
No.1

発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
元請⼯事
阿武隈急⾏ 釜川トンネル側壁⽬違い（前倒れ）補修⼯事 鉄道 1式 宮城県⾓⽥市 平成14年02⽉ 平成14年04⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（駒⽌トンネル） 道路 1式 福島県⽥島町 平成14年06⽉ 平成15年01⽉
福島県南会津建設事務所 地⽅特定道路整備⼯事（氷⽟トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県下郷町 平成14年11⽉ 平成15年03⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（駒⽌トンネル） 道路 1式 福島県⽥島町 平成15年02⽉ 平成15年03⽉
福島県相双建設事務所 道路維持補修⼯事（⼤柿トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県浪江町 平成15年03⽉ 平成15年03⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣事業⼯事（⽥⼦倉第１隧道） 道路 1式 福島県只⾒町 平成15年04⽉ 平成15年12⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（中⼭トンネル） 道路 1式 福島県舘岩村 平成15年07⽉ 平成15年12⽉
福島県喜多⽅建設事務所 トンネル漏⽔対策⼯事（⽇中トンネル他） 道路 漏⽔対策 福島県熱塩加納村 平成15年07⽉ 平成15年11⽉
阿武隈急⾏ 釜川トンネル側壁改修⼯事 鉄道 1式 宮城県⾓⽥市 平成15年09⽉ 平成15年11⽉
⼤峠・⽇中総合管理事務所 トンネル漏⽔対策⼯事（ひざわ湖トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県熱塩加納村 平成15年09⽉ 平成15年09⽉
福島県南会津建設事務所 地⽅特定道路整備⼯事（氷⽟トンネル） 道路 1式 福島下郷町 平成15年10⽉ 平成16年03⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（⼭王トンネル） 道路 剥落防⽌ 福島県⽥島町 平成15年10⽉ 平成16年03⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（⼩沼崎トンネル） 道路 1式 福島県下郷町 平成15年12⽉ 平成16年03⽉
福島県喜多⽅建設事務所 トンネル漏⽔対策⼯事（⽇中トンネル他） 道路 漏⽔対策 福島県熱塩加納村 平成15年12⽉ 平成16年03⽉
福島県会津若松建設事務所 道路再⽣事業⼯事（東⼭ずい道） 道路 漏⽔対策 福島県会津若松市 平成16年06⽉ 平成16年10⽉
阿武隈急⾏ 釜川トンネル側壁改修⼯事 鉄道 1式 宮城県⾓⽥市 平成16年06⽉ 平成16年11⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（下郷トンネル外） 道路 1式 福島県下郷町 平成16年06⽉ 平成17年02⽉
福島県喜多⽅建設事務所 トンネル漏⽔対策⼯事（⼤峠トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県熱塩加納村 平成16年08⽉ 平成16年12⽉
福島県道路公社 道路修繕（トンネル漏⽔対策及び内装板補修）⼯事 道路 1式 福島県福島市 平成16年09⽉ 平成16年11⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（⽥⼦倉第１ずい道） 道路 1式 福島県只⾒町 平成16年09⽉ 平成17年03⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（中⼭トンネル） 道路 1式 福島県舘岩村 平成16年12⽉ 平成17年03⽉
福島県道路公社 道路修繕（トンネル内装板補修）⼯事 道路 内装補修 福島県福島市 平成17年05⽉ 平成17年11⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（下郷トンネル外） 道路 1式 福島県下郷町 平成17年06⽉ 平成17年12⽉
福島県県南建設事務所 道路再⽣⼯事（縞⽯トンネル） 道路 1式 福島県⻄郷村 平成17年07⽉ 平成17年12⽉
阿武隈急⾏ 第2⽊落Ｔ外1覆⼯コンクリート改修⼯事 鉄道 1式 宮城県丸森町 平成17年09⽉ 平成17年11⽉
福島県喜多⽅建設事務所 トンネル漏⽔対策⼯事（⼤峠トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県熱塩加納村 平成17年10⽉ 平成18年03⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（⽥⼦倉第１ずい道） 道路 1式 福島県只⾒町 平成17年10⽉ 平成18年03⽉
福島県喜多⽅建設事務所 トンネル漏⽔対策⼯事（道路再⽣　⽇中トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 平成18年06⽉ 平成18年11⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（下郷トンネル） 道路 1式 福島県下郷町 平成18年06⽉ 平成18年12⽉
福島県県南建設事務所 道路再⽣⼯事（剣桂トンネル） 道路 1式 福島県⻄郷村 平成18年06⽉ 平成18年12⽉
阿武隈急⾏ 平成18年度　第1栗⽣Ｔ外1側壁コンクリート補強改修⼯事 鉄道 1式 宮城県丸森町 平成18年07⽉ 平成18年11⽉
福島県南会津建設事務所 道路再⽣⼯事（苧巻隧道外） 道路 1式 福島県只⾒町 平成18年10⽉ 平成19年03⽉
福島県喜多⽅建設事務所 トンネル漏⽔対策⼯事（⼤峠管理） 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 平成18年10⽉ 平成19年02⽉
福島県県中建設事務所 道路維持補修⼯事（三王坂トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県郡⼭市 平成19年02⽉ 平成19年10⽉
阿武隈急⾏ 平成18年度　落⽯対策等⼯事 鉄道 1式 福島県伊達市 平成19年02⽉ 平成19年03⽉

トンネル補修関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容

寿建設株式会社



No.2

発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
トンネル補修関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
福島県喜多⽅建設事務所 道路再⽣⼯事（⽇中トンネル) 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 平成19年03⽉ 平成19年08⽉
阿武隈急⾏ 平成19年度　⽉輪T外13覆⼯ｺﾝｸﾘｰﾄ等改修⼯事 鉄道 1式 福島県伊達市 平成19年04⽉ 平成19年10⽉
三陸鉄道 南リアス線　綾⾥トンネル改修⼯事 鉄道 1式 岩⼿県⼤船渡市 平成19年06⽉ 平成19年12⽉
三陸鉄道 北リアス線　猿峠トンネル改修⼯事 鉄道 1式 岩⼿県宮古市 平成19年06⽉ 平成19年12⽉
福島県喜多⽅建設事務所 トンネル補修⼯事（⼤峠道路） 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 平成19年07⽉ 平成19年10⽉
福島県県中建設事務所 道路維持補修⼯事（三王坂トンネル） 道路 漏⽔対策 福島市郡⼭市 平成19年08⽉ 平成19年10⽉
福島県会津若松建設事務所 道路維持補修⼯事（駒啼瀬トンネル外） 道路 1式 福島県三島町 平成19年09⽉ 平成20年02⽉
東北農政局新安積農業⽔利事業所 新安積（⼆期）農業⽔利事業　幹線⽤⽔路笹原川⽔路橋その他⼯事 ⽔路 1式 福島県郡⼭市 平成19年12⽉ 平成20年03⽉
福島県県南建設事務所 道路再⽣⼯事（安⼼坂トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県⻄郷村 平成20年03⽉ 平成20年08⽉
阿武隈急⾏ 平成20年度　第2粟⽣T外15覆⼯コンクリート等改修⼯事 鉄道 1式 宮城県丸森町 平成20年05⽉ 平成20年09⽉
福島県県南建設事務所 国道改築⼯事（トンネル対策⼯事） 道路 1式 福島県⻄郷村 平成20年09⽉ 平成21年01⽉
福島県県中建設事務所 道路維持補修⼯事（国道２９４号） 道路 1式 福島県郡⼭市 平成20年09⽉ 平成21年01⽉
福島県喜多⽅建設事務所 トンネル補修⼯事（道路維持補修費）（⼤峠トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 平成20年10⽉ 平成20年12⽉
福島県南会津建設事務所 道路⻑寿命化対策⼯事（苧巻岳隧道） 道路 1式 福島県只⾒町 平成20年10⽉ 平成20年12⽉
福島県南会津建設事務所 道路⻑寿命化対策⼯事（⼊間⽊隧道） 道路 1式 福島県只⾒町 平成20年10⽉ 平成20年12⽉
福島県会津若松建設事務所 地域⾃⽴・活性化⼯事（道路維持補修費）芦ノ牧トンネル 道路 漏⽔対策 福島県会津若松市 平成20年10⽉ 平成21年03⽉
福島県県南建設事務所 道路再⽣⼯事（剣桂トンネル外） 道路 1式 福島県⻄郷村 平成21年03⽉ 平成21年09⽉
福島県喜多⽅建設事務所 道路維持補修⼯事（⼤峠トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 平成21年06⽉ 平成21年10⽉
福島県会津若松建設事務所 地域⾃⽴活性化⼯事（道路維持補修費）芦ノ牧トンネル 道路 剥落防⽌ 福島県会津若松市 平成21年07⽉ 平成21年11⽉
福島県喜多⽅建設事務所 道路再⽣⼯事（国道１２１号） 道路 1式 福島県喜多⽅市 平成21年09⽉ 平成22年02⽉
福島県県中建設事務所 地⽅道補修⼯事（三森トンネル） 道路 1式 福島県郡⼭市 平成22年02⽉ 平成22年03⽉
福島県喜多⽅建設事務所 道路維持補修⼯事（⼤峠トンネル） 道路 1式 福島県喜多⽅市 平成22年06⽉ 平成22年10⽉
福島県県北建設事務所 ⽣活基盤緊急改善⼯事（横道トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県福島市 平成22年12⽉ 平成23年06⽉
福島県喜多⽅建設事務所 道路橋りょう維持（維補）⼯事（漏⽔対策） 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 平成23年06⽉ 平成23年10⽉
福島県喜多⽅建設事務所 道路橋りょう維持（維補）⼯事（漏⽔対策）（⼤峠トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 平成24年06⽉ 平成24年10⽉
福島県喜多⽅建設事務所 道路橋りょう維持（維補）⼯事（剥落防⽌） 道路 剥落防⽌ 福島県喜多⽅市 平成25年06⽉ 平成25年10⽉
国⼟交通省福島河川国道事務所 東栗⼦トンネル天井板撤去⼯事 道路 天井板撤去 福島県福島市 平成25年08⽉ 平成26年01⽉
福島県県南建設事務所 道路橋りょう整備（交付）⼯事（トンネル補修） 道路 1式 福島県⻄郷村 平成25年10⽉ 平成26年03⽉
阿武隈急⾏ ⽻出庭トンネル出⼝落成危険個所転⽯除去⼯事 鉄道 1式 宮城県丸森町 平成25年12⽉ 平成25年12⽉
福島県会津若松建設事務所 道路橋りょう維持（⻑寿）⼯事（漏⽔対策）（東⼭第１・２トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県会津若松市 平成26年01⽉ 平成26年03⽉
福島県会津若松建設事務所 道路橋りょう維持（⻑寿）⼯事（漏⽔対策）（沼沢トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県⾦⼭町 平成26年01⽉ 平成26年03⽉
福島県相⾺市 副霊⼭トンネル補修⼯事 道路 漏⽔対策 福島県相⾺市 平成26年03⽉ 平成26年03⽉
福島県喜多⽅建設事務所 道路橋りょう整備（交付）⼯事（漏⽔対策） 道路 剥落防⽌ 福島県喜多⽅市 平成26年07⽉ 平成27年02⽉
福島県いわき建設事務所 道路橋りょう維持（災防）⼯事（漏⽔補修）（⽫⾙トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県いわき市 平成27年02⽉ 平成27年03⽉
福島県会津若松建設事務所 国道４０１号　松坂１号トンネル覆⼯修繕⼯事 道路 漏⽔対策 福島県会津⾼⽥町 平成27年04⽉ 平成27年06⽉
阿武隈急⾏ 平成２８年度　トンネル補修⼯事 鉄道 1式 福島県福島市 平成28年06⽉ 平成29年01⽉

寿建設株式会社



No.3

発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
トンネル補修関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
福島県県南建設事務所 道路橋りょう整備（交付）⼯事（漏⽔対策）（甲⼦トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県⻄郷村 平成28年08⽉ 平成29年03⽉
福島県いわき建設事務所 道路橋りょう維持（⻑寿）⼯事（漏⽔補修）（⽫⾙トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県いわき市 平成29年01⽉ 平成29年05⽉
阿武隈急⾏ 平成29年度トンネル補修⼯事 鉄道 1式 福島県梁川町 平成29年06⽉ 平成30年01⽉
福島県会津若松建設事務所 松坂1号トンネル緊急修繕 道路 剥落防⽌ 福島県会津⾼⽥町 平成29年12⽉ 平成30年01⽉
福島県⼤峠管理事務所 国道121号　御⼿窪トンネル・⽇中トンネル　漏⽔修繕 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 平成30年03⽉ 平成30年03⽉
国⼟交通省福島河川国道事務所 福島管内トンネル補修⼯事 道路 剥落防⽌・漏⽔対策 福島県福島市〜⼭形県⽶沢市 平成30年03⽉ 平成30年12⽉
福島県相⾺市 市道⼤洲松川線（鴨ﾉ尾岬トンネル） 道路 剥落防⽌ 福島県相⾺市 平成30年03⽉ 平成30年03⽉
福島県冨岡⼟⽊事務所 麓⼭トンネル既設繊維シート補修作業 道路 剥落防⽌ 福島県富岡町 平成30年05⽉ 平成30年07⽉
福島県県北建設事務所 道路橋りょう整備（交付）⼯事（防⽔）（横道トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県福島市 平成30年09⽉ 平成31年03⽉
福島県相⾺市 副霊⼭トンネル修繕⼯事 道路 剥落防⽌ 福島県相⾺市 平成30年11⽉ 平成31年03⽉
福島県 不動トンネル漏⽔箇所修繕 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 平成31年02⽉ 平成31年03⽉
福島県 ⼤倉トンネル漏⽔箇所修繕 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 平成31年02⽉ 平成31年03⽉
福島県 道路橋りょう整備（交付）⼯事（TN改修）（甲⼦トンネル） 道路 インバート改修 福島県⻄郷村 平成30年03⽉ 令和02年03⽉
国⼟交通省福島河川国道事務所 栗⼦管内トンネル補修⼯事 道路 剥落防⽌・漏⽔対策 福島県福島市〜⼭形県⽶沢市 平成31年03⽉ 令和02年02⽉
福島県喜多⽅建設事務所 弥平トンネル剥落対策修繕 道路 はく落対策⼯ 福島県喜多⽅市 令和01年06⽉ 令和01年07⽉
福島県県北農林事務所 基幹ストックマネジメント0101⼯事　伊達⻄根堰地区 ⽔路 剥落防⽌・漏⽔対策 福島県福島市 令和01年08⽉ 令和02年03⽉
福島県宮下⼟⽊事務所 早⼾トンネル剥落対策⼯事 道路 はく落対策⼯ 福島県三島町 令和01年08⽉ 令和01年08⽉
福島県⼤峠管理事務所 ⼤峠トンネル漏⽔対策修繕 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 令和01年10⽉ 令和01年10⽉
福島県喜多⽅建設事務所 喰丸トンネル剥落対策修繕 道路 はく落対策⼯ 福島県昭和村 令和01年10⽉ 令和01年11⽉
福島県⼤峠管理事務所 ⼤峠トンネル漏⽔対策修繕 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 令和02年01⽉ 令和02年02⽉
阿武隈急⾏ トンネル補修⼯事 鉄道 剥落防⽌ 福島県梁川町 令和02年02⽉ 令和03年04⽉
東北⾃然エネルギー 新⼩荒発電所　導⽔路修繕⼯事 ⽔路 １式 新潟県東蒲原郡 令和02年06⽉ 令和02年11⽉
福島県冨岡⼟⽊事務所 道路橋りょう整備（交付）⼯事（トンネル）麓⼭トンネル外 道路 1式 福島県富岡町 令和02年07⽉ 令和03年03⽉
国⼟交通省郡⼭国道事務所 郡⼭国道管内トンネル補修⼯事 道路 1式 福島県猪苗代町〜⻄会津町 令和02年09⽉ 令和03年01⽉
柳津町 七呼トンネル漏⽔修繕⼯事 道路 漏⽔対策 福島県柳津町 令和02年08⽉ 令和02年10⽉
福島県冨岡⼟⽊事務所 道路橋りょう整備（補助）⼯事（トンネル）仙⼈沢トンネル 道路 剥落防⽌・漏⽔対策 福島県浪江町 令和03年03⽉ 令和04年02⽉
福島県県北建設事務所 道路橋りょう整備（補助）⼯事（トンネル補修）御代⽥トンネルほか 道路 剥落防⽌・漏⽔対策 福島県⽉舘町 令和03年09⽉ 令和04年03⽉
福島県県北建設事務所 道路橋りょう整備（補助）⼯事（トンネル）飯坂トンネルほか 道路 剥落防⽌・漏⽔対策 福島県福島市 令和04年02⽉ 令和04年07⽉

下請⼯事
佐藤⼯業 荒川発電所⽔路補修⼯事 ⽔路 300m 福島県福島市 昭和54年05⽉ 昭和54年07⽉
⼩林⼟⽊ 東北電⼒⽳原発電所隧道補修⼯事 ⽔路 85m 福島県福島市 昭和55年01⽉ 昭和55年02⽉
佐藤⼯業 荒川発電所⽔路補修⼯事 ⽔路 65m 福島県福島市 昭和55年08⽉ 昭和55年11⽉
⼩林⼟⽊ ⽊⼾川発電所⽔路⽴坑他⼯事 ⽔路 160m他 福島県川内村 昭和55年09⽉ 昭和56年01⽉
佐藤⼯業 荒川発電所⽔路補修⼯事 ⽔路 89m 福島県福島市 昭和58年09⽉ 昭和58年11⽉
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No.4

発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
トンネル補修関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
⼩林⼟⽊ 夏井川発電所導⽔路修繕⼯事 ⽔路 87m 福島県いわき市 昭和61年07⽉ 昭和61年09⽉
⼤成建設 福島トンネル導⽔⼯他⼯事 ⽔路 2,500m 福島県福島市 昭和55年06⽉ 昭和56年03⽉
⼤成建設 丸森トンネル漏⽔処理⼯ 鉄道 1式 宮城県丸森町 昭和62年03⽉ 昭和62年04⽉
佐藤⼯業 ⽳原発電所導⽔路修繕⼯事 ⽔路 28m 福島県福島市 平成04年05⽉ 平成04年06⽉
⼤成建設 東栗⼦トンネル補修⼯事 道路 1式 福島県福島市 平成11年04⽉ 平成11年12⽉
ショーボンド建設 信夫⼭トンネル補修⼯事 道路 1式 福島県福島市 平成12年05⽉ 平成12年12⽉
東栄建設 丸守発電所トンネル修繕⼯事 ⽔路 剥落防⽌ 福島県福島市 平成13年10⽉ 平成14年01⽉
⼤成建設 ⼭形⾃動⾞道　笹⾕トンネル改修⼯事 ⾼速道路 1式 宮城県柴⽥郡 平成14年04⽉ 平成15年03⽉
⽦⽥建設 ⽉の沢発電所修繕⼯事 ⽔路 1式 ⼭形県⽴川町 平成16年09⽉ 平成16年11⽉
横⼭建設 道路再⽣事業⼯事（⼤柿トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県浪江町 平成16年12⽉ 平成17年03⽉
東鉄⼯業 第⼀⽩⽯トンネル路盤修繕⼯事 鉄道 1式 宮城県⽩⽯市 平成17年09⽉ 平成17年12⽉
東鉄⼯業 くりこま⾼原・⼀ノ関⼤⼜トンネル路盤修繕⼯事 鉄道 1式 宮城県栗駒市 平成18年04⽉ 平成18年12⽉
庄司建設⼯業 新農業利⽔（⼀般型）第1805号相⾺第⼆期 ⽔路 1式 福島県相⾺市 平成18年06⽉ 平成18年09⽉
⼭元 地⽅特定道路整備⼯事（仙⼈トンネル） 道路 漏⽔対策 岩⼿県釜⽯市 平成18年08⽉ 平成18年08⽉
アイアックス 東北⾃動⾞道盛岡管内保全⼯事（保⼾坂トンネル） ⾼速道路 漏⽔対策 岩⼿県⼋幡平市 平成18年11⽉ 平成18年11⽉
⾼橋組 道路維持⼯事（五⼗⾥トンネル） 道路 1式 栃⽊県藤原町 平成19年03⽉ 平成19年03⽉
⾼橋組 川治第２トンネル補修⼯事 道路 1式 栃⽊県藤原町 平成20年01⽉ 平成20年03⽉
安部建設 ４９号維持⼯事（⼆渡トンネル漏⽔対策⼯） 道路 漏⽔対策 福島県郡⼭市 平成20年01⽉ 平成20年02⽉
佐々⽊組 ⼭⽥線、第⼀⻄家トンネル覆⼯修繕⼯事 鉄道 1式 岩⼿県下閉伊郡 平成20年02⽉ 平成20年02⽉
⾼橋組 緊急地⽅道整備⼯事（川治第２トンネル） 道路 1式 栃⽊県藤原町 平成20年03⽉ 平成20年03⽉
環境建設 道路再⽣事業⼯事（⽇中トンネル） 道路 1式 福島県喜多⽅市 平成20年05⽉ 平成20年07⽉
⾼橋組 ⻤怒川トンネル内装板補修⼯事 道路 1式 栃⽊県 平成20年07⽉ 平成20年07⽉
東鉄⼯業 東北新幹線、中新城トンネル外５箇所緩衝⼯新設その他⼯事 鉄道 1式 福島県⽩河市 平成20年12⽉ 平成21年03⽉
仙建⼯業 会津宮下・早⼾間早⼾トンネル上部国道横断対策⼯事 鉄道 1式 福島県三島町 平成21年05⽉ 平成22年07⽉
⾼橋組 ⻤怒川トンネル内装板補修⼯事 道路 1式 栃⽊県⽇光市 平成21年05⽉ 平成21年05⽉
スバル興業 平成21年度⼗和⽥管内トンネル補修⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 JH笹の渡トンネル 平成21年06⽉ 平成21年08⽉
モロオカ建設 神⼾・沢⼊間草⽊トンネル補強⼯事　外 鉄道 1式 群⾺県みどり市 平成21年07⽉ 平成21年10⽉
仙建⼯業 仙⼭線仙⼭トンネル修繕⼯事 鉄道 1式 仙⼭線仙⼭トンネル 平成21年08⽉ 平成21年09⽉
⼩国開発 ⽶沢国道⻄地区維持⼯事（明沢トンネル漏⽔補修） 道路 漏⽔対策 ⼭形県⻄置賜郡 平成21年10⽉ 平成21年11⽉
仙建⼯業 仙⼭線第⼆新川川疎⽔橋梁覆⼯修繕 鉄道 1式 仙⼭線第⼆新川 平成21年10⽉ 平成21年12⽉
⼭星建設 国道補修⼯事（⽥⼦倉沢トンネル補修⼯） 道路 漏⽔対策 福島県南会津郡 平成21年10⽉ 平成21年11⽉
⾼橋組 トンネル補修⼯事　川俣温泉川治線その２外 道路 1式 栃⽊県⽇光市 平成21年10⽉ 平成22年03⽉
宝菱産業 ⼭形⾃動⾞道　笹⾕トンネル（上り線）内装板更新⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 宮城県柴⽥郡 平成21年11⽉ 平成21年12⽉
東鉄⼯業 東北新幹線トンネル覆⼯修繕その他⼯事 鉄道 1式 宮城県⽩⽯市 平成21年11⽉ 平成23年03⽉
安部建設 郡⼭49号維持⼯事（中⼭トンネル漏⽔補修⼯） 道路 漏⽔対策 福島県郡⼭市 平成21年12⽉ 平成22年01⽉
⼭星建設 市町村合併⽀援道路整備⼯事（中⼭トンネル） 道路 1式 福島県南会津郡 平成22年02⽉ 平成22年07⽉
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発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
トンネル補修関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
⽇特建設 仙岩トンネル補修⼯事 道路 1式 岩⼿県雫⽯町 平成22年06⽉ 平成22年11⽉
⼭⼗建設 会津宮下・早⼾間滝原トンネル外１覆⼯その他修繕⼯事 道路 1式 福島県⼤沼郡 平成22年06⽉ 平成22年06⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 ⼗和⽥管内笹の渡TN点導⽔⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 JH笹の渡トンネル 平成22年07⽉ 平成22年08⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 保⼾坂トンネル坑⾨⼯補修⼯事 ⾼速道路 1式 JH保⼾坂トンネル 平成22年10⽉ 平成22年12⽉
⻘紀⼟⽊ 第６唄⾙トンネル覆⼯修繕⼯事 鉄道 1式 岩⼿県釜⽯市 平成22年12⽉ 平成22年12⽉
ライト⼯業 豊沢トンネル補修⼯事 道路 漏⽔対策 岩⼿県花巻市 平成22年12⽉ 平成23年03⽉
佐久間建設⼯業 早⼾トンネル補修⼯事 道路 漏⽔対策 福島県三島町 平成23年01⽉ 平成23年03⽉
雄城開発 泉トンネル補修⼯事 道路 漏⽔対策 福島県いわき市 平成23年01⽉ 平成23年03⽉
藤⽥建設⼯業 ⼤内⼭トンネル漏⽔対策⼯事 鉄道 漏⽔対策 福島県⽯川町 平成23年02⽉ 平成23年06⽉
東武建設 ⽥茂沢トンネル補修⼯事 道路 裏込注⼊ 栃⽊県⽇光市 平成23年02⽉ 平成23年03⽉
佐藤建材⼯業 信夫⼭トンネル応急対策⼯事 道路 1式 福島県福島市 平成23年02⽉ 平成23年03⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 ⼗和⽥管内坂梨・笹の渡TN点導⽔⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 JH坂梨・笹の渡トンネル 平成23年06⽉ 平成23年08⽉
第⼀建設 奥⽻線、権現⼭トンネル外⼯事 鉄道 1式 ⼭形県 平成23年07⽉ 平成23年10⽉
第⼀建設 ⼭形新幹線、猿⽻根トンネル補修⼯事 鉄道 1式 ⼭形県 平成23年10⽉ 平成23年11⽉
仙建⼯業 磐越東線、⼭下⾕トンネル補修⼯事 鉄道 1式 福島県いわき市 平成23年10⽉ 平成23年11⽉
仙建⼯業 福島トンネル(底盤部)ロックボルト打設⼯事 鉄道 1式 福島県福島市 平成23年11⽉ 平成24年01⽉
⾼橋組 ⽥茂沢トンネル補修⼯事 道路 裏込注⼊ 栃⽊県⽇光市 平成23年11⽉ 平成24年03⽉
兼⼦組 甲⼦トンネル漏⽔対策⼯事 道路 漏⽔対策 福島県 平成24年02⽉ 平成24年03⽉
仙建⼯業 新幹線、蔵王トンネル外表⽰板修繕⼯事 鉄道 1式 宮城県 平成24年02⽉ 平成24年03⽉
佐久間建設⼯業 沼沢トンネル漏⽔対策⼯事 道路 漏⽔対策 福島県 平成24年03⽉ 平成24年03⽉
仙建⼯業 新幹線、志賀トンネル修繕⼯事 鉄道 1式 宮城県 平成24年04⽉ 平成24年04⽉
仙建⼯業 新幹線、岡トンネル漏⽔対策⼯事 鉄道 1式 宮城県 平成24年05⽉ 平成24年09⽉
渡辺⼟⽊ ⽳原発電所トンネル改修⼯事 ⽔路 1式 福島県福島市 平成24年06⽉ 平成24年06⽉
⼤河建設 鞍⾺トンネル補修⼯事 道路 漏⽔対策 ⻑野県 平成24年07⽉ 平成25年09⽉
第⼀建設 奥⽻本線板⾕・峠間（下）第⼀板⾕峠トンネル漏⽔対策⼯事 鉄道 漏⽔対策 ⼭形県⼭形市 平成24年09⽉ 平成25年10⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 平成25年度 盛岡管内トンネル漏⽔対策⼯事（⻯ヶ森・保⼾坂トンネル） ⾼速道路 漏⽔対策 JH⻯ヶ森・保⼾坂トンネル 平成25年07⽉ 平成25年08⽉
⼭星建設 ⼭王トンネル補修⼯事 道路 漏⽔対策 福島県南会津町 平成25年07⽉ 平成25年09⽉
⼭星建設 蝉トンネル補修⼯事 道路 漏⽔対策 福島県下郷町 平成25年07⽉ 平成25年08⽉
モロオカ建設 沢⼊・原向間　笠松トンネル補強⼯事 鉄道 1式 群⾺県みどり市 平成25年07⽉ 平成25年08⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 平成25年度 ⻘森管内トンネル漏⽔対策⼯事（⼤鰐トンネル） ⾼速道路 漏⽔対策 JH⼤鰐トンネル 平成25年07⽉ 平成25年09⽉
中島建設 肘折発電所隧道補修⼯事 ⽔路 1式 ⼭形県⼤蔵村 平成25年10⽉ 平成25年11⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 平成25年度 ⼭形管内トンネル剥落対策ネット⼯事（笹⾕トンネル） ⾼速道路 剥落防⽌ JH笹⾕トンネル 平成25年10⽉ 平成25年12⽉
仙建⼯業 奥⽻本線庭坂・⾚岩間（下）松川トンネル外６漏⽔修繕⼯事 鉄道 漏⽔対策 福島県福島市 平成25年10⽉ 平成25年11⽉
⼤久保建設 ⼤芦トンネル補修⼯事 道路 漏⽔対策 岩⼿県⽥野畑村 平成25年12⽉ 平成26年02⽉
佐久間建設⼯業 駒啼瀬トンネル補修⼯事 道路 漏⽔対策 福島県三島町 平成26年01⽉ 平成26年03⽉
池原⼯業 ⾼野トンネル漏⽔対策⼯事 道路 漏⽔対策 群⾺県中之条町 平成26年03⽉ 平成26年03⽉
⽇本⼯営 ⽵ノ内発電所トンネル補修⼯事 ⽔路 1式 福島県郡⼭市 平成26年03⽉ 平成26年04⽉
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発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
トンネル補修関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
⼭星建設 ⽥⼦倉第⼆隧道補修⼯事 道路 漏⽔対策 福島県只⾒町 平成26年03⽉ 平成26年04⽉
仙建⼯業 郡⼭新幹線保線技術センター管内トンネル落下物対策⼯事 鉄道 落下物対策 福島県⽩河市 平成26年03⽉ 平成27年04⽉
千島⼯務店 奥四万トンネル・折⽥トンネル補修⼯事 道路 1式 群⾺県中之条町 平成26年04⽉ 平成26年08⽉
仙建⼯業 郡⼭・福島間、福島トンネル⽬地部その他修繕⼯事 鉄道 1式 福島県福島市 平成26年04⽉ 平成27年03⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 平成２６年度　笹⾕トンネル（上り線）漏⽔対策⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 JH笹⾕トンネル 平成26年05⽉ 平成26年09⽉
仙建⼯業 奥⽻本線　⾚⽯・板⾕間環⾦トンネル（上り線）漏⽔修繕⼯事 鉄道 漏⽔対策 福島県福島市 平成26年07⽉ 平成26年09⽉
会津⼟建 道路橋りょう維持（⻑寿）⼯事（漏⽔対策）（トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県会津若松市 平成26年08⽉ 平成26年10⽉
千島⼯務店 奥四万トンネル補修⼯事　分割２号 道路 1式 群⾺県中之条町 平成26年08⽉ 平成26年12⽉
⽇さく 柴平発電所　隧道補修補強⼯事 ⽔路 1式 秋⽥県⿅⾓市 平成26年09⽉ 平成26年12⽉
仙建⼯業 奥⽻本線　⾚⽯・板⾕間環⾦トンネル（下り線）外６覆⼯修繕⼯事 鉄道 1式 福島県福島市 平成26年09⽉ 平成26年12⽉
仙建⼯業 磐梯熱海・中⼭宿間⼩福⼭トンネル外２漏⽔修繕⼯事 鉄道 漏⽔対策 福島県猪苗代町 平成26年10⽉ 平成27年03⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 平成２６年度　⻘森管内トンネル背⾯空洞注⼊⼯事 ⾼速道路 裏込注⼊ 東北道、碇ヶ関IC-⻘森IC間 平成26年10⽉ 平成27年03⽉
掛札建設 ⼭⽅トンネル修繕⼯事 道路 1式 茨城県常陸⼤宮市 平成26年11⽉ 平成27年03⽉
仙建⼯業 奥新川・⾯⽩⼭（信）間　仙⼭トンネル路盤修繕⼯事 鉄道 1式 JR仙⼭トンネル 平成26年11⽉ 平成27年03⽉
⼭星建設 ⼭王トンネル補修⼯事 道路 1式 福島県南会津町 平成26年11⽉ 平成26年12⽉
仙建⼯業 仙台・古川間　第３利府トンネル（下り線）路盤修繕⼯事 鉄道 1式 JR第３利府トンネル 平成27年01⽉ 平成27年03⽉
ユニオン建設 いわきエリア⼟⽊構造物修繕⼯事 鉄道 1式 福島県いわき市 平成27年02⽉ 平成27年03⽉
掛札建設 花⽴トンネル修繕⼯事 道路 1式 茨城県常陸⼤宮市 平成27年02⽉ 平成27年03⽉
仙建⼯業 ⽩⽯・仙台間岡トンネル迫部修繕⼯事 鉄道 1式 JR岡トンネル 平成27年04⽉ 平成27年09⽉
瀧⼯務店 ⼤⾦トンネル補修⼯事 道路 1式 茨城県常陸⼤宮市 平成27年06⽉ 平成27年09⽉
第⼀建設 峰の⼭トンネル補修⼯事 鉄道 漏⽔対策 JR峰の⼭トンネル 平成27年06⽉ 平成27年08⽉
仙建⼯業 奥新川・⾯⽩⼭（信）間　仙⼭トンネル路盤修繕⼯事 鉄道 1式 JR仙⼭トンネル 平成27年06⽉ 平成28年03⽉
⼤東建設 平成２７年度朝⽇川第⼆発電所隧道補修⼯事 ⽔路 1式 ⼭形県朝⽇町 平成27年07⽉ 平成27年12⽉
仙建⼯業 庭坂・⾚⽯間第⼆芳ヶ沢トンネル（下り線）漏⽔修繕⼯事 鉄道 漏⽔対策 福島県福島市 平成27年07⽉ 平成27年09⽉
⼸野組 ⼩野トンネル補修⼯事 道路 1式 茨城県常陸⼤宮市 平成27年07⽉ 平成27年09⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 平成２７年度　福島管内福島トンネル漏⽔対策⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 東北道、福島⻄IC-⼆本松IC間 平成27年08⽉ 平成27年10⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 平成２７年度　⻘森管内⼤鰐トンネル点導⽔⼯⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 東北道、碇ヶ関IC-⼤鰐IC間 平成27年09⽉ 平成27年11⽉
兼⼦組 甲⼦トンネル漏⽔対策⼯事 道路 漏⽔対策 福島県⻄郷村 平成27年09⽉ 平成27年09⽉
勝川建設 主要地⽅道⼤江⻄川線⼤井沢トンネル補修⼯事 道路 1式 ⼭形県⼤江町 平成27年09⽉ 平成27年10⽉
仙建⼯業 中⼭宿・上⼾間沼上トンネル漏⽔修繕⼯事 鉄道 漏⽔対策 福島県猪苗代町 平成27年09⽉ 平成27年12⽉
塩⽥建設⼯業 社会資本整備総合交付⾦事業トンネル補修⼯事 道路 1式 福島県⽩河市 平成27年10⽉ 平成27年11⽉
⼩野組 ⼭中トンネル漏⽔対策⼯事 道路 漏⽔対策 新潟県⼗⽇町 平成27年11⽉ 平成27年11⽉
仙建⼯業 本宮・杉⽥間⼤⼭トンネル漏⽔修繕⼯事 鉄道 漏⽔対策 福島県本宮市 平成27年12⽉ 平成28年03⽉
ケーデーエム 平成２７年度　北上管内トンネル背⾯空洞注⼊⼯事（平泉TN・⼀関TN） ⾼速道路 裏込注⼊ 東北道、平泉TN・⼀関TN 平成28年01⽉ 平成28年02⽉
⿊⽥組 寒河江南部地区　⽤排⽔施設等整備事業第３⼯区⼯事 ⽔路 トンネル補強 ⼭形県寒河江市 平成28年01⽉ 平成28年03⽉
掛札建設 ⼭⽅トンネル修繕⼯事 道路 1式 茨城県常陸⼤宮市 平成28年02⽉ 平成28年05⽉
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発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
トンネル補修関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
藤⽥建設⼯業 道路橋りょう整備（交付）⼯事（棚倉トンネル） 道路 1式 福島県棚倉町 平成28年02⽉ 平成28年03⽉
⼭⼗建設 第⼆沼沢発電所放⽔路巡視路トンネル修繕⼯事 ⽔路 1式 第⼆沼沢発電所 平成28年03⽉ 平成28年03⽉
仙建⼯業 福島・⽩⽯蔵王間　蔵王トンネルアーチ部修繕⼯事 鉄道 1式 福島県国⾒町 平成28年03⽉ 平成28年09⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 平成２８年度　福島管内福島トンネル漏⽔対策⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 東北道、福島⻄IC-⼆本松IC間 平成28年04⽉ 平成28年05⽉
仙建⼯業 ⾦⾕川・南福島間⽯那坂トンネル外４漏⽔修繕⼯事 鉄道 漏⽔対策 福島県福島市 平成28年04⽉ 平成28年05⽉
仙建⼯業 ⽩⽯・仙台間　第⼆⽩⽯外１トンネル覆⼯修繕⼯事 鉄道 1式 宮城県⽩⽯市 平成28年05⽉ 平成28年09⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 平成２８年度　盛岡管内トンネル背⾯空洞対策⼯事 ⾼速道路 裏込注⼊ 東北道、松尾⼋幡平〜安代 平成28年06⽉ 平成28年12⽉
第⼀建設 第三及位トンネル漏⽔修繕⼯事 鉄道 漏⽔対策 ⼭形県新庄市 平成28年06⽉ 平成28年12⽉
中島建設 平成２８年度　肘折発電所　隧道覆⼯応急対策⼯事 ⽔路 1式 肘折発電所 平成28年07⽉ 平成28年07⽉
⼯藤建設 増沢⾼堂線増沢トンネル補修⼯事 道路 裏込注⼊ 岩⼿県奥州市 平成28年11⽉ 平成28年11⽉
ユニオン建設 いわきエリア⼟⽊構造物修繕⼯事（内⽅⼭トンネル外） 鉄道 1式 福島県いわき市 平成28年12⽉ 平成29年02⽉
⼩澤組 釜⽯国道維持補修⼯事（鍬台トンネル補修） 道路 1式 岩⼿県⼤船渡市〜釜⽯市 平成29年01⽉ 平成29年02⽉
⼭⼗建設 第⼆沼沢発電所放⽔路巡視路トンネル修繕⼯事 ⽔路 1式 第⼆沼沢発電所 平成29年02⽉ 平成29年02⽉
⿊⽥組 平成２８年度　寒河江南部地区　⽤排⽔施設等整備事業第２⼯区⼯事 ⽔路 トンネル補強 ⼭形県寒河江市 平成29年02⽉ 平成29年03⽉
ユニオン建設 常磐線⻯⽥。浪江間⼟⽊構造物災害復旧⼯事（1⼯区）（⾦⼭トンネル） 鉄道 トンネル修繕 福島県富岡町 平成29年02⽉ 平成29年05⽉
仙建⼯業 郡⼭・福島間、福島トンネルせめ部修繕 鉄道 トンネル修繕 福島県福島市 平成29年03⽉ 平成30年03⽉
第⼀建設⼯業 29新庄保線技術センター管内⼟⽊構造物修繕⼯事（滝ノ沢トンネル） 鉄道 漏⽔対策 ⼭形県新庄市 平成29年06⽉ 平成30年01⽉
後藤組 平成２８年度　道路施設⻑寿命化対策事業　舩坂トンネル外補修⼯事 道路 剥落防⽌ ⼭形県⽶沢市 平成29年06⽉ 平成29年08⽉
オリエンタル⽩⽯ ⾠野トンネル〜伊北IC間改良⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 ⻑野県⾠野町 平成29年06⽉ 平成29年08⽉
仙建⼯業 ⾚岩・板⾕間環⾦トンネル（上）漏⽔修繕 鉄道 漏⽔対策 福島県福島市 平成29年07⽉ 平成29年09⽉
仙建⼯業 ⾚岩・板⾕間環⾦トンネル（上）剥離剥落修繕 鉄道 剥落防⽌ 福島県福島市 平成29年07⽉ 平成29年12⽉
⼩野組 中浜地区防災その2他⼯事（府屋第1トンネル） 道路 1式 新潟県村上市 平成29年07⽉ 平成29年11⽉
第⼀建設⼯業 （29）新潟保線技術管内⼟⽊構造物修繕（滝ノ沢トンネル） 鉄道 側壁修繕 新潟県 平成29年07⽉ 平成29年11⽉
兼⼦組 道路維持⼯事（甲⼦トンネルほか） 道路 漏⽔対策 福島県⻄郷村 平成29年07⽉ 平成29年07⽉
仙建⼯業 奥⽻本線⾚岩・板⾕間⼤⽇向トンネル（上）漏⽔修繕 鉄道 漏⽔対策 福島県福島市 平成29年08⽉ 平成29年12⽉
奥⼭ボーリング 岩城建第3号　天鷲トンネル補修 道路 漏⽔対策 秋⽥県由利本荘市 平成29年09⽉ 平成29年11⽉
新東京ジオ・システム ⼭形⾃動⾞道　笹⾕トンネル漏⽔対策⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 宮城県川崎町〜⼭形県⻄川町 平成29年08⽉ 平成30年01⽉
仙建⼯業 奥⽻本線環⾦トンネル（上）漏⽔修繕その2 鉄道 漏⽔対策 福島県福島市 平成29年10⽉ 平成29年12⽉
カワサキRCC ⼀般国道106号鈴久名トンネル他漏⽔対策⼯事 道路 漏⽔対策 岩⼿県宮古市 平成29年10⽉ 平成29年12⽉
オリエンタル⽩⽯ ⾠野トンネル〜伊北IC間改良⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 ⻑野県⾠野町 平成29年10⽉ 平成30年08⽉
ユニオン建設 いわきエリア⼟⽊構造物修繕⼯事（内⽅⼭トンネル外） 鉄道 トンネル補強 福島県いわき市 平成29年11⽉ 平成30年03⽉
仙建⼯業 沼上（信）構内沼上トンネル剥離剥落修繕 鉄道 剥落防⽌ 福島県猪苗代町 平成29年12⽉ 平成30年03⽉
第⼀建設⼯業 29⼭形保線技術センター管内⼟⽊構造物修繕⼯事（峠トンネル） 鉄道 漏⽔対策 ⼭形県⼭形市 平成29年12⽉ 平成29年12⽉
後藤建設 平成29年度寒河江南部地区⽤排⽔施設等整備事業第1⼯区⼯事 ⽔路 トンネル補強 ⼭形県寒河江市 平成30年01⽉ 平成30年03⽉
オリエンタル⽩⽯ ⾠野トンネル〜伊北IC間改良⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 ⻑野県⾠野町 平成30年02⽉ 平成30年08⽉
仙建⼯業 新⽩河・郡⼭岩淵トンネル路盤修繕 鉄道 路盤修繕 福島県須賀川市 平成30年03⽉ 平成30年06⽉
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発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
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⼯ 　事 　内　 容
仙建⼯業 郡⼭・福島間福島トンネル路盤修繕 鉄道 路盤修繕 福島県⼆本松市 平成30年03⽉ 平成31年03⽉
⼭⼗建設 第⼆沼沢発電所放⽔路巡視路トンネル修繕⼯事 道路 漏⽔対策 福島県⾦⼭町 平成30年03⽉ 平成30年03⽉
東信建設⼯業 横道トンネル補修 道路 漏⽔対策 福島県福島市 平成30年04⽉ 平成30年04⽉
仙建⼯業 上⼾・関⼾間⼩坂⼭トンネル覆⼯修繕 鉄道 覆⼯修繕 福島県猪苗代町 平成30年05⽉ 平成30年05⽉
仙建⼯業 芦ノ牧温泉〜湯野上本線間20k515m付近⼤⼾トンネル補強⼯事 鉄道 トンネル補強 福島県会津若松市 平成30年05⽉ 平成30年09⽉
仙建⼯業 ⾚岩・板⾕間環⾦トンネル（上）漏⽔修繕 鉄道 漏⽔対策 福島県福島市 平成30年05⽉ 平成30年06⽉
オリエンタル⽩⽯ 中央⾃動⾞道（特定更新等）⾠野トンネル〜伊北IC間改良⼯事 道路 漏⽔対策 ⻑野県⾠野町 平成30年07⽉ 平成30年08⽉
新東京ジオ・システム ⼭形⾃動⾞道　笹⾕トンネル補修⼯事（⾛⾏側） ⾼速道路 漏⽔対策 ⼭形県⼭形市 平成30年08⽉ 令和01年05⽉
⼤久保建設 ⼀般国道455号　缺トンネル補修⼯事 道路 1式 岩⼿県岩泉町 平成30年09⽉ 平成31年02⽉
千島⼯務店 社会資本総合整備（防災・安全）トンネル補修⼯事（奥四万トンネル） 道路 1式 群⾺県中之条町 平成30年09⽉ 平成31年02⽉
ユニオン建設 いわきエリア⼟⽊構造物修繕⼯事（⾦⼭トンネル） 鉄道 1式 福島県いわき市 平成30年10⽉ 平成30年11⽉
仙建⼯業 ⾦⽥⼀トンネル補修⼯事 鉄道 路盤隆起対策 岩⼿県⼆⼾市 平成30年12⽉ 平成31年03⽉
第⼀建設⼯業 30⻑野保線技術センター管内⼟⽊複合⼯事（冠着トンネル） 鉄道 漏⽔対策 ⻑野県⻑野市 平成30年12⽉ 平成30年12⽉
兼⼦組 トンネル漏⽔対策⼯事（縞⽯トンネル、甲⼦トンネル） 道路 漏⽔対策 福島県⻄郷村 平成30年12⽉ 平成31年02⽉
後藤組 平成30年度道路施設⻑寿命化対策事業　⼆井宿第1トンネル外補修⼯事 道路 剥落防⽌ ⼭形県⾼畠町 平成31年01⽉ 平成31年03⽉
湯座建設 道路橋りょう維持（地活）⼯事（TN補修）（新宿トンネル） 道路 剥落防⽌ 福島県棚倉町 平成31年01⽉ 平成31年02⽉
テクノジャパン 萩台トンネル補修⼯事 道路 漏⽔対策 神奈川県横浜市 平成31年01⽉ 平成31年03⽉
佐藤⼯業 原町発電所新導⽔路建設⼯事（上⼝⼯区、下⼝⼯区） ⽔路 裏込注⼊ 群⾺県吾妻町 平成31年01⽉ 平成31年04⽉
川武潜⽔興業 国道444号　道路整備交付⾦⼯事（トンネル補修）（平⾕⿊⽊トンネル） 道路 漏⽔対策 佐賀県⿅島市 平成31年01⽉ 平成31年02⽉
第⼀建設⼯業 ⼭形保線技術センター管内（新庄エリア）⼟⽊構造物修繕（滝ノ沢トンネル） 鉄道 漏⽔対策 ⼭形県新庄市 令和01年05⽉ 令和01年07⽉
仙建⼯業 奥⽻本線　⾚岩・板⾕間　環⾦トンネル外2トンネル漏⽔修繕 鉄道 漏⽔対策 ⼭形県⽶沢市 令和01年05⽉ 令和01年06⽉
仙建⼯業 ⼆⼾・⼋⼾間⾦⽥⼀トンネル路⾯隆起（ロックボルト）修繕⼯事 鉄道 路盤隆起対策 岩⼿県⼆⼾市 平成31年03⽉ 令和01年07⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 平成31年度　盛岡管内トンネル点導⽔清掃その他補修作業 ⾼速道路 点導⽔清掃 松尾⼋幡平IC〜安代IC 平成31年04⽉ 令和01年10⽉
中信建設 防災・安全交付⾦（修繕）災害防除・県単道路防災⼯事（志賀1号トンネル） 道路 点導⽔⼯ ⻑野県⼭ノ内町 令和01年05⽉ 令和01年08⽉
リバーランズエンジニアリング ⼭形⾃動⾞道　笹⾕トンネル補強⼯事 ⾼速道路 点導⽔⼯ 宮城県川崎町〜⼭形県⼭形市 令和01年05⽉ 令和01年09⽉
新東京ジオ・システム ⼭形⾃動⾞道笹⾕トンネル補修⼯事（追越側） ⾼速道路 溝切導⽔補修 ⼭形県⼭形市 令和01年07⽉ 令和01年07⽉
第⼀建設⼯業 2019⻑野保線技術センター管内⼟⽊複合⼯事（冠着トンネル） 鉄道 背⾯⽌⽔注⼊ ⻑野県⻑野市 令和01年07⽉ 令和01年09⽉
藤⽥建設⼯業 道路橋りょう整備（交付）⼯事（TN補修）きびたきトンネル 道路 剥落・漏⽔対策 福島県⻄郷村 令和01年08⽉ 令和01年12⽉
仙建⼯業 只⾒・⼤⽩川間93k366m付近（左右）⽥⼦倉トンネル覆⼯修繕 鉄道 1式 福島県只⾒町 令和01年09⽉ 令和01年12⽉
サンセイ 道路橋りょう整備（交付）⼯事（覆⼯補修）⽩沢トンネルほか 道路 剥落・漏⽔対策 福島県只⾒町 令和01年09⽉ 令和02年02⽉
⽔⾕⼯業 ⻘井沢2号トンネル剥落対策修繕 ⾼速道路 剥落対策 福島県⽟川村 令和01年09⽉ 令和01年09⽉
第⼀建設⼯業 2019新潟⼟⽊技術センター管内（本所管内）⼟⽊構造物修繕　愛宕⼭トンネル 鉄道 点導⽔⼯ 新潟県 令和01年10⽉ 令和01年11⽉
第⼀建設⼯業 2019⼭形保線技術センター管内（⼭形）⼟⽊構造物修繕　板⾕トンネル 鉄道 裏込注⼊ ⼭形県⼭形市 令和01年11⽉ 令和01年11⽉
建誠 道路橋りょう整備（交付）⼯事（トンネル補修）四時トンネルほか 道路 剥落・漏⽔対策 福島県いわき市 令和01年12⽉ 令和02年03⽉
建誠 道路橋りょう整備（交付）⼯事（トンネル補修）遠野トンネルほか 道路 剥落・漏⽔対策 福島県いわき市 令和01年12⽉ 令和02年03⽉
加地和組 道路橋りょう整備（交付）⼯事（TN補修）新江名トンネルほか 道路 剥落・漏⽔対策 福島県いわき市 令和02年01⽉ 令和02年03⽉
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No.9

発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
トンネル補修関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
仙建⼯業 郡⼭・福島間福島トンネル238k140m付近（下）路盤修繕 鉄道 1式 福島県⼆本松市 令和02年01⽉ 令和02年03⽉
⿊⽥組 令和元年度　寒河江南部地区⽤排⽔施設等整備事業第2⼯区 ⽔路 トンネル補強 ⼭形県寒河江市 令和02年01⽉ 令和02年03⽉
ケー・エフ・シー 東北⾃動⾞道　⼗和⽥管内⾼速道路リニューアル⼯事 ⾼速道路 剥落対策 岩⼿県⼋幡平〜⻘森県平川市 令和01年05⽉ 令和03年05⽉
ネクスコ・メンテナンス東北 令和２年度　盛岡管内トンネル漏⽔対策⼯事 ⾼速道路 漏⽔対策 松尾⼋幡平IC〜安代IC 令和02年04⽉ 令和02年10⽉
仙建⼯業 ⾦⾕川・南福島間平⽯トンネル（上）漏⽔修繕 鉄道 漏⽔対策 福島県福島市 令和02年08⽉ 令和02年09⽉
仙建⼯業 福島・⽩⽯蔵王間272k720m付近蔵王トンネル漏⽔修繕 鉄道 漏⽔対策 福島県福島市 令和02年08⽉ 令和02年12⽉
仙建⼯業 只⾒・⼤⽩川⽥⼦倉トンネル覆⼯修繕 鉄道 剥落対策 福島県只⾒町 令和02年08⽉ 令和02年12⽉
⼤久保建設 ⼀般国道283号⼤橋トンネル補修⼯事 道路 1式 岩⼿県釜⽯市 令和02年09⽉ 令和03年03⽉
⼋ッ橋設備 道路橋りょう整備（補助）⼯事（消⽕設備）⼤峠トンネル 道路 漏⽔対策 福島県喜多⽅市 令和02年10⽉ 令和03年03⽉
丸⽯造園⼟⽊ 国道480号（三⽥トンネル）交付⾦道路保全⼯事 道路 1式 和歌⼭県有⽥川町 令和02年10⽉ 令和03年02⽉
ダイショウ興業 国道480号（沼隧道）交付⾦道路保全⼯事 道路 1式 和歌⼭県有⽥川町 令和02年10⽉ 令和02年12⽉
後藤建設 令和元年度　寒河江南部地区排⽔施設等整備事業第3⼯区⼯事 ⽔路 トンネル補強 ⼭形県寒河江市 令和02年11⽉ 令和03年03⽉
⼩澤組 釜⽯国道管内維持補修⼯事　（鍬台トンネル） 道路 1式 岩⼿県⼤船渡市〜釜⽯市 令和02年11⽉ 令和03年01⽉
カワサキRCC 岩⼿⼭麓農業⽔利事業　南部主幹線⽤⽔路（その12）⼯事 ⽔路 1式 岩⼿県滝沢市 令和02年11⽉ 令和03年02⽉
佐久間建設⼯業 道路橋りょう整備（補助）⼯事（補修）早⼾トンネル 道路 剥落・漏⽔対策 福島県三島町 令和02年12⽉ 令和03年03⽉
後藤組 令和2年度野川地区基幹⽔利施設ストックマネジメント事業第1⼯区⼯事 ⽔路 1式 ⼭形県⻑井市 令和02年12⽉ 令和03年03⽉
掛札建設 31国補道災防第31-20-232-A-001号　合併トンネル修繕⼯事 道路 剥落対策 茨城県常陸⼤宮市 令和02年12⽉ 令和03年03⽉
花塚重機建設⼯業 トンネル補修⼯事　⿊磯⽥島線その２（道保防災） 道路 剥落対策 栃⽊県那須塩原市 令和03年01⽉ 令和03年08⽉
那須建設 No.123仙⼭T路盤修繕、No.124奥新川・⾯⽩⼭(信)・⾯⽩⾼原仙⼭T40k070m付近覆⼯修繕 鉄道 1式 ⼭形県⼭形市 令和02年11⽉ 令和02年12⽉
復建技術コンサルタント 国道101号トンネル補修（⼤間越トンネル） 道路 トンネル補強 ⻘森県深浦町 令和03年01⽉ 令和03年02⽉
東鉄⼯業 東北新幹線　トンネル路盤隆起対策その他⼯事 鉄道 トンネル補強 福島県福島市 令和03年01⽉ 令和03年02⽉
渡部産業 道路橋りょう整備（補助）⼯事（覆⼯補修）野⿃の森トンネル 道路 剥落・漏⽔対策 福島県北塩原村 令和03年03⽉ 令和03年10⽉
第⼀建設⼯業 ⼭形保線技術ｾﾝﾀｰ管内（新庄ｴﾘｱ）⼟⽊構造物修繕⼯事（第⼆猿⽻根トンネル） 鉄道 漏⽔対策 ⼭形県新庄市 令和03年05⽉ 令和03年06⽉
仙建⼯業 郡⼭保線技術センター管内（会津若松エリア）⼟⽊構造物修繕⼯事　110）会津宮下・早⼾間早⼾トンネル 鉄道 剥落対策 福島県三島町 令和03年05⽉ 令和03年09⽉
仙建⼯業 郡⼭保線技術センター管内（会津若松エリア）⼟⽊構造物修繕⼯事　103)沼上(信)構内沼上トンネル 鉄道 剥落対策 福島県猪苗代町 令和03年05⽉ 令和03年09⽉
佐々⽊建設⼯業 メンテ第801号　国道339号トンネル補修（鎧島1号隧道）⼯事 道路 トンネル補強 ⻘森県外ヶ浜町 令和03年04⽉ 令和03年07⽉
MSC東北 令和3年度東北管内構造物補修⼯事 ⾼速道路 剥落対策 ⼭形⾃動⾞道・東北⾃動⾞道・⼋⼾⾃動⾞道 令和03年03⽉ 令和03年12⽉
⼤東建設 令和3年度　朝⽇川第⼀発電所隧道補修⼯事 ⽔路 トンネル補強 ⼭形県朝⽇町 令和03年05⽉ 令和03年10⽉
仙建⼯業 135）庭板・板⾕間⼤⽇向トンネル15k526m付近（右）覆⼯修繕 鉄道 剥落対策 福島県福島市 令和03年05⽉ 令和03年09⽉
仙建⼯業 郡⼭・福島間　福島トンネル漏⽔修繕 鉄道 漏⽔対策 福島県⼆本松市 令和03年06⽉ 令和04年03⽉
第⼀建設⼯業 2021⼭形保線技術センター管内（⼭形エリア）⼟⽊構造物修繕⼯事 鉄道 漏⽔対策 ⼭形県⼭形市 令和03年07⽉ 令和03年08⽉
仙建⼯業 135)只⾒・⼤⽩間　第⼀⾚沢トンネル覆⼯FRPネット修繕その他⼯事 鉄道 剥落対策 福島県只⾒町 令和03年09⽉ 令和03年12⽉
仙建⼯業 郡⼭保線技術センター管内（会津若松エリア）⼟⽊構造物修繕⼯事107）只⾒・⼤⽩川間⽥⼦倉トンネル 鉄道 剥落対策 福島県只⾒町 令和03年08⽉ 令和03年12⽉
第⼀建設⼯業 陸⽻⻄線第⼆⾼屋トンネル補強⼯事 鉄道 トンネル補強 ⼭形県⼾沢村 令和03年09⽉ 現在施⼯中
仙建⼯業 郡⼭新幹線保線技術センター管内⼟⽊構造物修繕⼯事137）郡⼭・福島間福島トンネル（下）路盤修繕 鉄道 トンネル補強 福島県内 令和03年10⽉ 令和04年03⽉
仙建⼯業 庭坂・板⾕間環⾦トンネル（下）覆⼯修繕 鉄道 剥落対策 福島県福島市 令和03年11⽉ 令和03年12⽉
藤⽥建設⼯業 道路橋りょう維持（補修）⼯事（トンネル補修）真名畑トンネル 道路 剥落・漏⽔対策 福島県⽮祭町 令和03年10⽉ 令和04年03⽉
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No.10

発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
トンネル補修関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
升川建設 令和3年度　寒河江南部地区⽤排⽔施設等整備事業　第1⼯区⼯事 ⽔路 トンネル補強 ⼭形県寒河江市 令和03年11⽉ 令和04年03⽉
佐久間建設⼯業 道路橋りょう整備（補助）⼯事（補修）早⼾トンネルほか 道路 剥落・漏⽔対策 福島県三島町 令和03年11⽉ 令和04年03⽉
化⼯建設 道路メンテナンス（トンネル）及び県単災害防⽌合併⼯事（豊英隧道・補修⼯） 道路 剥落・漏⽔対策 千葉県君津市 令和04年03⽉ 令和04年03⽉
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