
発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

中⽇本⾼速道路㈱ ㈱熊谷組 新東名⾼速道路いなさ豊川工事 愛知県 2017.03 〜 2018.12

中⽇本⾼速道路㈱ ㈱フジタ 新名神⾼速道路菰野工事 三重県 2014.09 〜 2018.12

中⽇本⾼速道路㈱ 五洋建設㈱ 新名神⾼速道路四⽇市中工事 三重県 2013.06 〜 2016.09

東⽇本⾼速道路㈱ ⼤成・⼾⽥・⼤豊JV 東京外環⾃動⾞道⽥尻工事 千葉県 2013.01 〜 2015.11

中⽇本⾼速道路㈱ 三井住友建設㈱ 新名神⾼速道路安楽川橋他1橋工事 三重県 2012.12 〜 2019.10

中⽇本⾼速道路㈱ ⻄松建設㈱ 新東名⾼速道路新城工事 愛知県 2012.05 〜 2016.01

⻄⽇本⾼速道路㈱ 森・龍南JV 東九州⾃動⾞道都農工事 宮崎県 2011.11 〜 2014.04

中⽇本⾼速道路㈱ ㈱フジタ 新名神⾼速道路四⽇市ジャンクション第⼀橋他5橋（下部工）工事 三重県 2011.05 〜 2014.04

中⽇本⾼速道路㈱ ⼾⽥建設㈱ 第⼆東名⾼速道路新城インターチェンジ工事 愛知県 2011.01 〜 2014.03

⻄⽇本⾼速道路㈱ ⼾⽥建設㈱ 東九州⾃動⾞道延永工事 福岡県 2010.11 〜 2013.08

中⽇本⾼速道路㈱ ⿅島建設㈱ 第⼆東名⾼速道路牧平工事 愛知県 2010.07 〜 2015.07

中⽇本⾼速道路㈱ ㈱森組 舞鶴若狭⾃動⾞道⾼野工事 福井県 2010.04 〜 2013.09

中⽇本⾼速道路㈱ ⼤成・⼤豊JV 紀勢⾃動⾞道荷坂トンネル工事 三重県 2009.09 〜 2012.12

中⽇本⾼速道路㈱ ⼾⽥建設㈱ 第⼆東名⾼速道路額⽥トンネル他1トンネル工事 愛知県 2008.12 〜 2014.07

東⽇本⾼速道路㈱ 前⽥建設工業㈱ 常磐⾃動⾞道原町トンネル工事 福島県 2008.06 〜 2011.03

東⽇本⾼速道路㈱ タカハタ建設㈱ 北海道横断⾃動⾞道穂別工事 北海道 2006.06 〜 2009.01

中⽇本⾼速道路㈱ ⼤成・東急・福⽥JV 東名阪⾃動⾞道滝ノ⽔工事 愛知県 2006.05 〜 2008.05

中⽇本⾼速道路㈱ ⼾⽥・⽇本国⼟･奥村JV 東名阪⾃動⾞道植⽥北工事 愛知県 2005.11 〜 2007.05

東⽇本⾼速道路㈱ ⻄松･東洋JV 北関東⾃動⾞道⼆宮工事 栃木県 2005.01 〜 2008.03

東⽇本⾼速道路㈱ ⼾⽥･東亜･⽇本国⼟JV 北海道横断⾃動⾞道ユーパロトンネル工事 北海道 2005.09 〜 2010.07

中⽇本⾼速道路㈱ ⼤林･⻄松･東亜JV 東名阪⾃動⾞道平針工事 愛知県 2005.08 〜 2008.09

中⽇本⾼速道路㈱ ノバック･JFE工建JV 第⼆東名⾼速道路美和東工事 静岡県 2005.07 〜 2012.03

中⽇本⾼速道路㈱ ⿅島・奥村・⼤豊JV 東名阪⾃動⾞道⾼針工事 愛知県 2005.07 〜 2008.03

中⽇本⾼速道路㈱ 間・フジタJV 第⼆東名⾼速道路富⼠宮工事 静岡県 2004.09 〜 2008.08

中⽇本⾼速道路㈱ 熊谷･淺沼JV 第⼆東名⾼速道路引佐IC北工事 静岡県 2004.07 〜 2008.03

東⽇本⾼速道路㈱ クボタ・山⽥組JV 北海道横断⾃動⾞道東新得工事 北海道 2004.06 〜 2007.11

ＪＨ・静岡建設局 前⽥･徳倉JV 第⼆東名⾼速道路美和⻄工事 静岡県 2004.03 〜 2008.06

ＪＨ・東京建設局 ⼾⽥・東急・東鉄JV 北関東⾃動⾞道岩瀬トンネル東工事 茨城県 2004.03 〜 2007.01

ＪＨ・静岡建設局 前⽥・若築JV 第⼆東名⾼速道路引佐JCT⻄工事 静岡県 2002.03 〜 2005.02

ＪＨ・静岡建設局 国⼟総合・真柄JV 第⼆東名⾼速道路吉永工事 静岡県 2001.07 〜 2005.01

ＪＨ・静岡建設局 佐藤・南海⾠村JV 第⼆東名⾼速道路豊岡工事 静岡県 2001.01 〜 2004.09

ＪＨ・静岡建設局 間・⼤⽇本JV 第⼆東名⾼速道路森町PA工事 静岡県 2000.12 〜 2004.03

ＪＨ・九州支社 ⼾⽥・⼩牧JV ⻑崎⾃動⾞道中⾥工事 ⻑崎県 2000.09 〜 2003.05

ＪＨ・静岡建設局 ⾶島・三井不JV 第⼆東名⾼速道路⻑泉沼津IC工事 静岡県 2000.08 〜 2002.01

ＪＨ・名古屋建設局 鴻池・ベクテルJV 第⼆名神⾼速道路四⽇市ＪＣＴ工事 三重県 1999.01 〜 2003.03

ＪＨ・北海道支社 ⿅島・⻄松・淺沼JV 北海道横断⾃動⾞道⻄仙美⾥工事 北海道 1999.01 〜 2002.01

ＪＨ・静岡建設局 前⽥･鉄建･錢⾼JV 第⼆東名⾼速道路岡部トンネル工事 静岡県 1999.04 〜 2008.04

ＪＨ・九州支社 フジタ・地崎JV 東九州⾃動⾞道末広工事 ⼤分県 1999.04 〜 2001.03

ＪＨ・中国支社 前⽥・浅沼JV 山陽⾃動⾞道⼩野⽥東工事 山口県 1998.01 〜 2000.06

ＪＨ・四国支社 ⾶島・地崎JV 徳島⾃動⾞道⾺路工事 徳島県 1998.08 〜 2000.03

ＪＨ・九州支社 前⽥・⼾⽥JV 東九州⾃動⾞道福山⻄工事 ⿅児島県 1998.05 〜 2002.01

広島⾼速道路公社 フジタ・奥村・伏光JV 広島⾼速4号線（広島⻄風新都線）トンネル第2工区新設工事 広島県 1998.05 〜 2001.03

ＪＨ・名古屋建設局 熊谷・フジタJV 第⼆名神⾼速道路⻑島IC工事 三重県 1998.04 〜 2000.01

ＪＨ・東北支社 鴻池・森本JV 山形⾃動⾞道⽉山（その2）工事 山形県 1998.04 〜 1999.11

発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

中部地方整備局 矢作建設工業㈱ 平成29年度東海環状⾼富IC南部道路建設工事 岐阜県 2018.04 〜 2019.07

⽔⾕建設株式会社 道路⼯事

⾼速道路

⼀般道路・国道



発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

中部地方整備局 ⼾⽥建設㈱ 平成28年度三遠道路3号トンネル新城地区工事 静岡県 2017.08 〜 2020.01

中部地方整備局 ㈱フジタ 平成27年度東海環状広⾒地区⻄道路建設工事 岐阜県 2016.09 〜 2018.06

中部地方整備局 ⻘木あすなろ建設㈱ 平成27年度東海環状広⾒地区東道路建設工事 岐阜県 2016.06 〜 2018.03

東北地方整備局 ⻄松建設㈱ 国道115号玉野トンネル工事 福島県 2015.03 〜 2016.03

関東地方整備局 ⻄松建設㈱ さがみ縦貫角⽥三栗山地区改良（その3）工事 神奈川県 2013.07 〜 2014.01

関東地方整備局 ⼾⽥建設㈱ さがみ縦貫三栗山地区改良（その9）工事 神奈川県 2012.05 〜 2013.12

中国地方整備局 ⻄松建設㈱ 尾道・松江⾃動⾞道吉舎改良工事 広島県 2010.05 〜 2012.03

中部地方整備局 前⽥建設工業㈱ 平成20年度紀勢線古⾥第3・加⽥トンネル工事 三重県 2010.03 〜 2011.01

九州地方整備局 前⽥建設工業㈱ 東九州道（清武〜北郷）猪⼋重トンネル北新設（⼀・⼆期）工事 宮崎県 2009.11 〜 2014.11

近畿地方整備局 ㈱桑原 丹波綾部道路中台改良工事 京都府 2009.06 〜 2010.07

中国地方整備局 ㈱不動テトラ 尾道・松江⾃動⾞道下門⽥第2改良工事 広島県 2009.05 〜 2010.06

中国地方整備局 ⾼橋建設㈱ 浜⽥・三隅道路熱⽥改良工事 島根県 2009.04 〜 2010.03

関東地方整備局 池下工業㈱ 付替国道145号（⼆社平地区その4）改良工事 群⾺県 2009.03 〜 2009.08

中部地方整備局 前⽥建設工業㈱ 平成19年度紀勢線⾺越トンネル工事 三重県 2009.02 〜 2011.04

関東地方整備局 池下工業㈱ 付替国道145号（⼆社平地区その3）改良工事 群⾺県 2008.01 〜 2009.02

関東地方整備局 ⼤成建設㈱ さがみ縦貫上依知第1トンネル工事 神奈川県 2008.07 〜 2009.12

九州地方整備局 前⽥建設工業㈱ 東九州道（蒲江〜県境）浦之迫トンネル北新設工事 ⼤分県 2008.07 〜 2009.07

近畿地方整備局 前⽥建設工業㈱ 和⽥山⼋⿅道路上谷トンネル工事 兵庫県 2008.04 〜 2010.12

近畿地方整備局 三井住友建設㈱ 永平寺⼤野道路⽯上地区改良工事 福井県 2008.03 〜 2009.05

近畿地方整備局 前⽥建設工業㈱ 永平寺⼤野道路⼤⽉地区改良工事 福井県 2008.02 〜 2009.08

北海道開発局 ⼾⽥・熊谷・伊藤JV 北海道横断⾃動⾞道釧勝トンネル工事 北海道 2007.08 〜 2011.03

中国地方整備局 洋林建設㈱ 萩・三隅道路三⾒改良工事 山口県 2007.06 〜 2008.02

関東地方整備局 ⻄松建設㈱ 県道林⻑野原線王城山トンネル新設工事 群⾺県 2006.12 〜 2008.09

東北地方整備局 遠藤興業㈱ 袖沢道路改良工事（⼀般国道45号） 宮城県 2006.04 〜 2006.12

中部地方整備局 ⿅島･⽵中⼟木JV 熊野尾鷲道路第5トンネル三木⾥工区 三重県 2005.01 〜 2007.03

中部地方整備局 ⼤成･間JV 熊野尾鷲道路第5トンネル南浦トンネル南浦工区工事 三重県 2005.04 〜 2006.01

北海道開発局 ⻄松建設㈱ ⼀般国道229号線余市町ワッカケトンネル工事 北海道 2004.06 〜 2006.03

東北地方整備局 奥⽥建設㈱ 飯野道路改良工事（⼀般国道45号） 宮城県 2003.12 〜 2005.02

中部地方整備局 東急建設㈱ 平成15年度東海環状⾃動⾞道松平IC改良工事 愛知県 2003.11 〜 2004.05

中部地方整備局 ⻄松・⾶島JV 三原バイパス第5トンネル工事 広島県 2003.07 〜 2006.02

関東地方整備局 ㈱佐藤建設工業 平成14年度県道林・吾妻線（打越地区）新設工事 群⾺県 2003.05 〜 2004.05

中部地方整備局 前⽥建設工業㈱ 平成14年度東海環状⾃動⾞道富加・関IC改良工事 岐阜県 2003.03 〜 2004.08

中部地方整備局 ㈱熊谷組 平成13年度東海環状瀬⼾北ＩＣ改良工事 愛知県 2002.07 〜 2004.05

中部地方整備局 ⼾⽥・東洋JV 東海環状⾃動⾞道⽩山トンネル工事 岐阜県 2001.12 〜 2004.05

東北地方整備局 創和建設㈱ 菅谷道路改良工事 宮城県 2001.02 〜 2001.08

中部地方建設局 ⿅島・⼤⽇本JV 東海環状⾃動⾞道猿投山トンネル豊⽥工事 愛知県 2000.03 〜 2003.03

中部地方建設局 名工建設㈱ 平成10年度東海環状道路丸山改良工事 岐阜県 1999.05 〜 2000.04

中部地方建設局 名工建設㈱ 平成10年度東海環状道路島の洞改良工事 岐阜県 1999.04 〜 2000.02

発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

福島県 ⽯橋建設工業㈱ 道路橋りょう整備（再復）工事（改良）⼆本松⾦屋線 福島県 2016.08 〜 2018.03

福島県 ⽯橋建設工業㈱ 道路橋りょう整備（交付）工事（改良）飯野三春⽯川線 福島県 2013.01 〜 2014.07

三重県 ㈱平野組 ⼀般国道422号道路改良（その1）・（その2）・（その4）工事 三重県 2011.12 〜 2012.01

三重県 ⽇本⼟建・⽇本⼟木工業他1社ＪＶ 平成22年度⼀般国道311号遊木バイパス道路改良工事 三重県 2011.06 〜 2012.11

三重県 ⽇本⼟建㈱ 平成22年度中勢三期地区広域農道事業⽩山工区道路工事（その4） 三重県 2010.09 〜 2011.06

瑞浪市 ⼤成ロテック・瑞明JV 道改第14号市道⼾狩・半原線第2工区道路改良工事 岐阜県 2008.02 〜 2009.03

新潟県 ⼩杉⼟建工業㈱ ⼩千谷川口⼤和線地方特定道路整備（改築）荷頃橋架替工事 新潟県 2006.04 〜 2007.03

緑資源機構 塩⽥建設㈱ 17年度農耕地総合整備事業17郡山農⽤道2工区その1工事 福島県 2005.01 〜 2006.06

須賀川市 ㈱あおい組 市道1－20号線（六軒・寺⽥）道路築造工事 福島県 2005.09 〜 2006.04

山形県 ㈱宮部組 上山山形⻄天童線路体築造（16－1）工事 山形県 2005.03 〜 2005.01

三重県 奥村・⽇本国⼟・真光JV ⼀般国道477号四⽇市湯の山道路（東名阪アンダー工） 三重県 2004.03 〜 2007.08

⼀般道路・県市町村道



発注元 得意先 工事名 場所 開始 〜 終了

北海道 ㈱谷脇組 道道函館南茅部線新川汲トンネル工事 北海道 2004.01 〜 2007.07

愛知県道路公社 奥村・名工・安藤・⼋洲JV 道路建設工事（⼟工、知多横断道路14－2号） 愛知県 2003.01 〜 2004.06

福島県 山木工業・むさし・福産JV 矢吹⼩野線緊急地方道路整備工事平⽥IC工事 福島県 2002.11 〜 2004.12

福島県 ⽥中・秋⽥・三和JV 矢吹⼩野線地方道路改築工事上蓬⽥トンネル工事 福島県 2002.03 〜 2004.03

福島県 蒲生工業㈱ 古殿須賀川線地方道路改築工事 福島県 2001.05 〜 2002.09

利府町 ⿅島建設㈱ 利府葉山・都市計画道路浜⽥駅前⾚沼線道路改良工事 宮城県 2000.08 〜 2003.06

福島県 野地・あおい・鈴木JV 矢吹⼩野線地方特定道路整備工事（⾚沢1工区） 福島県 1999.03 〜 2001.02


