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都道首都高速９号線（江東区門前仲町区
間） 入札占用指針

東京都江東区富岡２－３２他 1096.08㎡ 落札 首都高速道路株式会社 2,641／㎡ 7,007円／㎡

都道首都高速２号線（赤羽橋区間）
入札占用指針

東京都港区東麻布１丁目３０番他 172.92㎡ 落札 首都高速道路株式会社 19,592円／㎡ 25,677円／㎡

一般国道28号（神戸淡路鳴門自動車道）撫
養高架橋下（徳島県鳴門市撫養町斎田字見
白16-1ほか）入札占用指針

徳島県鳴門市撫養町斎田字見白16-1ほ
か

4,560.28㎡ 落札 本州四国連絡高速道路株式会社 238円／㎡ 238円／㎡

大阪府道高速大阪池田線（大阪市西区靱本
町区間）入札占用指針（変更）

大阪府大阪市西区靱本町１丁目地内 435.78 ㎡ 落札 阪神高速道路株式会社 3,927 円／㎡ 14,500円／㎡

高速自動車国道九州横断自動車道長崎大分
線　小郡高架橋下（小郡市小郡字正尻１５
６７－３外） 入札占用指針

福岡県小郡市小郡字正尻１５６７－３
ほか

1,217.28㎡ 落札 株式会社田中三次郎商店 737円／㎡ 737円／㎡

一般国道３号　南九州西回り自動車道（八
代日奈久道路）平山高架橋下　入札占用指
針

熊本県八代市平山新町字東平山５３９
７－２ほか

1,142.64㎡ 落札 有限会社八代ドライビングスクール 60円／㎡ 61円／㎡

高速自動車国道九州縦貫自動車道鹿児島線
宮崎線　水城高架橋下（太宰府市水城1丁
目１８９－４外） 入札占用指針

福岡県太宰府市水城１丁目１８９－４
ほか

257.23㎡ 落札 有限会社竹野自動車工業 267円／㎡ 　270円／㎡

高速自動車国道九州縦貫自動車道鹿児島線
宮崎線　水城高架橋下（太宰府市水城1丁
目１１９－３外） 入札占用指針

福岡県太宰府市水城１丁目１１９－３
ほか

2,418.18㎡ 落札 生活支援サービス 534円／㎡ 　535円／㎡

大阪市道高速道路淀川左岸線　正蓮寺川ト
ンネル上　入札占用指針

大阪府大阪市此花区島屋１丁目地内 1,574.54㎡ 落札 株式会社ディーセントオート 754円／㎡ 2,310円／㎡

常磐自動車道 大北川高架橋下　入札占用
指針

茨城県北茨城市磯原町木皿１０５９－
２他

519.33㎡ 落札 大塚電機株式会社 91円／㎡ 91円／㎡
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一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車
道） 倉見高架橋下　入札占用指針

神奈川県高座郡寒川町倉見５７３－６
外

575.79㎡ 落札 東海旅客鉄道株式会社 575円／㎡ 576円／㎡

横浜市道高速横浜環状北線（横浜市港北区
新羽町）トンネル上部　入札占用指針

神奈川県横浜市港北区新羽町１１２１
－２４他

2,371.20㎡ 落札 首都高速道路株式会社 2,574円／㎡ 6,327円／㎡

高速自動車国道九州縦貫自動車道鹿児島線
宮崎線　水城高架橋下　入札占用指針

福岡県太宰府市水城2丁目240-6ほか 456.75㎡ 落札 日本プロダクト株式会社 763円／㎡ 792円／㎡

中央自動車道西宮線　大垣インターチェン
ジ　特定連結路附属地入札占用指針

岐阜県大垣市内原２丁目１８３番地 6,847.56㎡ 落札
日産ネットワークホールディングス株式

会社・株式会社丸千代山岡家 1,943円／㎡ 5,436円／㎡

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車
道） 金田高架橋下入札占用指針

神奈川県厚木市金田１１２６―１外 2,057.18㎡ 落札 株式会社セルタン 1,246円／㎡ 2,100円／㎡

一般国道１４号（京葉道路）本町高架橋下
入札占用指針

千葉県船橋市湊町３丁目２７２０－３
９２他

176.66㎡ 落札 東武不動産株式会社 664円／㎡ 664円／㎡

都道高速足立三郷線（足立区北加平町）
入札占用指針

東京都足立区北加平町１０２７－１他 908.79㎡ 落札 首都高速道路株式会社 880円／㎡ 880円／㎡

兵庫県道高速湾岸線　住吉浜渡り線下　入
札占用指針

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町３－１及
び２－２

14,056.95㎡ 落札 株式会社MIKYフロンティア 605円／㎡ 1,070円／㎡

大阪市道高速道路淀川左岸線　正蓮寺川ト
ンネル上　入札占用指針

大阪府大阪市此花区島屋２丁目１ 578.09㎡ 落札 阪神高速道路株式会社 755円／㎡ 756円／㎡

東九州自動車道（佐伯弥生PA）入札占用指針 大分県佐伯市弥生地内 1.53㎡ 落札 西日本高速道路株式会社 1,152円／㎡ 1,152円／㎡
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一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）
田端高架橋下入札占用指針

神奈川県高座郡寒川町田端３３１４他 6,390.92㎡ 落札 神奈川県道路公社 438円／㎡ 705円／㎡

東北中央自動車道相馬尾花沢線（南陽PA・山
形PA）入札占用指針

山形県南陽市川樋字大洞山地内
山形県山形市大道端地内

8.00㎡ 落札 東日本高速道路株式会社 1,596円／㎡ 1,600円／㎡

一般国道４７５号（東海環状自動車道） （仮
称）岐阜ＰＡ　入札占用指針

岐阜県岐阜市北野北地内 5.76㎡ 落札 中日本高速道路株式会社 4,560円／㎡ 4,560円／㎡

関越自動車道新潟線沼田インターチェンジ特
定連結路附属地入札占用指針

群馬県沼田市桜町１６７８－５他 2.272.22㎡ 落札 株式会社ファミリーマート 1,598円／㎡ 3,010円／㎡

第一東海自動車道豊橋ＰＡ（下り線）入札占用
指針

愛知県豊橋市賀茂町字野中地内 4.70㎡ 落札 中日本高速道路株式会社 4,560円／㎡ 4,560円／㎡

北関東自動車道波志江高架橋下入札占用指
針

群馬県伊勢崎市波志江町３３８８－３
他

358.15㎡ 落札 タカハシ機工 151円／㎡ 151円／㎡

第二東海自動車道横浜名古屋線安城高架下
入札占用指針

愛知県豊田市吉原町下細池７４番３他 3,506.83㎡ 落札 中日本高速道路株式会社 463円／㎡ 463円／㎡

中央自動車道富士吉田線調布高架橋下（調
布市飛田給三丁目）入札占用指針

東京都調布市飛田給三丁目５３番５ 436.62㎡ 落札 中日本高速道路株式会社 2,491円／㎡ 2,500円／㎡

一般国道４６６号（第三京浜道路）東前田高架
橋下入札占用指針

神奈川県横浜市神奈川区菅田町１６８
１－２他

322.41㎡ 落札 東日本高速道路株式会社 670円／㎡ 805円／㎡

中央自動車道府中高架橋下（府中市矢崎一
丁目）道路の占用及び入札の実施に関する指
針（入札占用指針）

東京都府中市矢崎町一丁目４４－１ 507.39㎡ 落札 中日本高速道路株式会社 1,118円／㎡ 1,118円／㎡
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中央自動車道府中高架橋下（府中市是政三
丁目）道路の占用及び入札の実施に関する指
針（入札占用指針）

東京都府中市是政三丁目２３－７ 1147.82㎡ 落札 中日本高速道路株式会社 2,236円／㎡ 2,236円／㎡

常磐自動車道大北川高架橋下道路の占用及
び入札の実施に関する指針（入札占用指
針）

茨城県北茨城市磯原町木皿１０５８番
２号他

854.22㎡ 落札 大塚電機株式会社 95円／㎡ 95円／㎡

四国縦貫自動車道井内川橋下道路の占用及
び入札の実施に関する指針（入札占用指
針）

愛媛県東温市則之内惣宮乙２０５８番
地４外

484.07㎡ 落札 株式会社サカワ 247円／㎡ 250円／㎡


