
実績一覧：空港・都市・交通

年　月　日 名　　　　称 所 在 地 納　　　入　　　先 数　　　量

112 平成31年  3月 外環本線トンネル(北行)東名北工事 東京都 大林・西松・戸田・佐藤・錢高

111 平成30年  6月 外環本線トンネル(南行)東名北工事 東京都 鹿島・前田・三井住友・鉄建・西部

110 平成30年  6月 ＳＯＣ浪江ＳＳ 福島県 フコク資材

109 平成28年1２月 フライアッシュ貯蔵・出荷設備建設工事、設備リース 長崎県 大村運輸

108 平成28年11月 羽沢トンネル 神奈川県 大成・東急・大本・土志田

107 平成28年　4月 若松灰捨設備石炭灰埋立業務 福岡県 ＪＰハイテック

106 平成27年　8月 宮古復興第２工場 岩手県 各工区 252,000㎥ 

105 平成27年　3月 ふたば復興生コン工場 福島県 各工区

104 平成25年　11月 鹿島港老朽化対策工事 茨城県 五洋建設 2,653㎥ 

103 平成25年　 6月 西谷トンネル 神奈川県 大成・東急・エス・ケイ・ディ

102 平成25年　 5月 東京外環道市川中工事 千葉県 鹿島・大林・鉄建建設 230,000㎥ 

101 平成25年　 1月 宮古地区復興工事 岩手県 宮古市内、山田町他 526,000㎥ 

100 平成23年 11月 上五島石炭灰コンクリート製造 長崎県 50,000㎥ 

99 平成23年 11月 下五島石炭灰コンクリート製造 長崎県 50,000㎥ 

98 平成23年　7月 東京外環道国分工事 千葉県 鹿島・大林 210,000㎥ 

97 平成21年　7月 武田薬品工業新研究所 神奈川県 竹中工務店 160,000㎥ 

96 平成20年　9月 羽田国際線エプロン 東京都 大成・鹿島・五洋・東亜・鹿島道路・大成ロテック 154,000㎥ 

95 平成20年　9月 博多駅ビル新築工事 福岡県 清水建設 98,000㎥ 

94 平成19年　7月 響灘３号地埋立地建設工事（ﾌﾗｲｱｯｼｭﾓﾙﾀﾙ） 福岡県 ＪＰハイテック

93 平成19年　6月 大崎西口中地区再開発 東京都 清水・フジタ

92 平成19年　3月 (仮)杉並高井戸計画 東京都 鹿島建設 80,000㎥ 

91 平成18年　1月 LPG国家備蓄倉敷基地プロパン貯蔵１ 岡山県 清水・ハザマ・奥村

90 平成18年　1月 LPG国家備蓄倉敷基地プロパン貯蔵１ 岡山県 鹿島・西松・佐藤

89 平成17年1１月 釜坂第二トンネル 鳥取県 森・蜂谷

88 平成17年10月 手結山第一トンネル 高知県 大成・鉄建

87 平成17年　2月 芳養トンネル 和歌山県 森・淺川

86 平成17年　9月 若松灰捨設備（乾灰）処理 福岡県 ＪＰハイテック

85 平成17年　2月 北白浜トンネル 徳島県 ハザマ

84 平成17年　2月 大成トンネル 愛媛県 熊谷・泉

83 平成17年　2月 阪水甲山 兵庫県 奥村・大成・大豊・真柄・新井 30,800㎥ 

82 平成16年12月 田井トンネル 徳島県 姫野・大竹

81 平成16年10月 立川トンネル 高知県 三井住友・飛島

80 平成16年　8月 新府能トンネル 徳島県 鹿島・フジタ・北岡

79 平成16年　8月 井川トンネル 徳島県 佐藤・島谷・山全

78 平成16年　7月 新芝浦･ｿﾆｰ生命ﾋﾞﾙ建築 東京都 清水建設 130,000㎥ 

77 平成16年　7月 智頭用瀬トンネル 鳥取県 熊谷・大旺

76 平成16年　5月 東京団地倉庫Ｃ棟 東京都 清水建設 35,000㎥ 

75 平成16年　5月 瑞浪研究坑道換気立坑 岐阜県 清水･鹿島･前田 10,000㎥ 

74 平成16年　5月 島根ＮＡクリート 島根県 大成･ハザマ･中国高圧･鴻池･竹中テトラ

73 平成16年　4月 東京臨海ﾘｻｲｸﾙ発電 東京都 清水建設 骨材　6,000ｔ

72 平成16年　4月 波方トンネル 愛媛県 大成･大林･大本･森本･大旺

71 平成16年　2月 新辰野トンネル 愛媛県 ハザマ・一宮

70 平成16年　1月 横路トンネル 広島県 清水・錢高

69 平成15年　9月 八ッ場トンネル 群馬県 清水･西松・ハザマ

68 平成15年　7月 対馬地区東工区漁場整備工事　　　（ｱｯｼｭｸリート） 長崎県 ＪＰハイテック

67 平成15年　3月 舞子造成工事 兵庫県 鴻池組

66 平成15年　2月 八西トンネル 愛媛県 大成･鉄建･西田

65 平成15年　2月 一の瀬第一トンネル 高知県 ハザマ･新井

64 平成15年　2月 磯子火力発電所 神奈川県 ＪＰハイテック 1,000㎥ 

63 平成14年　6月 中部国際空港 愛知県 各工区 720,000㎥ 

62 平成14年　5月 富士通蒲田 東京都 清水･大成･銭高･ハザマ･安藤・東亜･東急 10,000㎥ 

61 平成14年　5月 東京団地倉庫A-1棟 東京都 清水･大成 35,000㎥ 

60 平成14年　1月 那覇港ﾌﾗｲｱｯｼｭﾓﾙﾀﾙ 沖縄県 ＪＰハイテック 1,500㎥ 

59 平成13年11月 第1高尾山ﾄﾝﾈﾙ 静岡県 大成・ハザマ

58 平成13年11月 御嵩亜炭坑 岐阜県 フジタ

57 平成13年　7月 日和佐ﾄﾝﾈﾙ 徳島県 大成・戸田

56 平成13年　2月 川内ﾄﾝﾈﾙ 愛媛県 森・ﾊﾝｼﾝ

55 平成13年　1月 堂々谷ﾄﾝﾈﾙ 高知県 若築・丸紅

54 平成12年12月 鳥坂ﾄﾝﾈﾙ 愛媛県 清水・五洋

53 平成12年12月 高浜ﾄﾝﾈﾙ西 福井県 熊谷・公成

52 平成12年10月 西泉ﾄﾝﾈﾙ 愛媛県 太平工業・小松

51 平成12年　5月 三木震動台 兵庫県 大成・西松 90,000㎥ 

50 平成12年　3月 五名ﾄﾝﾈﾙ 香川県 戸田 55,500㎥ 

49 平成12年　2月 大谷工事 徳島県 住友・松尾

48 平成11年11月 法皇ﾄﾝﾈﾙ 愛媛県 大成・佐藤・三菱

47 平成11年11月 大矢北ﾄﾝﾈﾙ 岐阜県 森・ハンシン



46 平成11年　6月 黒部ﾄﾝﾈﾙ 京都府 森・石黒

45 平成11年　5月 関柱ﾄﾝﾈﾙ 徳島県 矢作・北岡

44 平成10年10月 大坂ﾄﾝﾈﾙ 香川県 太平工業・小松

43 平成10年10月 五台山ﾄﾝﾈﾙ 高知県 戸田・藤本・新進

42 平成10年　8月 檜生ﾄﾝﾈﾙ 高知県 熊谷・松村

41 平成10年　7月 童学寺ﾄﾝﾈﾙ 徳島県 鴻池・姫野

40 平成10年　5月 橘湾煙突 徳島県 飛島・住友 86,000㎥ 

39 平成　9年10月 立山ﾄﾝﾈﾙ 愛媛県 大成・株木

38 平成　9年　9月 明神ﾄﾝﾈﾙ 高知県 鹿島・不動

37 平成　9年　2月 太刀野ﾄﾝﾈﾙ西工事 徳島県 若築・大成

36 平成　8年10月 池田第2ﾄﾝﾈﾙ 徳島県 清水・大日本

35 平成　8年10月 土佐山鉱山3工区 高知県 清水・奥村・西松

34 平成　8年　7月 小谷村災害復旧 長野県 大北生コン 180,000㎥ 

33 平成　8年　5月 岡南シールド 岡山県 清水・大本 15,000㎥ 

32 平成　8年　3月 新境目ﾄﾝﾈﾙ東工事 徳島県 飛島 20,000㎥ 

31 平成　7年　8月 東京湾横断（中央ﾄﾝﾈﾙ） 千葉県
木更津南工事：大林・佐藤・竹中土木

木更津北工事：前田・フジタ・鉄建
110,000㎥ 

30 平成　7年　4月 来島大橋下部（大島） 愛媛県 西松・前田・東洋・ＰＢＩ

29 平成　6年11月 東京湾横断道路（浮島） 神奈川県
浮島南：清水・佐藤・竹中土木

浮島北：熊谷・ハザマ・日本国土
120,000㎥ 

28 平成　6年10月 白地ﾄﾝﾈﾙ 徳島県 熊谷・東急 27,000㎥ 

27 平成　6年　6月 来島大橋下部（東） 愛媛県 熊谷・大林・飛島・戸田・五洋 50,000㎥ 

26 平成　6年　4月 来島大橋下部（馬島） 愛媛県 鹿島・大成・佐藤・青木・東亜

25 平成　5年12月 核燃料再処理工場 青森県 鹿島・青森生コン・前田・清水・大成・竹中・大林 918,000㎥ 

24 平成　4年　7月 瀬野川造成工事 広島県 青木建設 砕石　200,000ｔ　

23 平成　4年　5月 東京湾横断道路（木更津） 千葉県 大林・奥村・大本・若築 改良土   1,000,000㎥

22 平成　4年　1月 東京湾横断道路（川崎） 神奈川県
西工事：鹿島・西松・日産・東洋

東工事：大成・飛島・五洋・ベクテル

21 平成　3年　8月 明石海峡4A下部 兵庫県 熊谷・青木・フジタ・若築 250,000㎥ 

20 平成　3年　6月 関西国際空港 大阪府 大阪セメント 650,000㎥ 

19 平成　2年　3月 明石海峡1A下部 兵庫県 大林・清水・飛島・東亜 450,000㎥ 

18 平成  1年12月 明石海峡3Ｐ下部 兵庫県 大成・ハザマ・佐藤・東洋・日本国土 320,000㎥ 

17 平成  1年10月 明石海峡2Ｐ下部 兵庫県 鹿島・前田・西松・五洋・戸田 320,000㎥ 

16 平成  1年　6月 下莇原調整池 兵庫県 竹中土木・大日 20,000㎥ 

15 昭和63年　4月 本四岩黒島 岡山県 錢高 6,500㎥ 

14 昭和63年　1月 関越ﾄﾝﾈﾙ（砕石） 群馬県 大林・清水・飛島 150,000ｔ　

13 昭和63年　1月 菊ハザマ地下 石油備蓄基地 愛媛県 大成・戸田・飛島・佐藤・鴻池 65,000㎥ 

12 昭和61年　3月 伊方調整池 愛媛県 三井 26,000㎥ 

11 昭和59年　3月 本四岩黒島 岡山県 熊谷・日本国土・若築 50,000㎥ 

10 昭和57年10月 本四伯方大島大橋 愛媛県 五洋・大豊・アイエン 97,000㎥ 

9 昭和57年　5月 備讃瀬戸大橋（下部） 香川県 大成・大林・前田・東亜 251,140㎥ 

8 昭和56年　4月 本四連絡橋 香川県 佐藤・三井・佐伯 45,000㎥ 

7 昭和55年　8月 関越ﾄﾝﾈﾙ（砕石/生コン） 群馬県 ハザマ・前田・飛島
砕石：300,000ｔ

生コン：120,000ｍ3

6 昭和53年　2月 多度津工学試験所 香川県 鹿島・熊谷・前田・清水・五洋 80,000㎥ 

5 昭和51年12月 青函トンネル（青森） 青森県 飛島・三井 170,000㎥ 

4 昭和50年　4月 青函トンネル（函館） 北海道 西松・青木 170,000㎥ 

3 昭和48年　4月 東北新幹線 栃木県 飛島 80,000㎥ 

2 昭和47年10月 後山トンネル 高知県 西松 30,000㎥ 

1 昭和45年　4月 国道33号改良工事 高知県 佐藤・大成・飛島 100,000㎥ 


