
発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 ⿅島・⽵中⼟⽊・三井住友JV 小石原川ダム本体建設工事 福岡県 2016.06 〜 2019.09

九州地方整備局 ⿅島・⽵中⼟⽊・三井住友JV 大分川ダム建設（一期）工事 大分県 2014.01 〜 2017.05

新潟県 前田・東急・植⽊JV 鵜川ダム本体建設工事 新潟県 2008.05 〜

九州地方整備局 ⼾田建設㈱ 大分川ダム仮排⽔路トンネル工事 大分県 2006.04 〜 2008.05

東北地方建設局 ⾶島・大林JV 摺上川ダム本体建設工事3期盛⽴工事 福島県 2005.06 〜 2006.04

東北地方整備局 大成・熊谷・間JV 胆沢ダム原石⼭材料採取工事 岩手県 2005.05 〜 2009.03

東北地方整備局 ⿅島・清⽔・大本JV 胆沢ダム堤体盛⽴（1〜3期）工事 岩手県 2005.04 〜 2014.06

東日本旅客鉄道㈱ 前田・鉄建JV 信濃川発電所⼭本調整池堤体他災害応急復旧工事 新潟県 2005.03 〜 2006.06

岐阜県 大林・三井住友・市川・⼟屋JV 丹⽣川多目的ダム本体工事 岐阜県 2004.06 〜 2006.08

九州農政局 ⻄松・東急・勝村JV 都城盆地農業⽔利事業⽊之川内ダム第3期建設工事 宮崎県 2004.03 〜 2007.03

北海道開発局 大成・地崎・⽵中JV 忠別ダムフィル堤体建設第5期工事 北海道 2003.04 〜 2006.07

東北地方整備局 前田建設工業㈱ 胆沢ダム建設工事堤体基礎掘削工事 岩手県 2003.04 〜 2004.12

沖縄総合事務所 前田・三井住友・大城JV 大保脇ダム本体建設工事 沖縄県 2002.11 〜 2007.03

北海道電⼒㈱ ⿅島・大林・⾶島・伊藤組JV 京極発電所新設⼟⽊本工事（上部ダム） 北海道 2002.01 〜 2007.11

東北地方整備局 ⻄松･三井住友･錢⾼JV 森吉⼭ダム本体建設第2工事 秋田県 2002.09 〜 2008.11

北海道開発局 ⾶島・鉄建・岩田JV 留萌ダム建設事業の内堤体建設第1・2期工事 北海道 2002.05 〜 2009.03

北海道電⼒㈱ 前田･⻄松･⼾田･荒井JV 京極発電所新設工事のうち⼟⽊本工事（第4工区） 北海道 2002.04 〜 2014.01

九州農政局 ⻄松・東急・勝村JV 都城盆地農業⽔利事業⽊之川内ダム第2期建設工事 宮崎県 2002.01 〜 2004.03

東北農政局 佐藤・⻄松・三井住友JV 鳴瀬川農業⽔利事業⼆ツ石ダム第2期建設工事 宮城県 2001.11 〜 2006.08

九州農政局 ⾶島・住友・三幸JV 中岳ダム第⼆期建設工事の内原石⼭掘削採取工事 ⿅児島県 2000.06 〜 2004.03

関東農政局 ⿅島･⻄松･株⽊JV 那珂川沿岸農業⽔利事業御前⼭ダム建設工事 茨城県 2000.05 〜 2008.06

⽔資源開発公団 熊谷・大成・⻘⽊JV 徳⼭ダム本体建設工事 岐阜県 2000.05 〜 2006.01

九州農政局 ⻄松・東急・勝村JV 都城盆地農業⽔利事業⽊之川内ダム第1期建設工事 宮崎県 2000.05 〜 2001.07

九州電⼒㈱ ⿅島・大成・⻘⽊・前田他2社JV 小丸川発電所新設工事⼟⽊本工事（第1工区） 宮崎県 1999.11 〜 2004.05

北海道開発局 大成・地崎・⽵中JV 忠別ダムフィル堤体建設第4期工事 北海道 1999.04 〜 2003.03

東北農政局 佐藤・⻄松・三井住友JV 鳴瀬川農業⽔利事業⼆ツ石ダム第1期建設工事 宮城県 1998.07 〜 2002.03

九州農政局 ⾶島・住友・三幸JV 曽於東部農業⽔利事業中岳ダム1期建設工事 ⿅児島県 1998.04 〜 2000.03

北海道開発局 フジタ・荒井JV 天塩沿岸農業⽔利事業⺠安ダム第2期建設工事 北海道 1998.04 〜 1999.12

東京電⼒㈱ 前田・大成・大林・⻘⽊JV 神流川上部ダム建設工事 ⻑野県 1997.12 〜 2004.08

九州農政局 前田・清⽔・佐藤組JV 天神ダム本体建設6期工事 宮崎県 1997.07 〜 1999.03

北陸農政局 フジタ・奥村・大豊JV 佐渡農業⽔利事業小倉ダム建設工事 新潟県 1997.04 〜 2006.01

沖縄総合事務所 佐藤・国場JV 羽地ダム本体建設工事 沖縄県 1996.01 〜 2000.02

北海道開発局 大成・地崎・⽵中JV 忠別ダムフィル堤体建設第3期工事 北海道 1996.09 〜 1999.09

北海道開発局 フジタ・荒井JV 天塩沿岸農業⽔利事業⺠安ダム第1期建設工事 北海道 1996.05 〜 1998.02

東北地方建設局 ⾶島・大林JV 摺上川ダム本体建設工事 福島県 1996.04 〜 2004.01

北海道開発局 三井・大豊・岩田JV 北後志農業⽔利事業落合ダム建設工事 北海道 1995.01 〜 2000.12

⼭形県 前田･日本国⼟JV 綱⽊川ダム建設事業堤体工事 ⼭形県 1995.04 〜 2007.05

北陸農政局 前田・熊谷・⾶島JV 桝谷ダム第2〜6期建設工事 福井県 1995.04 〜 2005.04

発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

香川県 大成・⾶島・村上JV 香東川総合開発事業椛川ダム本体建設工事 香川県 2015.01 〜 2018.11

関東地方整備局 清⽔・鉄建・IHI異工種JV 八ッ場ダム本体建設工事の内原石⼭採取工 群馬県 2015.01 〜 2020.03

北陸地方整備局 ⻄松建設㈱ 工事⽤道路利賀トンネル（3工区）工事 富⼭県 2009.07 〜 2013.12

⽔資源機構 ㈱熊谷組 大⼭ダム建設工事 大分県 2007.08 〜 2008.11

東北地方整備局 大成建設㈱ 津軽ダムダムサイト右岸上流工事⽤進⼊路工事 ⻘森県 2007.07 〜 2008.12

九州農政局 前田建設工業㈱ 尾鈴農業⽔利事業切原ダム第一期建設工事 宮崎県 2007.05 〜 2008.11

北陸地方整備局 大成･⽵中⼟⽊･植⽊JV 柏崎周辺農業⽔利事業栃ケ原ダム三期建設工事 新潟県 2007.04 〜 2007.12

関東地方整備局 ⻄松建設㈱ 湯⻄川ダム仮排⽔路トンネル工事 栃⽊県 2006.11 〜 2008.08

⽔⾕建設株式会社 ダム・電⼒⽤地⼯事

ロックフィル・アースダム

コンクリートダム



発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

九州地方整備局 ⻄松・奥村・フジタJV 嘉瀬川ダムコンクリート骨材製造工事 佐賀県 2005.01 〜 2011.06

沖縄総合事務所 大成・⼾田・國場JV 大保本ダム本体建設第1期工事堤体下流河床掘削 沖縄県 2005.06 〜 2006.03

大分県 ⿅島・大林・さとうJV 稲葉ダム本体建設工事 大分県 2003.08 〜 2007.12

東北農政局 大成・⼾田・三幸JV 大崎農業⽔利事業岩堂沢ダム建設工事 宮城県 2003.06 〜 2003.12

福島県 間・三幸・庄司JV 県営かんがい排⽔事業滝川ダム本体工事 福島県 2002.12 〜 2005.03

北海道開発局 ⻄松・地崎・勝村JV 樺⼾（2期）農業⽔利事業徳富ダム第1期建設工事 北海道 2002.01 〜 2004.08

広島県 フジタ・日産・武田JV 梶毛ダム本体建設工事 広島県 2002.03 〜 2006.03

⽔資源開発公社 ⿅島・熊谷・錢⾼JV 滝沢ダム本体建設一期工事の内RCD工事 埼玉県 2001.09 〜 2003.07

中部地方整備局 前田建設工業㈱ 平成12年度美和ダム再開発分派堰工事 ⻑野県 2001.07 〜 2005.03

中国地方整備局 フジタ・⽵中・不動JV 灰塚ダム建設第2期工事 広島県 2001.06 〜 2002.08

福井県 大成･三井住友･⽊原･前川元JV 浄⼟寺川ダム建設工事 福井県 2001.05 〜 2007.11

熊本県 ⼾田・⽵中・吉田組JV 上津浦ダム本体工事の内本体打設工事 熊本県 2001.02 〜 2003.03

岡⼭県 前田・大本・国⼟JV 三室川ダム本体建設工事 岡⼭県 2001.01 〜 2002.05

福島県 前田・日産・田中JV ⽊⼾ダム建設（本体）工事 福島県 2000.11 〜 2007.03

熊本県 ⼾田・⽵中・吉田組JV 上津浦ダム本体工事の内堤体掘削工事 熊本県 2000.02 〜 2003.02

東北地方建設局 ⿅島・不動JV 月⼭ダム本体建設第2工事 ⼭形県 1992.01 〜 2000.05

近畿地方建設局 熊谷・日本国⼟・大豊JV 大滝ダム建設工事（その1〜6） 奈良県 1989.11 〜 2003.03

発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

東北地方整備局 ㈱⽵中⼟⽊ 成瀬ダムトクラ地区整備工事 秋田県 2017.09 〜 2018.11

東北地方整備局 ⻘⽊あすなろ建設㈱ 成瀬ダム⾚滝地区工事⽤道路工事 秋田県 2017.07 〜 2018.09

北海道開発局 大成・熊谷・岩倉JV 天塩川サンルダム建設事業の内堤体建設工事 北海道 2014.08 〜 2017.12

北海道 ⿅島・⽵中⼟⽊・岩倉JV 当別ダム建設事業本体工工事 北海道 2008.01 〜 2010.12

九州地方整備局 ⻄松建設㈱ 嘉瀬川副ダム建設工事 佐賀県 2008.07 〜 2010.09

発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

四国電⼒㈱ 大成・⻄松JV 伊方発電所敷地造成工事（Ⅱ期） 愛媛県 2017.03 〜

北海道電⼒㈱ ⿅島道路㈱ 泊発電所浸⽔防止対策のうち防潮堤設置工事 北海道 2013.06 〜 2014.11

日本原⼦⼒発電㈱ 間・敦賀⼟⽊施工共同組合JV 敦賀発電所⽔産試験場裏仮設⽤地工事 福井県 2009.09 〜 2011.05

日本原⼦⼒発電㈱ 前田･熊谷･⾶島･他４社JV 敦賀発電所3,4号機敷地造成他工事 福井県 2004.12 〜 2010.03

中国電⼒㈱ 前田・⾶島・熊谷他４社JV 島根原⼦⼒発電所3号機敷地造成工事 島根県 2004.07 〜 2007.01

北海道電⼒㈱ 大成・北電工業・伊藤組・岩田JV 泊原⼦⼒発電所3号機増設工事の内整地工事 北海道 2001.04 〜 2006.12

東京電⼒㈱ 前田建設工業㈱ 福島第2原⼦⼒発電所浚渫⼟砂構外搬出工事 福島県 2000.04 〜 2005.04

北陸電⼒㈱ 前田・佐藤・熊谷他３社JV 志賀原⼦⼒発電所第2期工事 石川県 1998.11 〜 2002.01

東京電⼒㈱ 熊谷・⿅島・佐藤・大林・福田JV 柏崎刈羽原⼦⼒発電所6号機本館基礎掘削工事 新潟県 1991.09 〜 1992.09

発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

中部電⼒㈱ 大成建設㈱ 武豊⽕⼒発電所⼟⽊建築設備撤去工事及び5号機新設工事 愛知県 2016.09 〜

中部電⼒㈱ ⻄松・福田・本間・⾼舘JV 上越⽕⼒発電所第1期工事冷却⽔取⽔設備ほか工事 新潟県 2008.01 〜 2011.11

中部電⼒㈱ 不動テトラ・徳倉・シーテックJV 川越⽕⼒発電所No.5，6LNGタンク設置の内地盤強化他工事 三重県 2007.01 〜 2010.06

北海道電⼒㈱ 大成建設㈱ 伊達発電所燃料輸送設備改修工事 北海道 2007.08 〜 2007.11

東北電⼒㈱ 前田･東北緑化･関場他３社JV 原町⽕⼒発電所石炭灰埋⽴場（割田地区）設置工事 福島県 2004.04 〜 2008.07

関⻄電⼒㈱ 熊谷・⾶島・鴻池他４社JV 関電舞鶴発電所新設工事の内主要⼟⽊工事（第4工区） 京都府 1999.05 〜 2002.07

関⻄電⼒㈱ ⿅島・清⽔・⻘⽊他３社JV 関電舞鶴発電所新設工事の内主要⼟⽊工事（第1工区） 京都府 1997.03 〜 2001.08

北陸電⼒㈱ 前田・佐藤・⾶島・石⿊JV 敦賀⽕⼒発電所2号機増設工事 福井県 1996.02 〜 1999.07

発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

㈱⻘⼭⾼原ウインドファーム 前田建設工業㈱ ⻘⼭⾼原ウインドファーム増設工事の内風⼒発電設備工（第5工区） 三重県 2013.05 〜 2017.03

㈱ﾕｰﾗｽｴﾅｼﾞｰ東伊豆 前田建設工業㈱ 河津ウインドファーム建設工事 静岡県 2012.12 〜 2015.06

㈱グリーンパワー常葉 大日本⼟⽊㈱ 桧⼭⾼原風⼒発電所風⼒発電⽀持物基礎工事 福島県 2009.07 〜 2010.06

㈱シーテック 前田・熊谷JV ウインドパーク笠取建設工事の内⼟⽊造成工事（2工区） 三重県 2008.05 〜 2011.03

ゆやウインドパワー㈱ 清⽔建設㈱ 楊貴妃の⾥ウインドパーク建設工事 ⼭口県 2003.02 〜 2003.01

原⼦⼒発電所

ＣＳＧダム

風⼒発電所

⽕⼒発電所



発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

パシフィコ・エナジーいわき(同) 大日本⼟⽊㈱ いわきメガソーラー発電所建設工事 福島県 2018.06 〜 2019.06

(同)宮崎国富メガソーラー発電所 ⼾田建設㈱ 宮崎メガソーラー新設工事 大分県 2017.01 〜 2019.05

(同）軽米東ソーラー ⼾田建設㈱ 軽米東ソーラー発電所建設工事 岩手県 2017.06 〜 2019.08

ソーラーパワー南相馬・原町㈱ 大成建設㈱ 南相馬原町東太陽光発電所⼟⽊工事 福島県 2016.11 〜 2018.12

タクミ企画㈱ ㈱中村組 牧之原市地頭方地区太陽光発電施設第三期工事 静岡県 2016.06 〜 2017.06

㈱クリーンエネルギー研究所 カワナベ工業㈱ ビッククリーンエネルギー⾼崎発電所造成工事 C，D工区 群馬県 2016.01 〜 2016.01

(同)クリーンエナジー清⾥の杜 ⼾田建設㈱ クリーンエナジー清⾥の杜太陽光発電所建設工事 ⼭梨県 2014.06 〜 2015.01

⽊曽岬メガソーラー㈱ 日本国⼟開発㈱ ⽊曽岬⼲拓地メガソーラー事業⽤地建設工事 三重県 2013.08 〜 2014.08

発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

南富士パイプライン㈱ 前田建設工業㈱ 南富士幹線建設工事（⼟工・配管） 静岡県 2004.06 〜 2007.03

東北電⼒㈱ 鴻池・田中・菅野JV 東福島変電所新設工事 福島県 2003.08 〜 2004.08

関⻄電⼒㈱ ⿅島・熊谷・新井・⽵中・大本JV 関⻄電⼒⼭崎開閉所新設工事の内⼟工事 兵庫県 1997.06 〜 1999.07

その他

太陽光発電所


