
実績一覧：ダム

年　月　日 名　　　　称 所 在 地 納　　　入　　　先 数　　　量

187 令和 3年 3月 設楽ダム法面対策(CSG) 愛知県 戸田建設 164,000㎥ 

186 令和 3年 2月 安威川ダム 大阪府 大阪砕石エンジニアリング

185 令和 2年12月 千苅ダム 兵庫県 飛島・豊国 546㎥ 

184 平成31年  4月 成瀬ダム 秋田県 鹿島・前田・竹中土木 412,000㎥ 

183 平成30年12月 川上ダム 三重県 大林・佐藤・日本国土 456,000㎥ 

182 平成28年10月 新桂沢ダム（再） 北海道 鹿島・岩田地崎・伊藤 65,000㎥ 

181 平成28年10月 小石原川ダム 福岡県 鹿島・竹中土木・三井住友 83,000㎥ 

180 平成28年　5月 椛川ダム 香川県 大成・飛島・村上 435,000㎥ 

179 平成28年　4月 鶴田ダム既設減勢工 鹿児島県 鹿島・西松 133,000㎥ 

178 平成27年10月 八ッ場ダム 群馬県 清水・鉄建・IHI 911,000㎥ 

177 平成27年　9月 平瀬ダム 山口県 清水・五洋・井森工業・ナルキ 340,000㎥ 

176 平成27年　6月 平取ダム 北海道 西松・岩田地崎・岩倉 183,000㎥ 

175 平成26年10月 サンルダム 北海道 大成・熊谷・岩倉 495,000㎥ 

174 平成26年　5月 和食ダム 高知県 大成・ジョウトク・杉本土建・山本 64,000㎥ 

173 平成26年  4月 河内川ダム 福井県 西松・竹中土木・キハラコーポレーション・長崎組 258,000㎥ 

172 平成26年  1月 五ヶ山ダム 福岡県 鹿島・飛島・松本組 935,000㎥ 

171 平成25年 3月 鶴田ダム増設減勢工 鹿児島県 鹿島建設 108,000㎥ 

170 平成24年 11月 金出地ダム 兵庫県 飛島・佐藤・ノバック・森崎 152,000㎥ 

169 平成24年 10月 切目川ダム 和歌山県 熊谷・淺川・尾花 70,000㎥ 

168 平成23年　8月 鶴田ダム施設改造 鹿児島県 鹿島・西松 71,100㎥ 

167 平成23年　7月 与布土ダム 兵庫県 清水・五洋・森長・香山 104,000㎥ 

166 平成23年　5月 路木ダム 熊本県 清水・礎・苓州 87,000㎥ 

165 平成23年　４月 浅川ダム 長野県 大林・守谷・川中島 141,000㎥ 

164 平成23年　4月 畑川ダム 京都府 フジタ・公成・寺尾 43,400㎥ 

163 平成22年　5月 奥胎内ダム 新潟県 鹿島・大成・加賀田 260,000㎥ 

162 平成22年　5月 新内海ダム 香川県 飛島・田村・安井 152,000㎥ 

161 平成22年　5月 第二浜田ダム 島根県 鹿島・五洋・今井 364,000㎥ 

160 平成22年　1月 億首ダム 沖縄県 大成・國場・丸政
生ｺﾝ80,000m3

CSG230,000m3

159 平成21年　10月 西之谷ダム 鹿児島県 松尾・こうかき・久保技建 32,300㎥ 

158 平成21年　9月 大津呂ダム 福井県 清水建設 75,000㎥ 

157 平成21年　9月 浜ノ瀬ダム 宮崎県 清水建設 207,000㎥ 

156 平成21年　8月 湯西川ダム 栃木県 鹿島・清水 1,047,000㎥ 

155 平成21年　5月 当別ダム 北海道 鹿島・竹中土木・岩倉 150,000㎥ 

154 平成21年　4月 夕張シューパロダム 北海道 大成・岩田地崎・中山 980,000㎥ 

153 平成20年11月 井手口川ダム 佐賀県 戸田・中野・中島 117,000㎥ 

152 平成20年　7月 大山ダム 大分県 熊谷組 552,000㎥ 

151 平成19年  7月 黒杭川上流ダム 山口県 三井住友建設・井森工業 89,000㎥ 

150 平成19年  7月 尾原ダム 島根県 清水・飛島・東亜 640,000㎥ 

149 平成19年  6月 嘉瀬川ダム 佐賀県 鹿島・青木あすなろ・松尾 950,000㎥ 

148 平成19年  6月 留山川ダム 山形県 フジタ・竹中土木・渋谷 65,000㎥ 

147 平成19年  6月 北河内ダム 石川県 鹿島・真柄・宮下・冶山社 78,000㎥ 

146 平成18年12月 みくまりダム 兵庫県 鹿島・株木・新井 18,000㎥ 

145 平成18年  6月 胆沢ダム 岩手県 西松・佐藤・東急 260,000㎥ 

144 平成18年  6月 湯沢第三砂防堰堤 栃木県 佐田建設 20,000㎥ 

143 平成18年  3月 志津見ダム 島根県 大林・青木あすなろ・大豊 432,000㎥ 

142 平成18年  2月 大保本ダム 沖縄県 大成・戸田・國場 410,000㎥ 

141 平成17年  8月 太田川ダム 静岡県 大成・大林・日本国土 241,000㎥ 

140 平成17年　7月 但東ダム 兵庫県 錢高・日本国土・川嶋 24,600㎥ 

139 平成17年　3月 福富ダム 広島県 大成・アイサワ・錦 205,000㎥ 

138 平成16年　4月 砂子沢ダム 秋田県 鹿島･日本国土･銭高･八重樫･小坂 286,500㎥ 

137 平成16年　4月 滝川ダム 福島県 ハザマ･三幸･庄司 275,000㎥ 

136 平成16年　4月 横川ダム （ｻｲﾛのみ） 山形県 飛島･戸田･福田

135 平成16年　4月 岩堂沢ダム 宮城県 大成･戸田･三幸 235,000㎥ 

134 平成16年　4月 徳富ダム 北海道 西松･地崎･勝村 530,000㎥ 

133 平成16年　4月 岩井川ダム 奈良県 奥村･大成･戸田･大豊･森本 82,000㎥ 

132 平成16年　3月 新帝釈川ダム 広島県 鹿島･大本･飛島･森本

131 平成15年10月 広神ダム 新潟県 ハザマ･清水・福田 320,000㎥ 



130 平成15年　9月 中木庭ダム 佐賀県 大林･松尾･上滝・深町 314,000㎥ 

129 平成15年　5月 琴川ダム 山梨県 清水・大林・天野工業 207,625㎥ 

128 平成14年10月 河平ダム 岡山県 鴻池・三幸 34,000㎥ 

127 平成14年　9月 梶毛ダム 広島県 フジタ･日産･武田 88,000㎥ 

126 平成14年　8月 長井ダム 山形県 ハザマ・前田・奥村 1,200,000㎥ 

125 平成14年　8月 灰塚ダム 広島県 フジタ･竹中･不動 181,000㎥ 

124 平成14年  7月 木戸ダム 福島県 前田･日産･田中 295,000㎥ 

123 平成14年  7月 釜方沢ダム 東京都 鴻池･音丸 （CSG）40,000㎥　

122 平成14年  5月 石井ダム 兵庫県 西松・奥村・銭高・新井寄神 183,000㎥ 

121 平成14年　4月 我喜屋ダム 沖縄県 鴻池・太名嘉・東江 39,000㎥ 

120 平成14年  2月 徳山ダム 岐阜県 大林･清水･大日本 290,000㎥ 

119 平成13年10月 三河ダム 広島県 清水・鉄建・井上 33,000㎥ 

118 平成13年　9月 稗原ダム 島根県 住友・中筋組 53,000㎥ 

117 平成13年　8月 三室川ダム 岡山県 前田・大本・日本国土 240,000㎥ 

116 平成13年　7月 滝沢ダム 埼玉県 鹿島・熊谷・銭高 1,800,000㎥ 

115 平成13年　2月 三高ダム 広島県 鹿島・飛島・大末 75,000㎥ 

114 平成12年11月 余地ダム 長野県 鹿島・大本・守谷 55,000㎥ 

113 平成12年11月 鷹生ダム 岩手県 清水・熊谷・佐賀 320,000㎥ 

112 平成12年10月 上津浦ダム 熊本県 戸田・竹中・吉田組 130,000㎥ 

111 平成12年　9月 庶路ダム 北海道 西松・伊藤・三井 144,000㎥ 

110 平成12年　8月 苫田ダム 岡山県 佐藤・鴻池・アイサワ 300,000㎥ 

109 平成12年　4月 東郷ダム 鳥取県 熊谷・井木・馬野・河金 99,000㎥ 

108 平成12年　2月 福智山ダム 福岡県 大成・前田・為廣 201,000㎥ 

107 平成12年　1月 都川内ダム 佐賀県 松尾・飛島・黒木 49,000㎥ 

106 平成11年12月 深城ダム 山梨県 西松・鹿島・早野 207,000㎥ 

105 平成11年11月 小山ダム 茨城県 熊谷・株木・鈴縫 531,000㎥ 

104 平成11年11月 真喜屋ダム 沖縄県 熊谷・上原 16,000㎥ 

103 平成11年11月 世増ダム 青森県 大林・住友・鉄建 218,000㎥ 

102 平成11年　8月 四川ダム 広島県 五洋・三井・鴻治 190,000㎥ 

101 平成11年　4月 永平寺川ダム 福井県 飛島・熊谷・西村 115,890㎥ 

100 平成11年　1月 船津ダム 長崎県 フジタ・宅島 30,000㎥ 

99 平成10年10月 粟井ダム 香川県 三井・錢高 55,000㎥ 

98 平成10年　9月 見島ダム 山口県 大本・井森工業 67,000㎥ 

97 平成10年　3月 摺上川ダム 福島県 飛島・大林 276,000㎥ 

96 平成10年　3月 羽地ダム 沖縄県 佐藤・國場 53,000㎥ 

95 平成10年　2月 川辺ダム 鹿児島県 熊谷・竹中・森山 103,000㎥ 

94 平成　9年12月 佐古ダム 愛媛県 西松・アイサワ 69,000㎥ 

93 平成　9年10月 綾里川ダム 岩手県 フジタ・高弥 68,170㎥ 

92 平成　9年　9月 成相ダム 兵庫県 西松・宮本 180,000㎥ 

91 平成　9年　6月 水無川砂防ダム 長崎県 佐藤組 19,000㎥ 

90 平成　9年　4月 北山ダム 長野県 西松・竹中土木・北野 44,000㎥ 

89 平成　9年　3月 久婦須川ダム 富山県 前田・大林・新栄 471,000㎥ 

88 平成　8年12月 大路
オ オ ロ

ダム 兵庫県 三井・宮本 43,000㎥ 

87 平成　8年11月 大滝ダム 奈良県 熊谷・日本国土・大豊 990,000㎥ 

86 平成　8年10月 坂本ダム 高知県 熊谷・佐藤・新進 174,400㎥ 

85 平成　8年　7月 水上ダム 長野県 清水・松本土建 66,000㎥ 

84 平成　8年　7月 北富士ダム 兵庫県 フジタ・新井 102,000㎥ 

83 平成　8年　6月 小里川ダム 岐阜県 佐藤・前田・大日本土木 700,000㎥ 

82 平成　8年　1月 水無1号ダム（右岸） 長崎県 錢高 20,000㎥ 

81 平成　8年　1月 京都東部山ハザマダム 京都府 ハザマ 190,000㎥ 

80 平成　7年12月 水無1号ダム（左岸） 長崎県 大本 65,000㎥ 

79 平成　7年11月 片倉ダム 千葉県 熊谷・東急・東亜 88,000㎥ 

78 平成　7年10月 萱瀬ダム 長崎県 熊谷・岡山 125,000㎥

77 平成　7年10月 横竹ダム 佐賀県 奥村・松尾・唐津 160,000㎥ 

76 平成　7年　9月 温井ダム 広島県 鹿島・西松・五洋 1,000,000㎥ 

75 平成　7年　8月 田島ダム 福島県 鴻池・滝谷 81,000㎥ 

74 平成　7年　8月 忠別ダム 北海道 大成・地崎・竹中土木 980,000㎥ 

73 平成　7年　5月 大日ダム 兵庫県 西松・森長 82,000㎥ 

72 平成　7年　5月 上津ダム 奈良県 大成・飛島・森本 208,000㎥ 

71 平成　7年　5月 中尾ダム 長崎県 佐藤・三基 83,000㎥ 

70 平成　7年　2月 比奈知ダム 三重県 佐藤・日本国土 400,000㎥ 



69 平成　6年12月 富郷ダム 愛媛県 大林・住友・森本 510,000㎥ 

68 平成　6年10月 宮奥ダム 奈良県 清水・村本・淺沼・錢高 66,160㎥ 

67 平成　6年　8月 瓜田ダム 宮崎県 日本国土・奥村・日成大淀 95,000㎥ 

66 平成　6年　5月 浦河ダム 北海道 飛島・ハザマ・菱中 186,000㎥ 

65 平成　6年　3月 宮ヶ瀬副ダム 神奈川県 飛島 50,000㎥ 

64 平成　6年　2月 鎌井谷ダム 高知県 竹中土木・四国開発 25,000㎥ 

63 平成　6年　2月 東連寺ダム 愛媛県 ハザマ・三幸

62 平成　6年　1月 行
ギョウニュウ

入ダム 大分県 日本国土・梅林 88,400㎥ 

61 平成　5年12月 日吉ダム 京都府 飛島・鴻池・森組 681,500㎥ 

60 平成　5年12月 楢井
ナ ラ イ

ダム 岡山県 鴻池・蜂谷 32,000㎥ 

59 平成　5年11月 田沢川ダム 山形県 大成・佐藤・地崎 220,000㎥ 

58 平成　5年　9月 小泊ダム 青森県 奥村・日本国土・斉勝 33,000㎥ 

57 平成　5年　8月 協和ダム 秋田県 佐藤・大林 165,000㎥ 

56 平成　5年　5月 吉田ダム 香川県 大成・前田・佐藤 298,000㎥ 

55 平成　5年　4月 塩川ダム 山梨県 大成・戸田・長田組土木 383,000㎥ 

54 平成　5年　4月 四万川ダム 群馬県 大成・佐藤・ハザマ 500,000㎥ 

53 平成　5年　3月 三宝ダム 兵庫県 戸田・大豊・川嶋 67,000㎥ 

52 平成　5年　2月 牛深ダム 熊本県 鉄建 12,000㎥ 

51 平成　4年10月 一の木ダム 奈良県 奥村・森 64,000㎥ 

50 平成　4年　9月 松田川ダム 栃木県 青木・日本国土・岩澤 165,000㎥ 

49 平成　4年　9月 三瓶ダム 島根県 青木・鴻池・今岡 106,000㎥ 

48 平成　4年　6月 牛内ダム 兵庫県 大林・日本国土・森長 145,000㎥ 

47 平成　3年10月 宮ヶ瀬ダム 神奈川県 鹿島・大林・戸田 2,000,000㎥ 

46 平成　3年10月 大松川ダム 秋田県 西松・奥村 303,000㎥ 

45 平成　3年　9月 千屋ダム 岡山県 大林・鹿島・大本 628,000㎥ 

44 平成　3年　6月 保台ダム 千葉県 清水 101,000㎥ 

43 平成　3年　4月 津川ダム 岡山県 飛島・ハザマ・アイザワ 345,000㎥ 

42 平成　3年　3月 浦の川ダム 長崎県 大日本土木・長崎上滝 32,000㎥ 

41 平成　3年　1月 中筋川ダム 高知県 清水・大旺 245,000㎥ 

40 平成　3年　1月 本庄川ダム 兵庫県 大成・森・淡路 95,000㎥ 

39 平成　2年11月 曲渕ダム 福岡県 大成・熊谷・西松・鉄建 12,000㎥ 

38 平成　2年10月 小玉ダム 福島県 大成・鹿島・加地和 550,000㎥ 

37 平成　2年　8月 三春ダム 福島県 奥村・大日本土木 170,000㎥ 

36 平成 1年11月 矢筈ダム 佐賀県 松尾・上瀧 65,000㎥ 

35 平成 1年　9月 美生ダム 北海道 清水・株木・荒井 120,000㎥ 

34 平成 1年　9月 久吉ダム 青森県 大林・三井・東急 278,000㎥ 

33 平成 1年　8月 犬鳴ダム 福岡県 清水・住友・為廣 250,000㎥ 

32 平成 1年　7月 狩音ダム 山口県 大本・シマダ 65,000㎥ 

31 平成 1年　6月 八田原ダム 広島県 ハザマ・大本 517,000㎥ 

30 平成 1年　2月 明治ダム 岡山県 株木・小田 27,000㎥ 

29 昭和63年　8月 神居
カ ム イ

ダム 北海道 三井・岩田 72,000㎥ 

28 昭和63年　7月 川内ダム 青森県 熊谷・清水・日本土木 89,000㎥ 

27 昭和63年　6月 布施川ダム 富山県 飛島・ハザマ・桜井 43,000㎥ 

26 昭和63年　6月 宮ヶ瀬ダム（試験施工） 神奈川県 鹿島・大林・戸田 12,000㎥ 

25 昭和62年　8月 広渡ダム 宮崎県 熊谷・大成・吉原 150,000㎥ 

24 昭和62年　8月 高滝ダム 千葉県 大成 75,000㎥ 

23 昭和62年　7月 布目ダム 奈良県 大成・森本 310,000㎥ 

22 昭和61年11月 深浦ダム 佐賀県 松尾 23,300㎥ 

21 昭和61年10月 箕輪ダム 長野県 飛島・日本国土・戸田 325,000㎥ 

20 昭和61年　9月 田万ダム 香川県 ハザマ・フジタ・住友 87,700㎥ 

19 昭和61年　8月 山瀬ダム 秋田県 鹿島 70,000㎥ 

18 昭和61年　6月 槙谷ダム 岡山県 錢高・大日本・同和工営 79,100㎥ 

17 昭和61年　6月 御部ダム 島根県 大林・飛島 118,000㎥ 

16 昭和61年　6月 小平ダム 北海道 大成・フジタ・伊藤 280,000㎥ 

15 昭和60年　9月 八塔寺川ダム 岡山県 大成・佐藤・蜂谷 115,000㎥ 

14 昭和60年　7月 本部ダム 佐賀県 松尾・大成 65,000㎥ 

13 昭和59年12月 片桐ダム 長野県 熊谷・不動・吉川 200,000㎥ 

12 昭和59年　8月 阿木川ダム 岐阜県 大林・青木・大日本土木 210,000㎥ 

11 昭和58年12月 千足ダム 香川県 鹿島・三井 100,000㎥ 

10 昭和58年　2月 大門ダム 山梨県 西松・飛島・国際 160,000㎥ 



9 昭和57年　9月 林田川ダム （現：安富ﾀﾞﾑ） 兵庫県 大成・神崎 97,000㎥ 

8 昭和57年　4月 横川ダム 長野県 大成・大本 105,000㎥ 

7 昭和57年　1月 椿山ダム 和歌山県 西松・フジタ・大豊 15,000㎥ 

6 昭和56年　9月 寒河江ダム 山形県 飛島・三井 235,000㎥ 

5 昭和56年　4月 定山渓ダム 北海道 大成・地崎・佐藤 1,060,000㎥ 

4 昭和55年　4月 内村ダム 長野県 大林・地崎・竹中土木 200,000㎥ 

3 昭和53年　6月 粟地ダム 香川県 大成 130,000㎥ 

2 昭和49年　6月 新宮
シングウ

ダム 愛媛県 鹿島・住友・大豊・西松・轟組 60,000㎥ 

1 昭和47年　2月 大渡ダム 高知県 大成 300,000㎥ 


