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施工年 事業主 元請業者 工事名称 施工面積 施工地

1978年 国鉄 榛名トンネル打継部 群馬

1978年 東京都 大豊建設㈱ 城東日本橋線管路地下道 2500㎡ 東京

1981年 東京電力 大豊建設㈱ 城東日本橋線管路地 3500㎡ 東京

1982年 東京都・東京電力 錢高・白石ＪＶ 東京都・東電共同溝城東幹線 東京

1982年 中部電力 知多南部平町線洞道 2600㎡ 愛知

1983年 徳島県 用水路工事 徳島

1984年 中部電力 新井組・他ＪＶ 中部電力カルバート 愛知

1984年 山形県 日本サミコン㈱ 米沢～飯豊線　防雪トンネル 5500㎡ 山形

1984年 動燃事業団 同和鉱業㈱ ウラン鉱石処理池 岡山

1984年 諏訪市 湖内処分場 長野

1985年 東京都・東京電力 ㈱間組 東電豊洲洞道 東京

1985年 東京都・東京電力 白石建設㈱ 東電豊洲洞道 東京

1985年 東京都・東京電力 大豊建設㈱ 東電豊洲洞道 東京

1985年 東京電力 東工事所地下洞道 3500㎡ 東京

1985年 米軍 馬渕建設㈱ 箱崎オイルターミナル 2000㎡ 神奈川

1985年 埼玉県 東松山地区消防組合 1500㎡ 埼玉

1985年 長野県 雨水利用池 1500㎡ 長野

1985年 山形県 ㈱佐藤組 山形県立農業試験場庄内支所 2500㎡ 山形

1986年 ㈱大林組 東電豊洲洞道 東京

1986年 米軍 馬渕建設㈱ 鶴見オイルターミナル 1000㎡ 神奈川

1986年 草加市 草加市旭町浄水場 3300㎡ 埼玉

1986年 国鉄 東鉄工業㈱ 国鉄小山電車区汚物貯槽 1500㎡ 栃木

1987年 埼玉県 県営大宮双輪場 5400㎡ 埼玉

1987年 江坂市 江坂公園池 3300㎡ 大阪

1988年 営団地下鉄 清水建設㈱ 渋沢ビル地下鉄連絡路 3700㎡ 東京

1988年 柏市 柏市消防署 1000㎡ 千葉

1989年 千葉県 南部浄化センター 3400㎡ 千葉

1990年 鉄道建設公団 ㈱大林組 地下鉄東葉線東海神駅舎 12000㎡ 千葉

1990年 千葉県 若築建設㈱ 手賀沼公園池 3500㎡ 千葉

1990年 宮城県 宮城県工業用水道事務所 5200㎡ 宮城

1990年 毛呂山町 毛呂山消防署 1200㎡ 埼玉

1994年 ＪＲ・軽井沢町 西武・植村ＪＶ 長野新幹線軽井沢駅カルバート 11000㎡ 長野

1994年 神戸市港湾局 港島トンネル 16000㎡ 兵庫

1994年 東京都 鉄建建設㈱ 東京都後楽ポンプ場 2700㎡ 東京

1994年 長野県 長野県小諸市農業用水路 1000㎡ 長野

1994年 半田市 前田建設ＪＶ 衣浦西部浄化センター 2300㎡ 愛知
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施工年 事業主 元請業者 工事名称 施工面積 施工地

1995年 札幌市 熊谷・勝村・国策ＪＶ 道警前北三条地下連絡通路 4500㎡ 北海道

1995年 建設省 ㈱守谷商会 国道２９２号線渋峠付近横ぞり 2500㎡ 長野

1995年 都交通局 日本・山柿ＪＶ 多摩モノレール山岳トンネル 27000㎡ 東京

1995年 ＪＲ・長野市 鉄建建設㈱ 長野新幹線長野駅横断道カルバート 6000㎡ 長野

1995年 都交通局 地下鉄東西線大島車庫 4200㎡ 東京

1995年 東京都 ごみ資源化施設 12000㎡ 東京

1996年 住友建設㈱ 住友建設㈱ 三鷹市国立天文台構内カルバート 東京

1996年 都交通局 大成建設・住友他ＪＶ 地下鉄１２号線環状部新宿・西大久保建設工事 10000㎡ 東京

1996年 長野県 池田建設㈱ 長野市真島西カルバート 長野

1997年 都交通局 大成建設ＪＶ 都営地下鉄１２号線　新宿第１工区 東京

1997年 大阪市交通局 大成建設㈱ 地下鉄長堀鶴見緑地線心斎橋駅 4000㎡ 大阪

1998年 ＪＲ・松本市 鉄建建設㈱ 北松本立体交差事業 4000㎡ 長野

1998年 ＪＲ・松本市 松本土建㈱ 北松本立体交差事業 長野

1998年 大阪市交通局 大成建設㈱ 南船場地下駐車場 18000㎡ 大阪

1998年 多摩清掃組合 東急建設㈱ 多摩清掃センター 4800㎡ 東京

1998年 都交通局 鹿島建設㈱ 地下鉄都営６号線三田駅 5000㎡ 東京

1998年 都港湾局 大成建設㈱ 城南島沈埋トンネル接続部 2500㎡ 東京

1998年 首都高速道路公団 大成建設㈱ ＳＪ３２工区トンネル 3800㎡ 東京

1999年 山岸建設㈱ 山岸建設㈱ 首都高速並木トンネル　防災用水槽 神奈川

1999年 都交通局 外苑・代々木建築ＪＶ 地下鉄１２号線　代々木駅 東京

1999年 東北地方整備局 福島県合同庁舎地下水槽 500㎡ 福島

1999年 東武鉄道 大成建設㈱ 東武業平橋地下駅舎 4200㎡ 東京

1999年 大成建設ＪＶ 北新宿トンネル 東京

1999年 東京都中央区 大成建設㈱ 日本橋浜町公園　地下道 2200㎡ 東京

1999年 都港湾局 鹿島・東亜ＪＶ 中防沈埋トンネル接続部 1200㎡ 東京

1999年 都交通局 大成建設㈱ 地下鉄１２号線　北新宿 4000㎡ 東京

1999年 都交通局 外苑・代々木建築ＪＶ 地下鉄１２号線　国立競技場前駅 3000㎡ 東京

1999年 都交通局 三井・不動・新井ＪＶ 地下鉄１２号線　本郷三丁目駅 東京

1999年 運輸省 りんかい建設㈱ 東京国際空港アクセス道路 5300㎡ 東京

1999年 運輸省 大成建設・奥村・青木ＪＶ 東京国際空港アクセス道路 東京

1999年 都市みらい整備センター 新都心交通広場 1000㎡ 東京

1999年 鹿島建設㈱ 赤坂見附駅 東京

1999年 志木市 大成建設㈱ 志木駅前地下駐車場 4500㎡ 埼玉

2000年 神戸市交通局 大成建設・青木・アイサクＪＶ 神戸地下鉄市役所前駅 兵庫

2000年 大成建設㈱ 八王子トンネル 東京

2000年 大成建設㈱ 鳩ヶ谷アンダーパス 埼玉

2000年 大成建設㈱ 西新宿トンネル 東京
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施工年 事業主 元請業者 工事名称 施工面積 施工地

2000年 都交通局 鹿島建設ＪＶ 地下鉄１２号線　浜松町駅 2500㎡ 東京

2000年 大成建設㈱ 新座地下駐輪場 埼玉

2000年 三井建設㈱ 春日駅連絡通路 東京

2001年 都建設局 大成建設・泉ＪＶ 汐留地下道 東京

2001年 日本道路公団 東海北陸自動車道荘川 1300㎡ 岐阜

2001年 東京都水道局 大成建設㈱ 三郷浄水場 2000㎡ 千葉

2001年 日本道路公団 大成建設㈱ 圏央道青梅北トンネル 3500㎡ 東京

2001年 日本道路公団 鹿島建設・飛島ＪＶ 圏央道青梅トンネル 3000㎡ 東京

2001年 東京都交通局 大成建設㈱ 都営三田駅構内三田駅 東京

2001年 鉄道建設公団 大成建設㈱ 常磐新線　つくばトンネル 5000㎡ 茨城

2001年 建設省 国道１８号線野尻湖トンネル 1000㎡ 長野

2002年 日本道路公団 大成建設㈱ 四国横断自動車道鳴門ＰＥ 5000㎡ 徳島

2002年 東京都水道局 大成建設㈱ 朝霞浄水場 1000㎡ 埼玉

2002年 都建設局 鹿島建設ＪＶ 汐留地下道２ 東京

2003年 鉄道建設公団 鹿島建設㈱ みなとみらい中央駅 5000㎡ 神奈川

2003年 ＪＲ・長野市 鉄建建設㈱ 長野市八洲カルバート 5000㎡ 長野

2003年 各務用水路補修 1000㎡ 岐阜

2003年 東北地方建設局 山柿工業㈱ 白川土地改良区用水路補修 1000㎡ 山形

2003年 東京急行電鉄 大成建設㈱ 東京急行電鉄反町駅 2500㎡ 神奈川

2003年 東京急行電鉄 鹿島建設㈱ 東京急行電鉄反町駅 9600㎡ 神奈川

2003年 東京急行電鉄 大成建設㈱ 東京急行電鉄西小山駅 13000㎡ 東京

2003年 東京急行電鉄 清水建設ＪＶ 東京急行電鉄武蔵小山駅 14000㎡ 東京

2004年 首都高速道路公団 鉄建建設㈱ 首都高川崎縦貫トンネル 12000㎡ 神奈川

2004年 首都高速道路公団 青木・あすなろＪＶ 首都高川崎縦貫トンネル 12000㎡ 神奈川

2004年 秋田県 大成建設ＪＶ 秋田中央道路整備工事トンネル 12000㎡ 秋田

2004年 東京急行電鉄 東急建設㈱ 東京急行電鉄小山台駅 16000㎡ 東京

2004年 東京都 大成建設㈱ 東村山浄水場整備工事 1300㎡ 東京

2004年 国交省港湾局 大成建設ＪＶ 仙台空港アクセス鉄道地下ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 6000㎡ 宮城

2004年 東京急行電鉄 東京急行電鉄洗足立体工事 7000㎡ 東京

2004年 東京メトロ 大成建設ＪＶ 東京メトロ新宿３丁目 16000㎡ 東京

2004年 阪神高速道路公団 大成建設ＪＶ 阪高新湊川第４工区開削ﾄﾝﾈﾙ工事 9000㎡ 兵庫

2004年 東京都建設局 街路築造工事（15三-補74） 4300㎡ 東京

2005年 東京都交通局 小田急建設㈱ 舎人車両基地構築工事 15000㎡ 東京

2005年 東京メトロ 鴻池組ＪＶ 東京メトロ新宿７丁目 4300㎡ 東京

2005年 ＪＲ東日本、ＪＲ東海 東海道線新橋浜松町間環状2号線交差部 11000㎡ 東京

2005年 東京都建設局 大成建設㈱ 小山台２，５，７号ヤード 20000㎡ 東京

2005年 東京メトロ 大成建設㈱ 綾瀬立体工事 10500㎡ 東京
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施工年 事業主 元請業者 工事名称 施工面積 施工地

2005年 東京都港区 大成建設㈱ 汐留地下駐輪場 3600㎡ 東京

2006年 東京メトロ 鴻池・青木あすなろ・白石ＪＶ 東京メトロ新宿７丁目 3000㎡ 東京

2006年 東京都建設局 鹿島建設ＪＶ 環状２号線汐留地区 3500㎡ 東京

2006年 東京急行電鉄 東急建設㈱ 戸越公園地下工事 6500㎡ 東京

2006年 東京都建設局 大成建設㈱ 南田中立体工事 1700㎡ 東京

2006年 国土交通省 大成建設・東亜・飛島特定建設ＪＶ 新若戸道路陸上トンネル本体工事 12000㎡ 福岡

2006年 国土交通省 大林組ＪＶ 三重城ボックスカルバート工事 9000㎡ 沖縄

2006年 東京メトロ 鹿島建設ＪＶ 上野地下駐車場 6000㎡ 東京

2006年 トルコ共和国 大成建設ＪＶ トルコ共和国　ボスポラス海峡沈埋トンネル工事 25000㎡ トルコ

2006年 読売新聞社 大成建設㈱ 有楽町地下通路 12000㎡ 東京

2007年 東京都品川区 大成建設㈱ 大崎地下駐輪場 2500㎡ 東京

2007年 東京都建設局 大成建設ＪＶ 環状２号線汐留地区 3000㎡ 東京

2007年 横浜市水道局 飛島建設㈱ 西谷配水池耐震補強工事 700㎡ 神奈川

2007年 関西空港用地造成㈱ 鴻池組ＪＶ 関西国際空港アンダーパス 21000㎡ 大阪

2008年 関西空港用地造成㈱ 五洋建設 関西国際空港アンダーパス 5400㎡ 大阪

2008年 成田高速鉄道㈱ 大成建設ＪＶ 成田空港駅増設工事 16000㎡ 千葉

2008年 都水道局 ㈱竹中土木 大谷口配水所 3500㎡ 東京

2008年 東京メトロ 東急建設㈱ 地下鉄１３号線渋谷駅 3000㎡ 東京

2008年 東京都建設局 清水建設ＪＶ 環状２号線汐留地区 4000㎡ 東京

2008年 首都高速道路公団 大成建設ＪＶ 首都高中央環状線富ヶ谷トンネル 3500㎡ 東京

2008年 成田高速鉄道㈱ 大成建設ＪＶ 成田空港第２ターミナル駅 19000㎡ 千葉

2008年 成田高速鉄道㈱ 清水建設ＪＶ 成田空港第３ターミナル駅 6000㎡ 千葉

2008年 横浜市建設局 大成建設㈱ 横浜市白山地区立体交差 22000㎡ 神奈川

2008年 東京都建設局 大成建設㈱ 調布駅付近立体交差事業 450㎡ 東京

2008年 大林組･大成建設･不動ﾃﾄﾗJV 上野地下歩行者専用道２工区 850㎡ 東京

2009年 国土交通省 大成建設㈱ 国道１号原宿交差点立体工事 9400㎡ 神奈川

2009年 国土交通省 ㈱間組 ２３号高茶屋地区道路建設工事 12000㎡ 三重

2009年 国土交通省 ㈱間組 １５５号豊田南ＢＰ東新道路工事 12000㎡ 愛知

2009年 首都高速道路公団 大成建設㈱ ＳＪ２２工区富ヶ谷トンネルその３工事 2000㎡ 東京

2009年 国土交通省 鹿島建設㈱ 参議院新議員会館整備事業（土木） 1100㎡ 東京

2009年 ＪＲ東日本 前川建設㈱ 戸塚駅前作業所 1800㎡ 神奈川

2009年 東京都 清水建設㈱ 東電環２新橋２－２洞道防水工事 東京

2009年 東京都都市整備局 大成建設㈱ 東池袋四丁目第２地区 300㎡ 東京

2009年 東京急行電鉄㈱ 大成建設㈱ 渋谷駅建設二期工事（土木工事その５） 2300㎡ 東京

2009年 京王電鉄㈱ 大成建設㈱ 京王国領作業所 2400㎡ 東京

2009年 国土交通省 大成建設㈱ 羽田空港エプロン整備事業 450㎡ 東京

2010年 岐阜市 玉田建設㈱ Ｒ１５６道路改良工事 300㎡ 岐阜
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施工年 事業主 元請業者 工事名称 施工面積 施工地

2010年 防衛省 ㈱鴻池組 高蔵寺貯蔵庫（２０） 3920㎡ 愛知

2010年 東京都建設局 清水建設㈱ 環２新橋トンネル 1600㎡ 東京

2010年 東京都都市整備局 大成建設㈱ 三越銀座店改修計画に伴う銀座線銀座駅三越連絡出入口改良その他工事 125㎡ 東京

2010年 東京メトロ 清水建設㈱ 京橋新本社地下鉄出入口設置工事 3400㎡ 東京

2010年 東京急行電鉄株式会社 大成建設㈱ 渋谷駅建設二期工事（土木工事その８） 6500㎡ 東京

2010年 東京都都市整備局 大成建設㈱ 三越銀座店新館建築工事に伴う銀座地下歩道拡幅改良その他工事 3200㎡ 東京

2010年 国土交通省 清水建設㈱ 八ッ場Ｔ２期 4500㎡ 群馬

2010年 仙台市交通局 大成建設ＪＶ 仙台市高速鉄道東西線西公園工区土木工事 22800㎡ 宮城

2010年 仙台市交通局 清水建設ＪＶ 仙台市高速鉄道東西線荒井駅工区土木工事 8200㎡ 宮城

2010年 東京地下鉄㈱ アイサワ工業㈱ 有楽町線氷川台駅エレベーター設置に伴う土木工事 350㎡ 東京

2010年 国土交通省 関東地方整備局 ㈱大本組 新木場地区下部その２工事 170㎡ 東京

2010年 東京都交通局 佐藤工業㈱ 都営三田線板橋区役所前駅防災改良土木・建築その他工事 729㎡ 東京

2011年 ＮＥＸＣＯ中日本 ㈱竹中土木 名神養老ＪＣＴ下部工事 岐阜

2011年 東京都水道局 西松建設㈱ 江北給水所築造工事 9000㎡ 東京

2011年 東日本高速道路㈱ ㈱大林組 東関東自動車道 湾岸船橋インターチェンジ工事 4300㎡ 千葉

2011年 仙台市交通局 大成建設ＪＶ 仙台市高速鉄道東西線荒井車庫工区土木工事 14500㎡ 宮城

2012年 独立行政法人 都市再生機構 大成ロテック㈱ 京都府木津中央地区（４－６東中央線他道路工事） 500㎡ 京都

2012年 国土交通省 大成建設㈱ 国道２５号御堂筋共同溝立坑工事 1000㎡ 大阪

2012年 大阪府 森組･井上工業ＪＶ 十三高槻線街路築造工事（寿町西工区） 3600㎡ 大阪

2012年 大阪府 森組･ハンシン建設ＪＶ 十三高槻線街路築造工事（寿町東工区） 3650㎡ 大阪

2012年 阪急電気鉄道㈱ 森組･大成建設ＪＶ 阪急千里線立体交差化工事（Ｈ２４年度） 1700㎡ 大阪

2012年 国土交通省 東洋建設㈱ 豊田南ＢＰ建設工事 10000㎡ 愛知

2012年 名古屋市上下水道局 鹿島・佐藤工業・水谷JV 東山配水場2号配水池築造工事 7000㎡ 愛知

2012年 仙台市交通局 大成建設ＪＶ 仙台市高速鉄道東西線仙台駅工区土木工事 23000㎡ 宮城

2012年 国土交通省 関東地方整備局 大成建設ＪＶ 東京外環道京葉工区 4000㎡ 千葉

2013年 東海市 ㈱淺沼組 東海市ポンプ場 800㎡ 愛知

2013年 札幌市水道局 鹿島・和泉ＪＶ 北ノ沢第２ポンプ場 400㎡ 北海道

2014年 東海市 日東土木㈱ 東海市ポンプ場耐震補強工事 700㎡ 愛知

2014年 東京メトロ 佐藤・熊谷・大日本建設JV 千川駅連絡通路設置工事 1600㎡ 東京

2014年 NEXCO東日本 大成建設ＪＶ 東京外環自動車道田尻工区 200000㎡ 千葉

2015年 札幌市水道局 熊谷組・大庭組ＪＶ 白川浄水場新第一浄水池ほか耐震改修工事 3500㎡ 北海道

2015年 豊島区 戸田建設㈱ 大塚駅南自転車駐車場(仮称)整備工事 3500㎡ 東京

2015年 大阪市建設局 大成・奥村・前田・中林ＪＶ 住之江下水処理場雨水滞水池工事 3000㎡ 大阪

2015年 東日本旅客鉄道㈱ 鹿島建設㈱ ＪＲ東京駅丸の内広場整備工事 1000㎡ 東京

2016年 札幌市水道局 ㈱鈴木東建 白川浄水場新第1浄水池ほか上屋新築工事 3600㎡ 北海道

2018年 東京都水道局 戸田・りんかい日産・京成建設ＪＶ 上北沢給水所(仮称)配水池及びポンプ棟築造工事 3000㎡ 東京
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