 備前IC～富海PA、東広島JCT、尾道JCT 00/11～10/06

中国支社 岡山自動車道 槇谷地区 03/07～03/10

中国支社 米子自動車道 玉田山地区 03/07～03/10

中国支社 浜田自動車道 浜田JCT 03/04、03/07

中国支社 山陰自動車道 斐川IC、出雲地区 06/05～06/10、09/09～09/11

四国支社 徳島自動車道 鳴門JCT～徳島IC 04/03、13/02～16/07

四国支社 松山自動車道 00/12～05/12

四国支社 高松自動車道 香川管内 07/02

四国支社 高知自動車道 戸波地区、明ヶ谷地区、須崎地区、川之江地区 02/02～04/12

四国支社 高松東道路 豊中地区 01/06～04/02

九州支社 九州自動車道 北九州管内～鹿児島管内 00/07～10/10、17/05

九州支社 長崎自動車道 長崎多良見IC～長崎IC、久留米管内 01/03～04/03

九州支社 九州中央自動車道 嘉島JCT 13/11～14/01

九州支社 東九州自動車道
北九州JCT～宇佐IC、別府IC、
津久見IC～佐伯IC、門川IC～清武南IC

04/11～17/03

《他の役所》

川崎町役場 宮城県柴田郡川崎町 館山地区 02/10

宮城県 宮城県宮城郡松島町 松島マツ林再生 15/05

潟上市役所 秋田県潟上市 梅の里公園 13/03

大潟村役場 秋田県南秋田郡大潟村 景観木植栽事業 16/02、17/01

群馬県太田土木事務所 群馬県太田市 08/02

群馬県 群馬県太田市 ぐんまこどもの国 10/03

国立病院機構 群馬県渋川市 渋川医療センター 16/01

町田市役所 東京都町田市 町田市立小山中学校保存緑地整備 11/10～12/01

神津島村役場 東京都神津島村 美の田園復興事業 09/03

名古屋市役所 愛知県名古屋市千種区 東山の森づくり活動拠点「里山の家」 11/03、12/04

岡崎市役所 愛知県岡崎市 岡崎市民病院 12/03

上郡町役場 兵庫県赤穂郡上郡町 上郡町植栽工事 14/03

鳥取県
鳥取自動車道（中国横断
自動車道姫路鳥取線）

大原地区植樹工事 08/12

長崎県県北振興局 長崎県東彼杵郡波佐見町 中尾地区急傾斜地崩壊対策工事 08/04～08/05
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《民間・その他》

民間施設 青森県下北郡大間町 電源開発㈱大間原子力発電所 03/07

(財)仙台市
農業園芸振興協会

宮城県仙台市若林区 仙台市農業園芸センター 05/01

民間施設 茨城県常総市 キヤノンファインテック 12/12

教育施設 栃木県栃木市 國學院大學栃木学園野球場周り植栽 02/05

首都高速道路㈱ 東京都中央区 都心環状線　築地川壁面緑化 11/02

商業施設 東京都江戸川区 東京トヨタ自動車㈱江戸川店 08/10

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車本社技術本館北駐車場 08/09

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車 上郷工場 19/03

複合商業施設 愛知県蒲郡市 ラグーナ蒲郡 03/04

民間施設 愛知県長久手市 豊田中央研究所 18/02、18/12～19/01
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