
東北フライアッシュ JIS-Ⅱ種 

№. 施主・用途 納入時期 利用場所 概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 

備  考 

1 国土交通省 H21～26年度 津軽ダム 45,500  

2 ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ用 H26年度  1,700  

3 生コン・土木工事用 H26年度  3,300  

4 ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ用 H27年度  4,300  

5 生コン・土木工事用 H27年度  3,300  

6 ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ用 H28年度  3,000  

7 生コン・土木工事用 H28年度  3,200  

8 岩手県 H28～R1年度 簗川ダム 14,500  

9 ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ用 H29年度  3,700  

10 生コン・土木工事用 H29年度  2,400  

11 ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ用 H30年度  3,650  

12 生コン・土木工事用 H30年度  3,000  

13 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品工場 H30年度  1,450  

14 東北電力㈱ H30年度～ 女川原子力発電所防潮堤 1,850 納入中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東北フライアッシュ JIS-Ⅳ種 

 

利用場所：常磐自動車道 

No. 施主 納入時期 トンネル名・所在地 
概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 
備  考 

1 東北地方整備局 

磐城国道事務所 

H15～16年度 合戸ﾄﾝﾈﾙ（福島県いわき市） 1,300 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

2 東北地方整備局 

磐城国道事務所 

H21～22年度 原町ﾄﾝﾈﾙ（福島県南相馬市） 1,480 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

 

利用場所：国道 7号線 

No. 施主 納入時期 トンネル名・所在地 
概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 
備  考 

1 東北地方整備局 

秋田河川国道事務所 

H15～16年度 芦川ﾄﾝﾈﾙ 

（秋田県由利本荘市） 

700 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

2 東北地方整備局 

秋田河川国道事務所 

H17～18年度 孔雀館ﾄﾝﾈﾙ 

（秋田県由利本荘市） 

540 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

3 東北地方整備局 

秋田河川国道事務所 

H18年度 西目ﾄﾝﾈﾙ（秋田県由利本荘市） 500 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

4 

 

東北地方整備局 

秋田河川国道事務所 

H18年度 出戸ﾄﾝﾈﾙ（秋田県由利本荘市） 450 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

5 東北地方整備局 

岩手河川国道事務所 

H21～22年度 摩当山ﾄﾝﾈﾙ 

（秋田県北秋田市～大館市） 

1,210 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

 

利用場所：日本海沿岸東北自動車道 

No. 施主 納入時期 トンネル名・所在地 
概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 
備  考 

1 東北地方整備局 

秋田河川国道事務所 

H16～18年度 秋田二古ﾄﾝﾈﾙ 

（秋田県秋田市） 

2,200 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

2 東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

H16～18年度 天魄山ﾄﾝﾈﾙ 

（山形県鶴岡市温海地区） 

800 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

3 東北地方整備局 

秋田河川国道事務所 

H16～18年度 大茂内第一ﾄﾝﾈﾙ 

（秋田県大館市） 

2,100 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

4 東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

H17～18年度 三瀬ﾄﾝﾈﾙ（山形県鶴岡市） 390 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

5 東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

H17～21年度 小波渡ﾄﾝﾈﾙ（山形県鶴岡市） 2,900 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

6 東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

H18～22年度 温海ﾄﾝﾈﾙ（山形県鶴岡市） 5,400 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 



7 東北地方整備局 

酒田河川国道事務所 

H20～22年度 堅苔沢ﾄﾝﾈﾙ（山形県鶴岡市） 1,650 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

 

 

利用場所：国道 45号 三陸沿岸道路・三陸縦貫自動車道 

No. 施主 納入時期 トンネル名・所在地 
概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 
備  考 

1 東北地方整備局 

仙台河川国道事務所 

H16～18年度 鴇波ﾄﾝﾈﾙ（宮城県登米市） 1,400 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

2 東北地方整備局 

仙台河川国道事務所 

H17～18年度 通岡ﾄﾝﾈﾙ（岩手県大船渡市） 670 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

3 東北地方整備局 

三陸国道事務所 

H18～19年度 両石ﾄﾝﾈﾙ（岩手県釜石市） 930 

 

吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

4 東北地方整備局 

仙台河川国道事務所 

H19～20年度 新唐桑ﾄﾝﾈﾙ 

（宮城県気仙沼市） 

1,310 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

5 東北地方整備局 

三陸国道事務所 

H20～21年度 尾肝要ﾄﾝﾈﾙ 

（岩手県下閉伊郡田野畑村） 

500 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

6 東北地方整備局 

三陸国道事務所 

H20～21年度 岩泉ﾄﾝﾈﾙ 

（岩手県下閉伊郡田岩泉町） 

620 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

7 東北地方整備局 

南三陸国道事務所 

H24～25年度 吉浜ﾄﾝﾈﾙ 

（岩手県大船渡市） 

1,050 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

8 東北地方整備局 

三陸国道事務所 

H26～27年度 宇部ﾄﾝﾈﾙ（野田久慈道路） 

 

420 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

9 東北地方整備局 

南三陸国道事務所 

H26～27年度 三陸沿岸道路（吉浜釜石道路） 

唐丹第 3 ﾄﾝﾈﾙ 

170 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

10 東北地方整備局 

南三陸国道事務所 

H26～27年度 三陸沿岸道路 

（吉浜釜石道路） 

新鍬台ﾄﾝﾈﾙ 

150 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

11 東北地方整備局 

南三陸国道事務所 

H27～30年度 白井ﾄﾝﾈﾙ 

（岩手県下閉伊郡普代村） 

2,430 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

 

 

利用場所：東北横断自動車道 

No. 施主 納入時期 トンネル名・所在地 
概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 
備  考 

1 東北地方整備局 

岩手河川国道事務所 

H18～20年度 釜石秋田線 白土ﾄﾝﾈﾙ 

（岩手県遠野市～東和町） 

2,000 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

2 東北地方整備局 

岩手河川国道事務所 

H19～20年度 釜石秋田線 向落合ﾄﾝﾈﾙ 

（岩手県遠野市向落合地区） 

830 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

 



利用場所：国道 115号線 

No. 施主 納入時期 トンネル名・所在地 
概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 
備  考 

1 

 

東北地方整備局 

磐城国道事務所 

H22年度 楢這ﾄﾝﾈﾙ 

（福島県相馬市） 

430 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

2 東北地方整備局 

福島河川国道事務所 

H25～26年度 霊山ﾄﾝﾈﾙ工事 

金弁蔵ﾄﾝﾈﾙ（福島県伊達市） 

1,000 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

3 東北地方整備局 

福島河川国道事務所 

H25～27年度 霊山ﾄﾝﾈﾙ工事 

七ッ窪ﾄﾝﾈﾙ（福島県伊達市） 

2,500 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

 

利用場所：林道米代線  

No. 施主 納入時期 トンネル名・所在地 
概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 
備  考 

1 秋田県農林水産部 H18～19年度 梅内ﾄﾝﾈﾙ（秋田県能代市） 240 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

2 秋田県農林水産部 H21～22年度 猿ヶ瀬ﾄﾝﾈﾙ（秋田県藤里町） 330 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

 

利用場所：岩手県 

No. 施主 納入時期 トンネル名・所在地 
概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 
備  考 

1 東北地方整備局 

胆沢ﾀﾞﾑ工事事務所 

H16～17年度 胆沢ﾀﾞﾑ付替国道第 5 ﾄﾝﾈﾙ（岩

手県胆沢郡胆沢町） 

560 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

2 岩手県盛岡地方振興局 H16～18年度 国道 455号 北山ﾄﾝﾈﾙ 

（岩手県盛岡市） 

2,600 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

3 東北地方整備局 

岩手河川国道事務所 

H26～29年度 宮古盛岡横断道路（区界道路） 

新区界ﾄﾝﾈﾙ 

9,150 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

4 東北地方整備局 

三陸国道事務所 

H30年度 

～施工中 

国道 106号（川井～箱石地区）

川井ﾄﾝﾈﾙ（岩手県宮古市） 

1,070 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

 

 

 

利用場所：秋田県 

No. 施主 利用時期 トンネル名・所在地 
概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 
備  考 

1 東北地方整備局 

湯沢河川国道事務所 

H18年度 国道 342号  

成瀬ﾀﾞﾑ国道付替ﾄﾝﾈﾙ 

（秋田県雄勝郡東成瀬村） 

250 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

2 東北地方整備局 

能代河川国道事務所 

H24～25年度 鷹巣大館道路 栄ﾄﾝﾈﾙ 

（秋田県北秋田市） 

640 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 



3 東北地方整備局 

成瀬ダム工事事務所 

H27～30年度 成瀬ﾀﾞﾑ国道付替 2号ﾄﾝﾈﾙ 

（秋田県雄勝郡東成瀬村） 

1,680 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

 

利用場所：福島県 

No. 施主 利用時期 トンネル名・所在地 
概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 
備  考 

1 東北地方整備局 

郡山国道事務所 

H16～18年度 国道 289号 甲子ﾄﾝﾈﾙ 

（福島県南会津郡下郷町） 

1,300 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

2 東北地方整備局 

磐城国道事務所 

H19～20年度 国道 49号 いわき三和ﾄﾝﾈﾙ 

（福島県いわき市） 

710 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

3 福島県相双建設事務所 H25～27年度 福島県道 12号原町川俣線 

八木沢ﾄﾝﾈﾙ（福島県南相馬市） 

1,980 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

4 東北地方整備局 

郡山国道事務所 

H30年度 

～施工中 

福島復興再生道路（県道吉間

田滝根線） 

広瀬 1号ﾄﾝﾈﾙ(福島県田村市) 

680 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

5 福島県土木部道路整備課 

会津若松建設事務所 

H30年度 

～施工中 

国道 401号 博士ﾄﾝﾈﾙ 

（福島県大沼郡会津美里町） 

220 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

 

利用場所：その他 

No. 施主 利用時期 トンネル名・所在地 
概略数量 

(単位：ﾄﾝ） 
備  考 

1 宮城県仙台土木事務所 H19～21年度 県道 244号 小平ﾄﾝﾈﾙ 

（宮城県山元町～角田市） 

870 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

2 関東地方整備局 

湯西川ダム工事事務所 

H20～21年度 湯西川ﾀﾞﾑ県道付替 8号ﾄﾝﾈﾙ 

（栃木県日光市） 

350 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ材料 

 

 

 

 


