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　　　　＊点導水工法施工実績＊
年 月 工事名 工事場所 工事種目 数量 区分

H.14 11 地方特定道路整備工事（氷玉トンネル） 福島県南会津郡 点導水工 22本 元請 福島県南会津建設事務所

15 3 道路再生工事（駒止トンネル） 福島県南会津郡 点導水工 4本 元請 福島県南会津建設事務所

3 道路維持補修工事（大柿トンネル） 福島県双葉郡 点導水工 3本 元請 福島県相双建設事務所

7 道路再生工事（中山トンネル） 福島県南会津郡 点導水工 25本 元請 福島県南会津建設事務所

7 トンネル漏水対策工事（日中トンネル他） 福島県耶麻郡 点導水工 19本 元請 福島県喜多方建設事務所

8 滝トンネル補修工事 福島県大沼郡 点導水工 24本 下請 福島県会津若松建設事務所

10 日中ダム管理道路修繕(ひざわ湖トンネル) 福島県耶麻郡 点導水工 3本 元請 福島県喜多方建設事務所

10 地方特定道路整備工事（氷玉トンネル） 福島県南会津郡 点導水工 20本 元請 福島県南会津建設事務所

12 道路再生工事（日中トンネル他） 福島県耶麻郡 点導水工 32本 元請 福島県喜多方建設事務所

12 道路再生工事（小沼崎トンネル） 福島県下郷町 点導水工 20本 元請 福島県南会津建設事務所

16 2 日中ダム管理道路修繕(ひざわ湖トンネル) 福島県耶麻郡 点導水工 8本 元請 福島県喜多方建設事務所

7 道路再生工事（下郷トンネル外） 福島県下郷町 点導水工 3本 元請 福島県南会津建設事務所

8 トンネル漏水対策工事(大峠トンネル) 福島県熱塩加納村 点導水工 15本 元請 福島県喜多方建設事務所

10 大柿トンネル補修工事 福島県浪江町 点導水工 27本 下請 福島県相双建設事務所

12 道路再生工事（中山トンネル） 福島県田島町 点導水工 4本 元請 福島県南会津建設事務所

17 3 五十里トンネル補修工事 栃木県 点導水工 3本 下請 栃木県日光土木事務所

6 道路再生工事（下郷トンネル外） 福島県下郷町 点導水工 2本 元請 福島県南会津建設事務所

7 道路再生工事（縞石トンネル） 福島県西郷村 点導水工 21本 元請 福島県県南建設事務所

7 会津宮下・早戸間早戸トンネル導水工修繕工事 福島県三島町 点導水-Z工 6本 下請 ＪＲ東日本

10 トンネル漏水対策工事(大峠トンネル) 福島県熱塩加納町 点導水工 19本 元請 福島県喜多方建設事務所

10 山形地区維持工事(関山トンネル) 山形県東根市 点導水工 6本 下請

10 大柿トンネル補修工事 福島県浪江町 点導水工 21本 下請 福島県相双建設事務所

18 6 トンネル漏水対策工事(日中トンネル) 福島県熱塩加納町 点導水工 42本 元請 福島県喜多方建設事務所

6 道路再生工事（剣桂トンネル外） 福島県西郷村 点導水工 30本 元請 福島県県南建設事務所

6 第1栗生Ｔ外1側壁コンクリート補強改修工事 福島県梁川町 点導水工 1本 元請 阿武隈急行㈱

7 大柿・沢中トンネル補修工事 福島県浪江町 点導水工 27本 下請

8 地方特定道路整備工事（仙人トンネル） 岩手県釜石市 点導水工 56本 下請 国土交通省三陸国道事務所

10 トンネル漏水対策工事(大峠トンネル) 福島県熱塩加納町 点導水工 16本 元請 福島県喜多方建設事務所

10 門谷地区防雪工事（明地トンネル） 鳥取県 点導水工 40本 下請 鳥取県

11 東北道盛岡管内保全工事（保戸坂トンネル） 岩手県八幡平市 点導水工 42本 下請 NEXCO東日本

19 2 道路維持補修工事（三王坂トンネル） 福島県郡山市 点導水工 9本 元請 福島県県中建設事務所

3 道路再生工事（日中トンネル） 福島県熱塩加納町 点導水工 41本 元請 福島県喜多方建設事務所

3 道路維持工事（五十里トンネル） 栃木県 点導水工 6本 下請 栃木県日光土木事務所

4 月輪T外13覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等改修工事 宮城県 点導水工 2本 元請 阿武隈急行㈱

7 トンネル漏水対策工事(大峠トンネル) 福島県熱塩加納町 点導水工 11本 元請 福島県喜多方建設事務所

8 道路維持補修工事（三王坂トンネル） 福島県郡山市 点導水工 11本 元請 福島県県中建設事務所

9 道路維持補修工事（駒啼瀬トンネル外） 福島県三島町 点導水工 22本 元請 福島県会津若松建設事務所

20 1 川治第２トンネル補修工事 栃木県 点導水工 3本 下請 栃木県日光土木事務所

3 道路再生工事（安心坂トンネル） 福島県西郷村 点導水-Ｎ工 10本 元請 福島県県南建設事務所

3 道路再生工事（縞石トンネル） 福島県西郷村 点導水工 10本 元請 福島県県南建設事務所

3 五十里トンネル補修工事 栃木県 点導水工 2本 下請 栃木県日光土木事務所

5 道路再生事業工事（日中トンネル） 福島県熱塩加納町 点導水工 63本 元請 福島県喜多方建設事務所

9 道路維持補修工事（三王坂トンネル） 福島県郡山市 点導水工 11本 元請 福島県県中建設事務所

10 トンネル補修工事(大峠トンネル) 福島県熱塩加納町 点導水工 4本 元請 福島県喜多方建設事務所

10 道路長寿命化対策工事（苧巻岳隧道） 福島県只見町 点導水工 2本 元請 福島県南会津建設事務所

10 地域自立・活性化工事（芦ノ牧トンネル） 福島県会津若松市点導水工 107本 元請 福島県会津若松建設事務所

21 3 道路再生工事（剣桂トンネル外） 福島県西郷村 点導水工 9本 元請 福島県県南建設事務所

3 道路再生工事（安心坂トンネル） 福島県西郷村 点導水-Z工 1本 元請 福島県県南建設事務所

6 道路維持補修工事(大峠トンネル) 福島県熱塩加納町 点導水工 16本 元請 福島県喜多方建設事務所

発注機関

国土交通省山形河川国道事務所

福島県相双建設事務所
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21 6 平成21年度十和田管内トンネル補修工事 JH笹の渡トンネル 点導水工 34本 下請 NEXCO東日本

7 地域自立・活性化工事（芦ノ牧トンネル） 福島県会津若松市 点導水工 14本 元請 福島県会津若松建設事務所

10 国道補修工事（田子倉沢トンネル補修工） 福島県南会津郡 点導水工 5本 下請 福島県南会津建設事務所

10 小国明沢トンネル漏水補修工事 山形県小国町 点導水工 34本 下請

11 山形自動車道　笹谷トンネル(上り線）内装板更新工事 宮城県柴田郡 点導水工 6本 下請 NEXCO東日本

12 郡山49号維持工事(中山トンネル漏水補修工） 福島県郡山市 点導水工 16本 下請 国土交通省郡山国道事務所

22 2 地方道補修工事（三森トンネル） 福島県郡山市 点導水工 7本 元請 福島県県中建設事務所

6 道路維持補修工事(大峠トンネル) 福島県熱塩加納町 点導水工 19本 元請 福島県喜多方建設事務所

7 十和田管内笹の渡TN点導水工事 JH笹の渡トンネル 点導水工 36本 下請 NEXCO東日本

12 生活基盤緊急改善工事（横道トンネル） 福島県福島市 点導水-Ｎ工 2本 元請 福島県県北建設事務所

23 6 道路橋りょう維持（維補)工事(大峠トンネル) 福島県熱塩加納町 点導水工 18本 元請 福島県喜多方建設事務所

6 蝉トンネル漏水対策工事 福島県下郷町 点導水工 3本 元請 福島県南会津建設事務所

6 十和田管内笹の渡TN点導水工事 JH笹の渡トンネル 点導水工 48本 下請 NEXCO東日本

6 十和田管内坂梨TN点導水工事 JH坂梨トンネル 点導水工 13本 下請 NEXCO東日本

7 下郷トンネル補修工事 福島県下郷町 点導水工 3本 元請 福島県南会津建設事務所

8 奥羽本線及位・権現山トンネル補修工事 ＪＲ山形県 点導水工 11本 下請 ＪＲ東日本

10 山形新幹線、第二猿羽根トンネル補修工事 ＪＲ山形県 点導水工 5本 下請 ＪＲ東日本

24 1 水郡線、大内山トンネル補修工事（多点導水工） ＪＲ福島県 点導水-Z工 49本 下請 ＪＲ東日本

2 喰丸トンネル修繕工事 福島県昭和村 点導水工 3本 元請 福島県宮下土木事務所

2 甲子トンネル漏水対策工事（点導水Ｎ工法） 福島県 点導水-Ｎ工 17本 下請 福島県県南建設事務所

4 沼沢トンネル修繕工事 福島県沼沢 点導水工 4本 元請 福島県宮下土木事務所

4 道路橋りょう整備（基幹）工事（早戸トンネル漏水対策） 福島県 点導水工 53本 下請 福島県会津若松建設事務所

5 ３５３号線県単隧道補修　十二峠トンネル補修工事 新潟県 点導水工 38本 下請 新潟県

6 道路橋りょう維持（維補)工事(大峠トンネル) 福島県熱塩加納町 点導水工 22本 元請 福島県喜多方建設事務所

6 十和田管内田山TN点導水工事 JH田山トンネル 点導水工 56本 下請 NEXCO東日本

6 水郡線、大内山トンネル補修工事（多点導水工） ＪＲ福島県 点導水-Z工 40本 下請 ＪＲ東日本

6 東北本線平石トンネル（下り線）漏水対策工事 ＪＲ福島県 点導水工 4本 下請 ＪＲ東日本

6 盛岡管内保戸坂N点導水工事 JH保戸坂トンネル 点導水工 30本 下請 NEXCO東日本

6 盛岡管内竜ヶ森TN点導水工事 JH竜ヶ森トンネル 点導水工 4本 下請 NEXCO東日本

8 山形新幹線、第二猿羽根・滝の沢トンネル補修工事 ＪＲ山形県 点導水工 20本 下請 ＪＲ東日本

9 山形管内笹谷（上り線）漏水対策工事 JH笹谷トンネル 点導水工 14本 下請 NEXCO東日本

10 山形新幹線、第二板谷峠トンネル補修工事 ＪＲ山形県 点導水工 19本 下請 ＪＲ東日本

11 主要地方道花巻大曲線　豊沢トンネル補修工事 岩手県 点導水工 18本 下請 岩手県

25 6 防災安全交付金（修繕）災害防除工事（鞍馬トンネル） 長野県 点導水工 58本 下請 長野県

7 路橋りょう整備（交付）工事（補修工）（蝉トンネル） 福島県下郷町 点導水工 3本 元請 福島県南会津建設事務所

8 青森管内点導水工事（大鰐トンネル） JH大鰐トンネル 点導水工 4本 下請 NEXCO東日本

9 奥羽本線、第一板谷峠トンネル補修工事 ＪＲ山形県 点導水工 25本 下請 ＪＲ東日本

10 山形管内笹谷（上り線）漏水対策工事 JH笹谷トンネル 点導水工 40本 下請 NEXCO東日本

26 1 道路橋りょう維持（長寿）工事（東山第１・第２トンネル） 福島県 点導水工 10本 元請 福島県会津若松建設事務所

1 道路橋りょう維持（長寿）工事（沼沢トンネル） 福島県 点導水工 30本 元請 福島県会津若松建設事務所

1 道路橋りょう整備（基幹）工事（駒啼瀨トンネル外漏水対策） 福島県 点導水工 25本 下請 福島県会津若松建設事務所

4 奥四万・折田トンネル補修工事 群馬県 点導水-Ｎ工 7本 下請 群馬県中之条土木事務所

4 湯薬師トンネル補修工事 群馬県 点導水-Ｎ工 20本 下請 群馬県中之条土木事務所

4 山形管内笹谷（上り線）漏水対策工事 JH笹谷トンネル 点導水工 50本 下請 NEXCO東日本

5 峰吉川羽後境間、峰の山トンネル導水工修繕工事 秋田県 点導水工 5本 下請 ＪＲ東日本

7 道路橋りょう維持（交付)工事(大峠トンネル他) 福島県熱塩加納町 点導水工 65本 元請 福島県喜多方建設事務所

8 道路橋りょう維持（長寿）工事（東山第一トンネル） 福島県 点導水工 9本 下請 福島県会津若松建設事務所

27 2 道路橋りょう維持（災防)工事(皿貝トンネル) 福島県 点導水-Ｎ工 6本 元請 福島県いわき建設事務所

6 峰の山トンネル導水工修繕工事 ＪＲ秋田県 点導水工 5本 下請 ＪＲ東日本

27 8 福島トンネル漏水対策工事 JH福島トンネル 点導水工 20本 元請 NEXCO東日本

国土交通省山形河川国道事務所
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10 大鰐トンネル漏水対策工事 JH大鰐トンネル 点導水工 37本 元請 NEXCO東日本

28 4 福島トンネル漏水対策工事 JH福島トンネル 点導水工 20本 元請 NEXCO東日本

7 滝ノ沢トンネル修繕工事 ＪＲ山形県 点導水工 32本 下請 ＪＲ東日本

8 道路橋りょう整備（交付)工事（甲子トンネル福島県 点導水-Ｎ工 61本 元請 福島県県南建設事務所

29 1 道路橋りょう維持（長寿)工事(皿貝トンネル) 福島県 点導水-Ｎ工 16本 元請 福島県いわき建設事務所

1 第二(発)放水路巡視トンネル補修工事(沼沢トンネル) 福島県 点導水工 4本 下請 東北電力

6 滝ノ沢トンネル漏水修繕工事その1 ＪＲ山形県 点導水工 23本 下請 ＪＲ東日本

6 辰野トンネル点導水工 長野県 点導水工 5本 下請 NEXCO中日本

7 府屋第一トンネル補修工事 新潟県 点導水工 95本 下請 国土交通省

7 笹谷トンネル補修工事 JH笹谷トンネル 点導水工 94本 下請 NEXCO東日本

7 愛宕山トンネル側壁修繕工事 ＪＲ福島県 点導水工 7本 下請 ＪＲ東日本

9 天鷺トンネル補修工事 秋田県由利本荘市 点導水-Ｎ工 11本 下請 秋田県由利本荘市

10 滝ノ沢トンネル漏水修繕工事その2 ＪＲ山形県 点導水工 11本 下請 ＪＲ東日本

10 辰野トンネル点導水工 長野県 点導水工 3本 下請 NEXCO中日本

30 2 辰野トンネル点導水工 長野県 点導水工 39本 下請 NEXCO中日本

30 3 沼沢トンネル修繕工事 福島県 点導水工 3本 下請 東北電力

30 7 辰野トンネル点導水工 長野県 点導水工 36本 下請 NEXCO中日本

31 1 萩台トンネル補修工事 神奈川県 点導水工 7本 下請 神奈川県横浜市

31 2 国道444号道路整備交付金工事（平谷黒木トンネル） 佐賀県鹿島市 点導水-Ｎ工 10本 下請 佐賀県杵藤土木事務所

31 3 道路橋りょう整備（交付)工事（横道トンネル） 福島県福島市 点導水-Ｎ工 28本 元請 福島県県北建設事務所

R01 5 土木構造物修繕（滝ノ沢トンネル） 山形県新庄市 点導水工 5本 下請 ＪＲ東日本

R01 5 災害防除・県単道路防災工事（志賀3号トンネル） 長野県 点導水-N工 4本 下請 長野県

R01 5 笹谷トンネル補修工事 宮城県川崎町 点導水工 29本 下請 NEXCO東日本

R01 10 土木構造物修繕（愛宕山トンネル） 新潟県 点導水工 3本 下請 ＪＲ東日本

R02 10 盛岡管内トンネル漏水対策工事 岩手県 点導水工 53本 下請 NEXCO東日本

R02 10 国道480号（三田トンネル）交付金道路保全工事 和歌山県 点導水-N工 28本 下請 和歌山県

R02 10 国道480号（沼隧道）交付金道路保全工事 和歌山県 点導水工 4本 下請 和歌山県

R03 5 第二猿羽根トンネル漏水修繕工事 山形県新庄市 点導水工 9本 下請 ＪＲ東日本

R03 7 太鼓沢トンネル漏水修繕工事 山形県山形市 点導水工 3本 下請 ＪＲ東日本

令和４年０５月３１日現在、点導水工法施工実績本数合計 2628本


