
No.1

発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
元請⼯事
■トンネル
福島地⽅⽔道⽤⽔供給企業団 福島地⽅⽔道⽤⽔供給創設事業導⽔トンネル⼯事（第３⼯区） トンネル⼯事 1,978m 福島県福島市 平成06年08⽉ 平成09年12⽉
福島県県北農林事務所 中⼭間地域総合農地防災第1801号⼯事（井野⽬堰2期地区） トンネル⼯事 306m 福島県福島市 平成19年01⽉ 平成20年02⽉
福島県 道路橋りょう整備（基幹）⼯事（滝トンネル） トンネル⼯事 751m 福島県⾦⼭町 平成23年10⽉ 平成26年01⽉
福島県 道路橋りょう整備（基幹）⼯事（御代⽥トンネル） トンネル⼯事 509m 福島県伊達市 平成23年10⽉ 平成26年02⽉
国⼟交通省福島河川国道事務所 栗⼦⻄地区構造物⼯事 トンネル⼯事 １式 福島県〜⼭形県 平成28年05⽉ 平成29年09⽉
福島県 道路橋りょう整備（再復）⼯事（泡吹地トンネル） トンネル⼯事 203m 福島県川俣町 平成29年12⽉ 令和01年09⽉
福島県 道路橋りょう整備（再復）⼯事（トンネル）　関場トンネル トンネル⼯事 243m 福島県川俣町 令和01年12⽉ 現在施⼯中

■シールド・推進
福島県県北流域下⽔道事務所 左岸幹線天神⼯区流域下⽔道整備⼯事（天神⼯区） 推進⼯事 154m 福島県福島市 平成09年03⽉ 平成10年01⽉
福島県県北流域下⽔道事務所 左岸幹線流域下⽔道整備⼯事（⼭ノ⼊⼯区） 推進⼯事 252m 福島県福島市 平成11年03⽉ 平成12年03⽉
福島県県北流域下⽔道事務所 流域下⽔道整備⼯事（右岸幹線）（新⼭⼯区） シールド⼯事 1,438m 福島県福島市 平成15年10⽉ 平成17年01⽉

下請⼯事
■トンネル
⼤成建設 丸森線路盤その他その1⼯事 トンネル⼯事 600m 宮城県丸森町 昭和40年03⽉ 昭和42年10⽉
⼤成建設 東北本線⼤平トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,100m ⻘森県東北町 昭和40年06⽉ 昭和43年06⽉
⼤成建設 奥⽻線峠⼤沢間その1⼯事 トンネル⼯事 160m ⼭形県⽶沢市 昭和43年05⽉ 昭和43年09⽉
⻘⽊建設 鷹⾓線⼩滝付近路盤⼯事 トンネル⼯事 675m 秋⽥県⻄⽊村 昭和44年07⽉ 昭和45年12⽉
⻘⽊建設 千五沢ダム築造⼯事 トンネル⼯事 260m 福島県⽯川町 昭和44年10⽉ 昭和45年08⽉
⻘⽊建設 国道112号線⼤綱道路⼯事 トンネル⼯事 470m ⼭形県朝⽇村 昭和45年09⽉ 昭和46年08⽉
⻘⽊建設 気仙沼線城場⼭付近路盤⼯事 トンネル⼯事 615m 宮城県志津川町 昭和46年01⽉ 昭和46年12⽉
⻘⽊建設 ⽩川ダム本体建設第1⼯事 トンネル⼯事 645m ⼭形県飯豊町 昭和46年07⽉ 昭和47年12⽉
⻘⽊建設 防災ダム事業⽮櫃ダム⼯事 トンネル⼯事 140m 岩⼿県雫⽯町 昭和47年01⽉ 昭和47年06⽉
⼤成建設 東北新幹線左⾜⼭トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,575m 宮城県築館町 昭和47年12⽉ 昭和52年05⽉
⻘⽊建設 ⽯倉⼭トンネル北⼯区⼯事 トンネル⼯事 2,605m 宮城県⼤和町 昭和48年01⽉ 昭和53年03⽉
⼤成建設 東北新幹線⿊⽯トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,410m 岩⼿県⽔沢市 昭和51年08⽉ 昭和52年03⽉
⼤成建設 ⻘葉⼭トンネル第３⼯事 トンネル⼯事 795m 宮城県仙台市 昭和51年08⽉ 昭和54年02⽉
⻘⽊建設 ⽩川ダム提体及⼈道坑⼯事 トンネル⼯事 400m ⼭形県飯豊町 昭和52年04⽉ 昭和53年03⽉
⼤成建設 第２沼沢発電所新設⼯事 トンネル⼯事 560m 福島県⾦⼭町 昭和52年10⽉ 昭和53年12⽉
⻘⽊建設 ⼤柿ダム付替３号トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,020m 福島県浪江町 昭和53年02⽉ 昭和55年07⽉
⼩林⼟⽊ 蓬莱第２団地２号隧道⼯事 トンネル⼯事 250m 福島県福島市 昭和54年10⽉ 昭和55年05⽉
⼤成建設 国⾒浄⽔場連絡管隧道⼯事 トンネル⼯事 150m 宮城県仙台市 昭和54年10⽉ 昭和56年01⽉
佐藤⼯業 県営かん排４号トンネル⼯事 トンネル⼯事 200m 福島県⼆本松市 昭和54年12⽉ 昭和55年08⽉
⼤成建設 福島トンネル導⽔⼯外⼯事 トンネル⼯事 2,500m 福島県福島市 昭和55年06⽉ 昭和56年03⽉

トンネル関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
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No.2

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

⼯ 　事 　内　 容
⼩林⼟⽊ 滝野発電所放⽔路拡⼱⼯事 トンネル⼯事 400m 福島県福島市 昭和55年08⽉ 昭和55年10⽉
⼩林⼟⽊ ⽊⼾川発電所⽔路⽴坑他⼯事 トンネル⼯事 160m他 福島県川内村 昭和55年09⽉ 昭和56年01⽉
清⽔建設 国道３１１号線須野トンネル トンネル⼯事 195m 三重県熊野市 昭和55年11⽉ 昭和56年08⽉
佐藤⼯業 県営かん排東根堰⽔路⼯事 トンネル⼯事 621m 福島県福島市 昭和55年12⽉ 昭和56年04⽉
清⽔建設 ⼤安⼯業団地宇賀川⽔路⼯事 トンネル⼯事 138.5m 三重県員弁郡 昭和56年04⽉ 昭和56年07⽉
⻘⽊建設 地下鉄旭ケ丘トンネル⼯事 トンネル⼯事 579m 宮城県仙台市 昭和56年06⽉ 昭和58年04⽉
⼩林⼟⽊ 古道川発電所⽔路⼯事 トンネル⼯事 201m 福島県葛尾村 昭和56年09⽉ 昭和57年03⽉
⼩林⼟⽊ 夏井川発電所⽔路⼯事 トンネル⼯事 251m 福島県いわき市 昭和56年10⽉ 昭和57年02⽉
佐藤⼯業 県営かん排東根堰⽔路⼯事 トンネル⼯事 598m 福島県福島市 昭和56年10⽉ 昭和57年04⽉
⼤成建設 気仙沼B.P⿅折トンネル⼯事 トンネル⼯事 190m 宮城県気仙沼市 昭和56年12⽉ 昭和57年02⽉
⼩林⼟⽊ ⽳原発電所導⽔路⼯事 トンネル⼯事 185.5m 福島県福島市 昭和57年09⽉ 昭和57年12⽉
⽩⽯基礎⼯事 仙広⽔トンネル第７⼯区⼯事 トンネル⼯事 887m 宮城県⽩⽯市 昭和57年10⽉ 昭和58年12⽉
佐藤⼯業 県営かん排東根堰⽔路⼯事 トンネル⼯事 815.5m 福島県福島市 昭和57年10⽉ 昭和58年03⽉
⼤成建設 気仙沼B.P気仙沼トンネル⼯事 トンネル⼯事 400m 宮城県気仙沼市 昭和57年11⽉ 昭和58年11⽉
⼤⽇本⼟⽊ 仙台地下鉄旭ヶ丘トンネル⼯事 トンネル⼯事 180m 宮城県泉市 昭和58年03⽉ 昭和58年12⽉
佐藤⼯業 県営かん排東根堰⽔路⼯事 トンネル⼯事 532m 福島県福島市 昭和58年09⽉ 昭和59年03⽉
⼤成建設 ⽮向トンネル⼯事 トンネル⼯事 280m 秋⽥県⼤曲市 昭和58年10⽉ 昭和60年05⽉
⼤成建設 仙広⽔国⾒トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,873m 宮城県仙台市 昭和58年12⽉ 昭和60年12⽉
加地和・堀江・⼭⽊JV 重要幹線⼋ッ坂トンネル⼯事 トンネル⼯事 360m 福島県いわき市 昭和59年02⽉ 昭和60年09⽉
⼩林⼟⽊ ⾼瀬川発電所導⽔路改良⼯事 トンネル⼯事 190m 福島県都路村 昭和59年06⽉ 昭和59年09⽉
⻘⽊建設 請⼾川幹線浪江トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,994m 福島県浪江町 昭和59年07⽉ 昭和61年08⽉
東亜建設⼯業 仙台川幹線⼯事（トンネル） トンネル⼯事 485m 宮城県仙台市 昭和59年08⽉ 昭和60年06⽉
橋本店 池⽉発電所⽔路改良⼯事 トンネル⼯事 160m 宮城県鳴⼦町 昭和59年09⽉ 昭和59年12⽉
佐藤⼯業 県営かん排東根堰⽔路⼯事 トンネル⼯事 351m 福島県保原町 昭和59年10⽉ 昭和60年03⽉
佐藤⼯業 県営かん排東根堰⽔路⼯事 トンネル⼯事 345m 福島県保原町 昭和59年11⽉ 昭和60年03⽉
⼤成建設 ⽥中トンネル⼯事 トンネル⼯事 702m 宮城県気仙沼市 昭和60年01⽉ 昭和61年08⽉
⼤⽇本⼟⽊ 油⼾トンネル他⼯事 トンネル⼯事 80m ⼭形県鶴岡市 昭和60年01⽉ 昭和60年08⽉
佐藤⼯業 県営かん排東根堰⽔路⼯事 トンネル⼯事 369m 福島県保原町 昭和60年09⽉ 昭和61年03⽉
仙建⼯業 久野⽥トンネル改良⼯事 ロックボルト⼯ 328本 福島県泉崎村 昭和60年11⽉ 昭和61年02⽉
双葉建設企業体 国道113号⽥沢トンネル⼯事 トンネル⼯事 205m ⼭形県⾼畠町 昭和60年12⽉ 昭和61年12⽉
⼩林⼟⽊ ⼩川発電所導⽔路改良⼯事 トンネル⼯事 150m 福島県いわき市 昭和61年01⽉ 昭和61年03⽉
⽩⽯ 仙広⽔斎兵衛トンネル⼯事 トンネル⼯事 766m 宮城県泉市 昭和61年02⽉ 昭和61年12⽉
⼤成・⻄松・福浜JV 勿来発電所燃料輸送洞道⼯事 トンネル⼯事 1,380m 福島県いわき市 昭和61年05⽉ 昭和62年08⽉
東亜建設⼯業 新三陸トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,400m 岩⼿県⼤船渡市 昭和61年08⽉ 平成01年03⽉
⼤成建設 ⽇中ダムプラグ拡幅他⼯事 トンネル⼯事 30m 福島県熱塩加納村 昭和61年08⽉ 昭和61年12⽉
東亜建設⼯業 郡⼭流域下⽔道⼯事 トンネル⼯事 1,200m 福島県郡⼭市 昭和61年09⽉ 昭和61年10⽉
佐藤⼯業 県営かん排東根堰２回⼯事 トンネル⼯事 343m 福島県福島市 昭和61年10⽉ 昭和62年03⽉
⼤⽇本・佐藤JV 国道４９号中⼭トンネル⼯事 トンネル⼯事 448m 福島県郡⼭市 昭和61年11⽉ 昭和63年04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
トンネル関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
昭和・塩⽥・共⽴JV 郡⼭湖南線新三森トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,370m 福島県郡⼭市 昭和61年12⽉ 昭和63年12⽉
加地和組 郡⼭流域下⽔道⾼倉トンネル⼯事 トンネル⼯事 165m 福島県郡⼭市 昭和61年12⽉ 昭和62年08⽉
村本建設 仙広⽔芋沢トンネル⼯事 トンネル⼯事 584m 宮城県宮城郡 昭和62年03⽉ 昭和63年06⽉
⻘⽊建設 仙広⽔七ケ宿トンネル⼯事 トンネル⼯事 871m 宮城県七ケ宿町 昭和61年11⽉ 昭和63年06⽉
⻘⽊・佐藤JV 郡⼭⻄部地区郡⼭トンネル⼯事 トンネル⼯事 102m 福島県郡⼭市 昭和62年03⽉ 昭和62年12⽉
⼤成建設 ⽇中ダムプラグ拡幅他⼯事 トンネル⼯事 30m 福島県熱塩加納村 昭和62年08⽉ 昭和62年12⽉
⻘⽊建設 宮川幹線⽤⽔路トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,232m 福島県会津⾼⽥ 昭和62年09⽉ 平成01年03⽉
⼤成建設 広野⽕⼒ケーブル洞道⼯事 トンネル⼯事 195m 福島県広野町 昭和62年09⽉ 昭和63年05⽉
堀江・⼭⽊JV ⼩⽟ダム仮排⽔路⼯事 トンネル⼯事 372m 福島県いわき市 昭和62年12⽉ 昭和63年12⽉
⻘⽊建設 四⽅津トンネル⼯事 トンネル⼯事 183m ⼭梨県上野原町 昭和63年07⽉ 昭和63年12⽉
⻘⽊建設 ⿃海トンネル⼯事 トンネル⼯事 195m ⼭形県⼭辺町 昭和63年07⽉ 平成01年06⽉
⼤成・鉄建・渡辺JV 公下⽔道湯本１号汚⽔幹線トンネル⼯事 トンネル⼯事 330m 福島県いわき市 昭和63年10⽉ 平成01年04⽉
⼤⽇本・吉⽥JV 県道付替２号トンネル⼯事 トンネル⼯事 291m 宮城県仙台市 昭和63年11⽉ 平成02年09⽉
佐藤⼯業 移川発電所導⽔路改良⼯事 トンネル⼯事 80m 福島県三春町 昭和63年10⽉ 平成01年01⽉
後藤組 ⼤明神⽤⽔路⼯事 トンネル⼯事 280m ⼭形県上⼭市 昭和63年12⽉ 平成01年03⽉
⼭岸建設 境川トンネル⼯事 トンネル⼯事 440m 神奈川県相模原市 平成01年01⽉ 平成01年10⽉
⾶島・⼭⽊JV ⼤利地区地すべり対策⼯事 トンネル⼯事 800m 福島県いわき市 平成01年04⽉ 平成03年04⽉
⼤成建設 庄内トンネル⼯事 トンネル⼯事 75m ⼭形県朝⽇村 平成01年04⽉ 平成01年06⽉
⼤成建設 国⾒浄⽔場連絡管⼯事 トンネル⼯事 1式 宮城県仙台市 平成01年04⽉ 平成01年09⽉
⾶島・渡辺JV 公共下⽔道湯本１号第２⼯区 トンネル⼯事 225m 福島県いわき市 平成01年07⽉ 平成02年02⽉
昭和建設⼯業 県中流域下⽔道２１－１⼯区 トンネル⼯事 460m 福島県郡⼭市 平成01年08⽉ 平成02年06⽉
陰⼭・加地和JV 県中流域下⽔道２１－２⼯区 トンネル⼯事 625m 福島県郡⼭市 平成01年08⽉ 平成02年09⽉
⼤成建設 ⼤川前トンネル⼯事 トンネル⼯事 414m 秋⽥県協和町 平成01年10⽉ 平成03年01⽉
⻘⽊・五洋JV ⻑野⾃動⾞道塩崎⼯区 トンネル⼯事 805m ⻑野県⻑野市 平成02年01⽉ 平成03年12⽉
⽥中・庄司・双葉JV 緊急地⽅道整備⼯事（割⼭トンネル） トンネル⼯事 826m 福島県川内村 平成02年02⽉ 平成06年08⽉
佐藤・旭JV 国道改良⼯事（川俣トンネル） トンネル⼯事 277m 福島県川俣町 平成02年02⽉ 平成05年03⽉
鴻池組 椙⼭排⽔トンネル⼯事 トンネル・推進 83m 福島県⻄郷村 平成02年04⽉ 平成02年09⽉
⻘⽊建設 秩⽗トンネル⼯事 トンネル⼯事 689m 埼⽟県横瀬町 平成02年05⽉ 平成03年05⽉
⼤成・会津⼟建JV 松坂４号トンネル⼯事 トンネル⼯事 307m 福島県⾼⽥町 平成02年09⽉ 平成04年03⽉
⼤成建設 ⼩⽟ダム建設⼯事 トンネル他⼯事 1式 福島県いわき市 平成02年10⽉ 平成02年12⽉
⼭⽊・堀江・鈴⽊JV 遠野トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,030m 福島県いわき市 平成03年09⽉ 平成08年01⽉
⼤成建設 湯沢トンネル⼯事 トンネル⼯事 410m 秋⽥県湯沢市 平成03年09⽉ 平成04年01⽉
⼤成・佐藤ＪＶ ⽥沢川ダム仮排⽔路トンネル⼯事 トンネル⼯事 228m ⼭形県平⽥町 平成04年09⽉ 平成07年02⽉
前⽥・⻘⽊ＪＶ 磐越⾃動⾞道⻯ヶ岳トンネル⼯事 トンネル⼯事 3,700m 福島県⻄会津町 平成04年10⽉ 平成08年07⽉
⻘⽊・⽇産・⼤末ＪＶ 葉⼭トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,354m 神奈川県葉⼭町 平成05年03⽉ 平成07年03⽉
東亜・丸磯ＪＶ 磐越⾃動⾞道⼤畑トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,095m 福島県⻄会津町 平成05年09⽉ 平成08年01⽉
⼤成建設 三越地下道連絡通路⼯事 トンネル⼯事 15m 宮城県仙台市 平成05年10⽉ 平成06年03⽉
庄司建設⼯業 相⾺漁港関連道鵜ノ尾岬トンネル⼯事 トンネル⼯事 141m 福島県相⾺市 平成05年10⽉ 平成07年02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
トンネル関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
⻘⽊建設 ⼩名浜最終処分場流末処理⼯事 トンネル⼯事 244m 福島県いわき市 平成05年12⽉ 平成06年06⽉
⼤成建設 広域農道整備⼯事雄平トンネル⼯事 トンネル⼯事 265m 秋⽥県平⿅町 平成06年02⽉ 平成06年06⽉
⼤成建設 ⼩⽟川第１発電所導⽔トンネル トンネル⼯事 629m 福島県いわき市 平成06年02⽉ 平成07年09⽉
福浜・加地和ＪＶ 地⽅道改良岡⼩名トンネル⼯事 トンネル⼯事 341m 福島県いわき市 平成06年03⽉ 平成08年08⽉
藤⽥・深⾕ＪＶ 国道改良棚倉トンネル⼯事 トンネル⼯事 456m 福島県棚倉町 平成06年05⽉ 平成09年07⽉
⻘⽊・フジタ・⼤本ＪＶ 新宮川ダム仮排⽔路トンネル⼯事 トンネル⼯事 440m 福島県会津⾼⽥ 平成06年09⽉ 平成07年10⽉
⼤成建設 東北電⼒泉洞道トンネル⼯事 トンネル⼯事 399m 宮城県仙台市 平成07年06⽉ 平成08年07⽉
庄司建設⼯業 相⾺第２地区左岸第３トンネル トンネル⼯事 460m 福島県相⾺市 平成07年09⽉ 平成08年11⽉
佐藤⼯業 中野堰地区⽔路トンネル⼯事 トンネル⼯事 190m 福島県福島市 平成08年08⽉ 平成09年03⽉
庄司建設⼯業 相⾺第２地区右岸第１トンネル⼯事 トンネル⼯事 282m 福島県相⾺市 平成08年09⽉ 平成09年03⽉
庄司建設⼯業 相⾺第２地区左岸第２トンネル⼯事 トンネル⼯事 589m 福島県相⾺市 平成08年10⽉ 平成09年03⽉
⼤成・⼤旺・⽻陽ＪＶ 銅⼭川トンネル⼯事 トンネル⼯事 858m ⼭形県⼤蔵村 平成09年06⽉ 平成16年03⽉
⼤成建設 ⼋塩トンネル⼯事 トンネル⼯事 227m 秋⽥県東由利町 平成09年07⽉ 平成10年02⽉
⻘⽊・⼩⽥急ＪＶ 東北新幹線芦⽥内トンネル⼯事 トンネル⼯事 995m 岩⼿県岩⼿町 平成09年09⽉ 平成11年03⽉
⼤成建設 ⽮⽴トンネル⼯事 トンネル⼯事 272m 秋⽥県南外村 平成09年11⽉ 平成10年11⽉
庄司建設⼯業 相⾺第２地区右岸第２トンネル⼯事 トンネル⼯事 477m 福島県相⾺市 平成09年10⽉ 平成10年08⽉
東亜・⻑⾕川ＪＶ 仁⽥⼭トンネル⼯事 トンネル⼯事 313m 岩⼿県陸前⾼⽥市 平成09年11⽉ 平成10年11⽉
庄司・⼩野ＪＶ 相⾺第２地区左岸第１トンネル⼯事 トンネル⼯事 3,400m 福島県相⾺市 平成09年11⽉ 平成12年12⽉
⻘⽊・天野ＪＶ 桂川トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,196m ⼭梨県都留市 平成10年03⽉ 平成12年05⽉
⼤⽇本⼟⽊ 仙台エリア通信設備⼯事 トンネル⼯事 505m 宮城県仙台市 平成10年10⽉ 平成10年05⽉
東亜・⼤末ＪＶ 東北新幹線秋浦トンネル⼯事 トンネル⼯事 835m 岩⼿県岩⼿町 平成10年11⽉ 平成12年05⽉
⽩⽯ 新安積農業⽔利事業幹線⽤⽔路トンネル⼯事 トンネル⼯事 900m 福島県郡⼭市 平成11年05⽉ 平成12年05⽉
後藤組 ⻑井ダム左岸連絡トンネル⼯事 トンネル⼯事 103m ⼭形県⻑井市 平成11年05⽉ 平成11年10⽉
⼤成建設 弘前駅構内第２和徳跨道橋トンネル⼯事 トンネル⼯事 40m ⻘森県弘前市 平成11年06⽉ 平成13年09⽉
錦興業 御⻫所洞⾨トンネル⼯事 トンネル⼯事 175m 福島県いわき市 平成11年10⽉ 平成12年06⽉
佐藤・奥村・福⽥・⽔倉ＪＶ 新下平・新⼩荒発電所導⽔路トンネル⼯事 トンネル⼯事 4,952m 新潟県⿅瀬町 平成11年12⽉ 平成13年12⽉
⼤成建設 真名畑トンネル⼯事 トンネル⼯事 656m 福島県塙町 平成12年02⽉ 平成14年03⽉
⼤成・丸かＪＶ 蝉堰⽤⽔路⼯事 トンネル⼯事 1,380m 宮城県⼩野⽥町 平成12年05⽉ 平成14年02⽉
⼤成建設 花京院トンネル⼯事 トンネル⼯事 75m 宮城県仙台市 平成12年12⽉ 平成13年06⽉
⽇本国⼟開発 天神沢トンネル⼯事 トンネル⼯事 235m 福島県⽮祭町 平成12年12⽉ 平成13年12⽉
東亜建設⼯業 ⻑井ダム県道付替第３号トンネル⼯事 トンネル⼯事 540m ⼭形県⻑井市 平成13年05⽉ 平成15年01⽉
柏原建設 ⽥川第⼀ダム試掘横坑⼯事 トンネル⼯事 50m 宮城県宮崎町 平成13年08⽉ 平成13年12⽉
加地和組 ⼤沢トンネル⼯事 トンネル⼯事 90m 福島県いわき市 平成13年09⽉ 平成13年12⽉
富⼠・三栄・東北ＪＶ 新安積幹線⽤⽔路多⽥野⼯区（その２） トンネル⼯事 409m 福島県郡⼭市 平成13年09⽉ 平成14年03⽉
加地和組 新安積幹線⽤⽔路上流部（その７） トンネル⼯事 400m 福島県郡⼭市 平成13年09⽉ 平成14年03⽉
関場建設 ⿅島台⽤⽔路⼯事 トンネル⼯事 111m 宮城県⿅島台町 平成13年12⽉ 平成14年03⽉
三崎組 配⽔管（⼤沢〜江名線）新設⼯事 トンネル⼯事 233m 福島県いわき市 平成14年03⽉ 平成14年09⽉
共⽴・昭和ＪＶ 地⽅道改築⼯事（多⽥野トンネル） トンネル⼯事 292m 福島県郡⼭市 平成14年03⽉ 平成15年03⽉
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発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
トンネル関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
東鉄⼯業 新安積幹線⽤⽔路上流部（その１３） トンネル⼯事 617m 福島県郡⼭市 平成14年09⽉ 平成15年03⽉
⼤成建設 ⿊森川⽔源系隧道等導⽔施設改良⼯事 トンネル⼯事 444m 秋⽥県本荘市 平成14年10⽉ 平成15年03⽉
⼤成建設 岩堂沢ダム仮排⽔路建設⼯事 トンネル⼯事 205m 宮城県⽟造郡 平成14年08⽉ 平成15年03⽉
庄司・タカハタＪＶ 新安積幹線⽤⽔路上流部（その１８） トンネル⼯事 444m 福島県郡⼭市 平成15年09⽉ 平成16年03⽉
加地和組 新安積幹線⽤⽔路富岡⼯区（その２） トンネル⼯事 421m 福島県郡⼭市 平成15年09⽉ 平成16年03⽉
進和機⼯ 緊急地⽅整備⼯事（芦原トンネル） トンネル⼯事 647m 福島県相⾺郡 平成15年01⽉ 平成16年12⽉
磐洋建設⼯業 置賜区域　導⽔トンネル建設⼯事 トンネル⼯事 3,040m ⼭形県⽶沢市 平成15年06⽉ 平成19年03⽉
鈴⽊建設⼯業 成瀬ダム試掘横坑⼯事 トンネル⼯事 185m 秋⽥県雄勝郡 平成16年07⽉ 平成16年11⽉
⼤和・⼤⽯・滝⾕ＪＶ 緊急地⽅道整備⼯事（琵琶⾸トンネル） トンネル⼯事 733m 福島県柳津町 平成16年11⽉ 平成19年03⽉
タカハタ建設 新安積農業⽔利事業堀⼝横坑覆⼯⼯事 トンネル⼯事 142m 福島県郡⼭市 平成16年12⽉ 平成17年03⽉
滝⽥建設 新安積農業⽔利事業⽵ノ内横坑覆⼯⼯事 トンネル⼯事 154m 福島県郡⼭市 平成16年11⽉ 平成17年03⽉
成和機⼯ 秋⽥中央道整備⼯事（ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ打設⼯） トンネル⼯事 1,335m 秋⽥県秋⽥市 平成17年03⽉ 平成17年07⽉
⻘⽊あすなろ建設 ⽔⼾トンネル覆⼯⼯事 覆⼯⼯事 3,918m 茨城県⽔⼾市 平成17年03⽉ 平成18年03⽉
⻘⽊あすなろ建設 荒沢トンネル⼯事 トンネル⼯事 648m ⼭形県朝⽇村 平成17年07⽉ 平成19年03⽉
⼤成・⼤旺・⽻陽ＪＶ 銅⼭川トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,456m ⼭形県最上郡 平成17年08⽉ 平成19年12⽉
創和・伊藤ＪＶ 清⽔沢トンネル⼯事 トンネル⼯事 348m 秋⽥県横⼿市 平成17年09⽉ 平成18年10⽉
三菱ﾏﾃﾘｱﾙ資源開発 細倉トンネル⼯事 トンネル⼯事 538m 宮城県栗原郡 平成18年01⽉ 平成19年02⽉
⻘⽊あすなろ建設 佐渡トンネル⼯事 トンネル⼯事 156m 新潟県佐渡市 平成18年04⽉ 平成18年11⽉
国⼟防災技術 砥沢トンネル覆⼯⼯事 覆⼯⼯事 131m 秋⽥県由利本荘市 平成19年05⽉ 平成19年09⽉
⻘⽊あすなろ建設 新⾼平トンネル⼯事 トンネル⼯事 497m 福島県福島市 平成19年10⽉ 平成20年11⽉
⾶島建設 ⼤笹⽣トンネル⼯事 トンネル⼯事 2,090m 福島県福島市 平成19年10⽉ 平成23年02⽉
⻘⽊あすなろ建設 春⽇部トンネル覆⼯⼯事 覆⼯⼯事 899m 埼⽟県春⽇部市 平成19年10⽉ 平成20年03⽉
佐藤⼯業 ⽻⿃ダム取⽔トンネル⼯事 トンネル⼯事 1,955m 福島県岩瀬郡 平成19年10⽉ 平成22年08⽉
⼩野建設 相⾺上流トンネル⼯事 覆⼯⼯事 628m 福島県相⾺市 平成20年04⽉ 平成21年03⽉
庄司建設⼯業 相⾺排⽔トンネル⼯事 覆⼯⼯事 350m 福島県相⾺市 平成20年04⽉ 平成21年03⽉
庄司建設⼯業 相⾺下流トンネル⼯事 トンネル⼯事 811m 福島県相⾺市 平成20年04⽉ 平成21年03⽉
加地和組 隈⼾川農業⽔利事業幹線⽤⽔路踏瀬⼯区その３⼯事 トンネル⼯事 85m 福島県⻄⽩河郡 平成20年11⽉ 平成21年03⽉
藤⽥建設⼯業 栗⼦地区避難坑⼯事 覆⼯⼯事 2,300m 福島県福島市 平成21年04⽉ 平成22年01⽉
殖産⼯務所 蛭沢幹線⽤⽔路改修⼯事 覆⼯⼯事 91m ⼭形県⾼畠町 平成22年01⽉ 平成22年03⽉
⼤成・⼤旺新洋・⽻陽ＪＶ 銅⼭川地区直轄地すべり防⽌⼯事 ６ トンネル⼯事 761m ⼭形県最上郡 平成22年03⽉ 平成24年07⽉
庄司建設⼯業 滝川リムトンネル⼯事 覆⼯⼯事 70m 福島県富岡町 平成22年11⽉ 平成23年03⽉
⼭星・⼤富・舘岩ＪＶ 新中⼭トンネル⼯事 トンネル⼯事 517m 福島県南会津町 平成23年05⽉ 平成24年12⽉
⽇さく 砥沢トンネル覆⼯⼯事 覆⼯⼯事 451m 秋⽥県由利本荘市 平成23年08⽉ 平成24年01⽉
⽇さく 砥沢トンネル覆⼯２期⼯事 覆⼯⼯事 315m 秋⽥県由利本荘市 平成24年08⽉ 平成25年01⽉
柿崎⼯務所 ⾚松トンネル掘削⼯事 トンネル⼯事 353m ⼭形県⼤蔵村 平成25年09⽉ 平成25年12⽉
⾶島建設 道路橋りょう整備（再復）⼯事（⼋⽊沢トンネル） トンネル⼯事 2,345m 福島県南相⾺市 平成26年03⽉ 平成30年11⽉
⻘⽊あすなろ建設 国道１２７号久保坂下トンネル改良⼯事 トンネル⼯事 84m 千葉県南房総市 平成26年11⽉ 平成27年05⽉
⼤成・⼤旺新洋・⽻陽ＪＶ 銅⼭川地区直轄地すべり防⽌⼯事 ７ トンネル⼯事 984m ⼭形県最上郡 平成27年03⽉ 平成29年12⽉
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発　　注　　者 ⼯　　事　　名 ⼯ 事 場 所 着⼯年⽉ 完成年⽉
トンネル関連⼯事施⼯実績（令和４年５⽉３１⽇現在）

⼯ 　事 　内　 容
⾶島建設 宮古盛岡横断道路　岩井地区トンネル⼯事 トンネル⼯事 825m 岩⼿県宮古市 平成28年05⽉ 平成30年09⽉
⻘⽊あすなろ建設 清⽔トンネル補強拡幅⼯事 トンネル拡幅⼯事 138m 千葉県君津市 平成30年11⽉ 令和01年11⽉
佐藤⼯業 原町発電所新道⽔路建設⼯事（上⼝⼯区）（下⼝⼯区） トンネル⼯事 2,883m 群⾺県吾妻郡 平成30年07⽉ 令和02年12⽉
⻘⽊あすなろ建設 ⼀般国道281号（仮称）下川井トンネル築造⼯事 トンネル⼯事 499ｍ 岩⼿県久慈市 令和01年06⽉ 令和02年09⽉
⾶島建設 安倍川発電所新設⼯事の内⼟⽊本⼯事（下⼝ トンネル⼯事 3219m 静岡県静岡市 令和03年02⽉ 現在施⼯中
⾶島建設 トンネル拡幅⼯（掘削・覆⼯）（県単道路改良（幹線）⼯事（蔵⽟隧道・拡幅⼯）） トンネル拡幅⼯事 152ｍ 千葉県君津市 令和03年10⽉ 現在施⼯中

■シールド・推進
⼤成建設 公共下⽔道第１５⼯区⼯事 推進⼯事 90m 福島県郡⼭市 昭和54年09⽉ 昭和54年11⽉
⼤成建設 公共下⽔道第２⼯区⼯事 推進⼯事 261m 福島県郡⼭市 昭和55年08⽉ 昭和56年03⽉
⼤成建設 国⾒浄⽔場内管推進他⼯事 推進⼯事 48.5m 宮城県仙台市 昭和56年12⽉ 昭和57年06⽉
⻘⽊建設 阿武隈川流域下⽔道⼯事 シールド⼯事 640m 宮城県柴⽥郡 昭和58年05⽉ 昭和59年04⽉
⼭⼝組 会津若松市本町下⽔道⼯事 推進⼯事 150m 福島県会津若松市 昭和59年10⽉ 昭和60年03⽉
⻘⽊建設 岩槻幹線シールド⼯事 シールド⼯事 1,046m 埼⽟県岩槻市 昭和60年01⽉ 昭和61年03⽉
⼤成・⽻陽JV 須川左岸都市下⽔路⼯事 推進⼯事 82m ⼭形県上⼭市 昭和60年07⽉ 昭和60年11⽉
東亜建設⼯業 仙台川第４号幹線1 推進⼯事 468m 宮城県仙台市 昭和60年08⽉ 昭和61年03⽉
⻘⽊建設 湖流管渠⼯事（シールド） シールド⼯事 1,035m 茨城県⼟浦市 昭和61年02⽉ 昭和62年04⽉
⼤成建設 南陽市公共下⽔道第６⼯区 推進⼯事 284m ⼭形県南陽市 昭和61年03⽉ 昭和61年12⽉
⼤成建設 須川左岸都市下⽔路⼯事 推進⼯事 82m ⼭形市上⼭市 昭和61年07⽉ 昭和61年11⽉
⻘⽊建設 中川原⾬⽔幹線⼯事 シールド⼯事 270m 埼⽟県秩⽗市 昭和61年11⽉ 昭和62年06⽉
⼤成建設 最上川流域下⽔⼭形天童幹線 泥漿シールド 212m ⼭形県天童市 昭和62年03⽉ 昭和62年07⽉
⼤成建設 公共下⽔道３号汚⽔幹線 推進⼯事 543m ⼭形県寒河江市 昭和62年06⽉ 昭和62年12⽉
⼤成建設 ⼭形天童幹線管路布設⼯事 シールド⼯事 217m ⼭形県天童市 昭和63年02⽉ 昭和63年06⽉
⻘⽊建設 ⾼滝導⽔管布設⼯事 シールド⼯事 1,500m 千葉県市原市 昭和63年02⽉ 昭和63年12⽉
⼤成・佐藤JV ⿊⽯下⽔⼯事 シールド⼯事 207m ⻘森県⽥舎舘村 昭和63年08⽉ 平成01年02⽉
⼤成建設 ⼭形天童幹線管路布設⼯事 シールド⼯事 211m ⼭形県天童市 昭和63年08⽉ 昭和63年10⽉
地崎⼯業 宮城幹線⼯事その６ 推進⼯事 586m 宮城県仙台市 昭和63年09⽉ 平成01年05⽉
地崎⼯業 幸⼿市公共下⽔道汚⽔幹線 シールド⼯事 300m 埼⽟県幸⼿市 昭和63年11⽉ 平成01年03⽉
⾶島・前⽥JV ⼭形天童幹線管路布設⼯事 シールド⼯事 207m ⼭形県⼭形市 昭和63年12⽉ 平成01年02⽉
前⽥建設⼯業 前橋シールド⼯事 シールド⼯事 1,168m 群⾺県前橋市 平成01年03⽉ 平成02年09⽉
奥村・⻄部ＪＶ 県北流域下⽔道国⾒⼯区 シールド⼯事 1,085m 福島県国⾒町 平成01年11⽉ 平成02年11⽉
⼤成建設 公共下⽔道中央３号幹線⼯事 推進⼯事 176m 岩⼿県⽔沢市 平成01年12⽉ 平成02年02⽉
⾶島・前⽥ＪＶ ⼭形天童幹線管路布設⼯事 シールド⼯事 1,046m ⼭形県⼭形市 平成01年12⽉ 平成03年01⽉
⻘⽊建設 野⽥シールド⼯事 シールド⼯事 632m 千葉県流⼭市 平成03年05⽉ 平成04年02⽉
三井・⼩⽥急ＪＶ 県北流域下⽔道鎌⽥⼯区 シールド⼯事 821m 福島県福島市 平成03年11⽉ 平成04年10⽉
⻘⽊・⻄松他ＪＶ 関⼾シールド⼯事 シールド⼯事 917m 東京都多摩市 平成04年05⽉ 平成06年03⽉
東急・福⽥・⼩林ＪＶ 県北流域下⽔道伊達⼯区 シールド⼯事 1,269m 福島県伊達町 平成04年10⽉ 平成06年11⽉
⼤成建設 ⼋⼾市漁港下⽔⼯事 シールド⼯事 900m ⻘森県⼋⼾市 平成06年05⽉ 平成07年12⽉

寿建設株式会社



No.7

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

⼯ 　事 　内　 容
⼤成建設 旭川南幹線秋⽥シールド⼯事 シールド⼯事 1,352m 秋⽥県秋⽥市 平成06年05⽉ 平成08年01⽉
⻘⽊・⼭下ＪＶ 北上川流域下⽔道⽯⿃⾕幹線⼯事 シールド⼯事 1,147m 岩⼿県花巻市 平成07年04⽉ 平成08年10⽉
⻘⽊建設 ⼭形市公共下⽔道⼯事 ｵｰﾌﾟﾝｼｰﾙﾄﾞ⼯事 366m ⼭形県⼭形市 平成07年10⽉ 平成08年03⽉
⼤成・佐藤ＪＶ 県北流域下⽔道東浜⼯区 シールド⼯事 1,519m 福島県福島市 平成08年03⽉ 平成10年08⽉
東急・⼩野ＪＶ 県北流域下⽔道杉妻⼯区 シールド⼯事 1,862m 福島県福島市 平成08年10⽉ 平成11年03⽉
⼤成・⽇新⼟建ＪＶ 信夫⼭⾬⽔幹線築造⼯事 ｵｰﾌﾟﾝｼｰﾙﾄﾞ⼯事 250m 福島県福島市 平成09年10⽉ 平成10年08⽉
佐藤・⼩林ＪＶ 県北流域下⽔道南町⼯区 シールド⼯事 1,132m 福島県福島市 平成10年01⽉ 平成11年09⽉
⼤成・⼤末・⼭形ＪＶ ⼭形シールド⼯事 シールド⼯事 1,440m ⼭形県⼭形市 平成10年07⽉ 平成12年02⽉
熊⾕組 １０５号⾬⽔幹線公共下⽔道⼯事 ｵｰﾌﾟﾝｼｰﾙﾄﾞ⼯事 78m 福島県郡⼭市 平成10年12⽉ 平成11年03⽉
⼤成建設 公共下⽔道⾬⽔⼯事（浜居場1-2⼯区） ｵｰﾌﾟﾝｼｰﾙﾄﾞ⼯事 138m 宮城県多賀城市 平成11年01⽉ 平成11年03⽉
⼾⽥建設 １０５号⾬⽔幹線公共下⽔道⼯事 ｵｰﾌﾟﾝｼｰﾙﾄﾞ⼯事 70m 福島県郡⼭市 平成11年02⽉ 平成11年03⽉
⼤成建設 ⼋幡町共同溝⼯事 シールド⼯事 606m 宮城県仙台市 平成11年02⽉ 平成12年03⽉
⼤⼀建設 県中流域下⽔道⼤滝根幹線 推進⼯事 179m 福島県船引町 平成11年03⽉ 平成12年04⽉
⾶島・⼩林ＪＶ 県北流域下⽔道⿊岩⼯区 シールド⼯事 945m 福島県福島市 平成11年07⽉ 平成13年12⽉
蒲⽣⼯業 県中流域下⽔道⼤滝根幹線 推進⼯事 135m 福島県船引町 平成11年09⽉ 平成12年10⽉
⼤成建設 ⻄川町公共下⽔道管渠⼯事 推進⼯事 217m 福島県船引町 平成12年07⽉ 平成12年10⽉
蒲⽣⼯業 県中流域下⽔道⼤滝根幹線 推進⼯事 213m 福島県船引町 平成12年12⽉ 平成14年03⽉
⻘⽊建設 渡良瀬川上流流域下⽔道葛⽣下⽔ 推進⼯事 312m 栃⽊県葛⽣町 平成13年10⽉ 平成14年02⽉
三井・⼩野ＪＶ 県北流域下⽔道蓬莱⼯区 シールド⼯事 1,241m 福島県福島市 平成14年05⽉ 平成15年03⽉
蒲⽣⼯業 県中流域下⽔道⼤滝根幹線 推進⼯事 366m 福島県船引町 平成14年11⽉ 平成15年03⽉
⻘⽊あすなろ建設 京浜島共同溝⼯事 シールド⼯事 392m 東京都⼤⽥区 平成16年09⽉ 平成17年02⽉
⻘⽊あすなろ建設 ⼋王⼦シールド⼯事 シールド⼯事 1,352m 東京都⼋王⼦市 平成18年11⽉ 平成20年01⽉
⾶島建設 愛宕⼭シールド⼯事 シールド⼯事 1,810m 福島県福島市 平成19年10⽉ 平成20年03⽉
⻘⽊あすなろ建設 ⻄⼋王⼦シールド⼯事 シールド⼯事 1,971m 東京都⼋王⼦市 平成19年10⽉ 平成21年03⽉
カジマメガトロエンジニアリング いわきシールド⼯事 シールド⼯事 294m 福島県いわき市 平成19年10⽉ 平成20年04⽉
⻘⽊あすなろ建設 南柏シールド⼯事 シールド⼯事 955m 千葉県柏市 平成20年09⽉ 平成21年10⽉
⻘⽊あすなろ建設 中村⻄部⾬⽔幹線下⽔道築造⼯事 シールド⼯事 2,202m 愛知県名古屋市 平成22年01⽉ 平成23年06⽉
⾶島・佐藤・多⽥ＪＶ 流域下⽔道整備⼯事（五ヶ所⼯区） シールド⼯事 987m 福島県国⾒町 平成23年05⽉ 平成24年10⽉
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