
発注者 施工年月

《国土交通省》

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） 03/03

関東地方整備局 国営昭和記念公園事務所 花みどり文化センター（東京都） 12/03

関東地方整備局 横浜国道事務所 国道1号（神奈川県） 05/09～08/02

関東地方整備局 横浜国道事務所 さがみ縦貫道路（神奈川県） 07/04～07/07

関東地方整備局 川崎国道事務所 国道15号金杉橋緑地管理（神奈川県） 10/02

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） 18/03

中部地方整備局 浜松河川国道事務所 掛川バイパス　路肩防草（静岡県） 02/01

中部地方整備局 浜松河川国道事務所 磐田バイパス　路肩防草（静岡県） 01/04

中部地方整備局 浜松河川国道事務所 三遠南信自動車道　引佐地区（静岡県） 12/02

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） 04/05～04/06

《東日本高速道路(NEXCO東日本)》

北海道支社 道央自動車道 札幌南IC付近　中央分離帯 試験植栽 01/09

東北支社 東北自動車道 鶴巣PA～若柳金成IC 05/08

東北支社 秋田自動車道 北上西IC 03/11

東北支社 山形自動車道 笹谷IC～関沢IC 02/06

東北支社 常磐自動車道 南相馬IC～亘理IC 05/09、10/02～15/01

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PA 18/06～19/03

東北支社 仙台北部道路 富谷IC 13/11

関東支社 東北自動車道 加須管内、蓮田SA 14/01～14/03、19/03

関東支社 常磐自動車道 守谷SA～谷和原IC 01/10

関東支社 東関東自動車道
谷津船橋IC、酒々井IC、成田IC
鉾田IC～茨城空港北IC

03/06、13/03～13/07
17/11

関東支社 館山自動車道 市原SA、君津IC～富津竹岡IC 04/01～07/06、14/02

関東支社 東京外環自動車道
中央ＪＣＴ(仮称）、大泉JCT～和光北IC、
三郷南IC～京葉JCＴ

08/01、10/07～13/12
17/10～18/02

関東支社 北関東自動車道
伊勢崎IC～岩舟JCT、
栃木都賀JCT～友部IC

07/06～11/08

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

06/06～07/03、
11/04～18/11

関東支社 横浜環状南線 公田地区
12/10～12/11、17/04

18/05～18/06

関東支社 京葉道路 花輪IC、幕張PA、蘇我IC
03/09～03/12、

07/02～09/05

関東支社 富津館山道路 鋸南富山IC～富浦IC 04/01～05/03

関東支社 横浜新道 名瀬地区 03/03

関東支社 横浜横須賀道路 佐原IC～馬堀海岸IC 08/11～10/03

関東支社 千葉東金道路 松尾横芝IC 06/03

《中日本高速道路(NEXCO中日本)》

東京支社 東名高速道路 東京IC～磐田IC 01/10～13/06

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

08/08～16/09
17/08～19/01

東京支社 首都圏中央連絡自動車道
寒川北IC～八王子JCT、
あきる野IC～日の出IC

04/09～05/02、
11/11～17/05

東京支社 東京外環自動車道 (仮称)中央JCT 16/06～17/10
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東京支社 中部横断自動車道 六郷IC～増穂IC 17/02～17/11

名古屋支社 東名高速道路
豊川IC～名古屋IC
守山ＰＡ

03/10～03/11、
08/09～08/10、18/02

名古屋支社 新東名高速道路 三ヶ日JCT～豊田東JCT
04/06～05/02、

10/12～16/11

名古屋支社 名神高速道路
一宮IC、安八スマートＩＣ、養老ＪＣＴ、
　他

04/05～06/01、13/01
18/03

名古屋支社 中央自動車道 小牧東IC～小牧JCT 03/11

名古屋支社 東海北陸自動車道
美濃関JCT～飛騨清見IC、
ひるがの高原SA　他

04/02～09/04
18/08～18/11

名古屋支社 東海環状自動車道 美濃関JCT～美濃加茂SA、養老IC他 04/08～05/03、17/09

名古屋支社 東名阪自動車道 亀山南地区 04/12～05/02

名古屋支社 伊勢湾岸自動車道 04/03

名古屋支社 伊勢自動車道 亀山PA、津管内　他 04/04、12/08～12/10

名古屋支社 新名神高速道路 新四日市JCT～甲賀土山IC 17/01～17/04

名古屋支社 紀勢自動車道 大宮大台IC～紀伊長島IC
04/04、08/09～09/01

12/12～13/03

名古屋支社 北陸自動車道 神田PA 17/10

八王子支社 中央自動車道 国立府中IC～八王子JCT 04/05～12/10

金沢支社 北陸自動車道 不動寺PA 03/03

《西日本高速道路(NEXCO西日本)》

関西支社 新名神高速道路 甲賀土山IC～甲南IC　他 06/01～07/02

関西支社 阪和自動車道 みなべIC～南紀田辺IC 07/05～07/09

関西支社 舞鶴若狭自動車道 小浜IC～敦賀JCT 14/06

関西支社 中国自動車道 神戸管内 11/08

関西支社 京都丹波道路 大山崎JCT～大枝IC 13/02

中国支社 中国自動車道 作東IC 04/09～05/02

中国支社 山陽自動車道 尾道JCT 10/04～10/06

中国支社 岡山自動車道 槇谷地区 03/07～03/10

中国支社 松江自動車道 加茂岩倉PA 12/12

中国支社 浜田自動車道 浜田JCT～浜田東IC 03/03～03/07

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

四国支社 徳島自動車道 鳴門JCT～徳島IC 13/02～15/01

九州支社 九州自動車道 北熊本スマートIC 18/12～19/03

九州支社 宮崎自動車道 山之口SAスマートIC 16/07

九州支社 長崎自動車道 長崎芒塚IC～長崎IC 03/10～04/03

九州支社 大分自動車道
山田SA、九重IC～大分IC
由布岳PAスマートIC

03/02～05/02、12/10
16/09

九州支社 九州中央自動車道 嘉島JCT～小池高山IC 14/07

九州支社 東九州自動車道
北九州JCT～宇佐IC、門川IC～日向IC、
清武JCT～清武南IC、別府湾スマートIC

09/04～17/08
18/05

九州支社 沖縄自動車道 伊芸SA マルチング試験施工 19/03

《役所》

福島県県会津農林事務所 福島県大沼郡金山町 県営ふるさと農道緊急整備 04/03

日立市役所 茨城県日立市 東滑川地区公園整備工事 09/10

栃木県真岡土木事務所 栃木県真岡市 国道294号道路環境整備工事 05/02

都市再生機構
首都圏ニュータウン本部

埼玉県さいたま市岩槻区 新和西地区　岩槻1号街区公園 15/10

都市再生機構
首都圏ニュータウン本部

埼玉県さいたま市岩槻区 岩槻南部新和地区外岩槻3号街区公園 16/12

都市再生機構
首都圏ニュータウン本部

埼玉県越谷市 越谷レイクタウン地区 14/03～14/07
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戸田市役所 埼玉県戸田市 戸田市みどりの外環道事業 16/09、17/09

市川市役所 千葉県市川市 緊急船着場周辺整備工事  04/03

佐倉市役所 千葉県佐倉市 志津公民館 15/09

東京都下水道局 東京都江東区 砂町水再生センター 11/01

江東区役所 東京都江東区 江東区立第五大島小学校 18/03～18/04

江東区役所 東京都江東区 都立城東高等学校 18/07

東京二十三区清掃一部事務組合 東京都大田区 大田清掃工場 13/09

東京都水道局 東京都杉並区 和泉庁舎 04/02

北区役所 東京都北区 西ヶ原小学校リフレッシュ改修工事 17/01

東京都下水道局 東京都荒川区 三河島水再生センター 11/12

足立区役所 東京都足立区 綾瀬川護岸緑化 11/09

横須賀市役所 神奈川県横須賀市 逸見浄水場 04/02、07/01

神奈川県藤沢土木事務所 神奈川県鎌倉市 柏尾川護岸 06/12

神奈川県藤沢土木事務所 神奈川県藤沢市 県道30号(戸塚茅ヶ崎線) 06/02、12/01

神奈川県厚木土木事務所 神奈川県厚木市 国道129号(厚相バイパス)
04/12、05/10、

06/05、09/03

厚木市役所 神奈川県厚木市 厚木環状2号線 07/02

新潟県魚沼地域振興局 新潟県魚沼市 広神ダム 09/06

国立大学法人　浜松医科大学 静岡県浜松市東区 浜松医科大学 13/07

中遠広域事務組合 静岡県周智郡森町 中遠広域一般廃棄物最終処分場 06/11

名古屋高速道路公社 愛知県名古屋市千種区 緑橋換気所 09/07

名古屋市徳川園管理事務所 愛知県名古屋市東区 徳川園 04/06

名古屋市役所 愛知県名古屋市守山区 下志段味区画道路 18/04

愛知県西三河建設事務所 愛知県 県道　名古屋岡崎線 04/12

小牧市役所 愛知県小牧市 小牧市民会館 09/05

日進市役所 愛知県日進市 上納池スポーツ公園 05/09

水資源機構 愛知県弥富市 筏川地区 11/10

長久手市役所 愛知県長久手市 香流川壁面緑化 19/02

京都市役所 京都府京都市伏見区 南部クリーンセンター 19/03

和歌山県東牟婁振興局 和歌山県新宮市 国道168号小規模改良工事 10/11

和歌山県西牟婁振興局 和歌山県西牟婁郡白浜町 白浜湯崎線街路整備工事 09/04、10/06

北九州市役所 福岡県北九州市八幡東区 戸畑大谷線（尾倉ランプ）壁面緑化 10/11

《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 03/01～03/02

個人邸 茨城県水戸市 Ｋ邸 13/10

日本郵政㈱ 埼玉県さいたま市南区 さいたま中央郵便局 11/07

商業施設 埼玉県越谷市 イオンレイクタウン 11/02、16/02

オフィスビル 埼玉県新座市 ㈱ホンダアクセス本社ビル増改築工事 08/11

マンション 埼玉県吉川市 グランセンス吉川美南ステーションコート 14/10

物流施設 埼玉県北葛飾郡松伏町 松伏ロジスティクスセンター 19/03

首都高速道路㈱ 東京都中央区 都心環状線　築地川壁面緑化 08/05

首都高速道路㈱ 東京都渋谷区 中央環状線　西新宿JCT 09/12、12/06

民間施設 東京都江東区 清水建設㈱技術研究所本館屋上緑化 03/09

鉄道 東京都世田谷区 東京急行電鉄 08/06～12/03

交通施設 東京都足立区
新交通日暮里・舎人線
舎人車輌基地整備事業

06/05、08/03

商業施設 東京都足立区 ロイヤルホームセンター足立鹿浜 18/02

民間施設 東京都八王子市 トヨタ東京デザイン研究所 08/07
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マンション 東京都八王子市 リリファ八王子北野 16/04

商業施設 東京都調布市 東京トヨタ調布店 17/09

商業施設 神奈川県横浜市港北区 トレッサ横浜 13/12

民間施設 神奈川県川崎市川崎区 アイソトープ協会 18/08

マンション 神奈川県川崎市中原区 武蔵小杉アビリア中庭改修 08/06

民間施設 神奈川県川崎市麻生区 柿生計画 15/11

社会福祉施設 神奈川県相模原市緑区 特別養護老人ホーム　さがみ湖桂寿苑 04/12

工場 神奈川県横須賀市 日産自動車㈱追浜工場 07/06

社会福祉施設 神奈川県足柄上郡松田町 特別養護老人ホーム　レストフルヴィレッジ 06/11

民間施設 静岡県御殿場市 北久原造成工事 14/04

医療施設 愛知県名古屋市中村区 名古屋第一赤十字病院 18/10

鉄道 愛知県名古屋市中区 近畿日本鉄道伏屋駅法面緑化試験工事 09/09

民間施設 愛知県春日井市 トヨタホーム㈱春日井事業所 13/04

物流施設 愛知県春日井市 春日井ロジスティクスセンター 17/01

民間施設 愛知県津島市 中部美化企業㈱物流センター 08/06

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱本社工場 07/06

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱技術本館 09/08、15/08

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱元町工場 09/02～16/08

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱上郷工場
10/05～11/09、

15/09～18/12

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱高岡工場 08/10

工場 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱堤工場 05/03、10/02～13/03

民間施設 愛知県豊田市 トヨタ自動車㈱第3大林和風寮 07/03

民間施設 愛知県豊田市 トヨタ鞍ヶ池記念館 15/02、17/07

工場 愛知県豊田市 トヨタ車体㈱吉原工場 15/09

工場 愛知県豊田市 林テンプレ㈱ 本社工場 12/05

民間施設 愛知県蒲郡市 トヨタグループ研修施設 16/08

工場 愛知県小牧市 DIC㈱小牧工場 08/02

教育施設 愛知県日進市 名古屋商科大学 09/07、10/06

商業施設 愛知県日進市 豊田信用金庫日進米野木支店 16/12

民間施設 愛知県清須市 三菱重工業㈱冷熱事業本部 13/03

民間施設 愛知県清須市 三菱重工枇杷島社宅 16/11

工場 愛知県みよし市 トヨタ自動車㈱三好工場 11/04～12/03

工場 愛知県みよし市 トヨタ自動車㈱下山工場 14/08

商業施設 愛知県みよし市 豊田信用金庫三好北支店 17/02

民間施設 愛知県長久手市 豊田中央研究所 19/01

工場 愛知県西春日井郡豊山町 MRJ組立工場 17/03

民間施設 愛知県海部郡飛島村 飛島コンテナ埠頭㈱ 12/06

民間施設 三重県鈴鹿市 ㈱中日新聞社 10/09

商業施設 京都府京都市上京区 セブンイレブン京都出世稲荷店 09/11

民間施設 滋賀県大津市 日本黒鉛工業㈱敷地整備工事 08/07

民間施設 滋賀県大津市 東レ㈱北園寮 11/10～11/12

民間施設 奈良県奈良市 近鉄学研奈良登美ヶ丘住宅地 14/05～14/12

工場 和歌山県和歌山市 三菱電機㈱冷熱システム製作所和歌山工場 12/05

民間施設 広島県尾道市 尾道冷凍流通センター 12/01

民間施設 山口県美祢市 美祢社会復帰促進センター 11/06
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