
工事ごとに就業先が変わるトンネル建設労働者については、当該労働者の健康診断等の情報がそれぞれの期
間に所属していた事業場に散逸しているため、じん肺などの発症に時間のかかる健康障害を負うリスクがあ
るケースでは、長期的な健康管理が困難となっている。また、事業者においても過去の健康診断結果に基づ
く適正な作業配置が困難となっている。そのため、トンネル建設労働者の健康情報等を一元的に管理するシ
ステムの構築が各方面から求められていたことから、平成３０年度にトンネル建設労働者健康情報一元管理
システムの構築を行った。

（本人の同意を得て）労働者の健康情報（健康診
断結果、業務歴等）の登録

（本人の申請に基づき）健康情報の提供

現役時代や離職後の健康管理に活用

（具体的な情報のイメージ）
健診実施日、健診内容、健診結果（所見の有無）、
管理区分（管理区分決定がされている場合）、工
事名、元請け会社名、所属会社名、粉じん作業従
事期間、粉じん作業の内容 等

協力要請 厚生労働省 補助金

建設業労働災害
防止協会

○労働者の健康情
報の集約・一元
管理

○健康情報の提供

データベース
ＸさんのＡ社時代の情報、
Ｂ社時代の情報、それ以
降の情報

建設会社

Ａ社

Ｂ社

労働者 Ｘさん

資料３
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ずい道等建設労働者健康情報管理システムの実務

トンネル事業場（労働者の健康情報保持）

Aトンネル Bトンネル Cトンネル

事業場で健康診断受診 健康情報等の登録（本人の同意を得て）

建 災 防
(労働者の健康・就業
情報データベース)

①建災防は、本人等の申請がある場合以外は
個人情報保護法に基づき機密保持

②本人は建災防から取得した情報を健康管理
に活用

申 請

情報提供

登 録診断の参考

再就職等に活用
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建災防ずい道等建設労働者健康情報管理システム データ登録状況等 

 

令和元年 11 月 30 日現在 

 

１ データ登録の状況 

 登録対象の事業場は、現在作業中のトンネル工事現場（粉じん作業を含むも

の）であり、随時変動するが、概ね 300 か所あまりと考えられる。 

 建災防に登録されたトンネル工事事業者において、竣工までの間に、粉じん

作業従事者に関する従事歴や健康管理情報の提供がなされる見込みであり、建

災防において、電子的データとして保管管理をしている。 

 今年 4 月から 11 月までに建災防に登録されたトンネル工事現場は別添のと

おりであり、事業場数としては次の表のとおり 65 事業場となっている。 

 

 2019 年 11 月 

登録済事業場数 

（同一工事現場での複数事業場 3件を含む。） 

65 

登録対象の事業場概数 

（2018 年現在 建災防調べ） 

336 

 

２ データ登録のための取組状況 

 すべてのトンネル工事現場における粉じん作業従事者の健康管理情報等を収

集するため、厚生労働省と建災防で、以下の取組を行っている。 

（１）元請会社、トンネル工事会社に対する集団説明、個別訪問 

・建設業関係団体を通じた説明、周知 

・2019 年 8-9 月に、主要元請 13 社あて、厚生労働省と建災防とで訪問説明 

・2019 年 11 月に、トンネル工事会社のうち未登録の 3社あて訪問説明 

（２）地方説明会 

  ・2018.12-2019.7 ブロック単位で 13 か所実施済 

  ・2019.12-2020.2 トンネル工事会社の多い 6県で実施予定 

（３）登録済事業場に対し、トンネル工事現場に掲示するプレートを配布 

（１月予定） 

（４）計画届提出時や、トンネル工事現場を往訪時に厚生労働省から働きかけ

を予定 

 



2019.11.30現在

No. カテゴリ 元請工事件名 事業場所在地

NR1 北海道新幹線、渡島トンネル（北鶉）工事 北海道檜山郡厚沢部町木間内

NR2 北海道新幹線、渡島トンネル（南鶉）工事 北海道北斗市本町

NR3 北海道新幹線野田追トンネル（北）他 北海道二海郡八雲町大新

NR4 北海道新幹線、立岩トンネル（山崎） 北海道二海郡八雲町相生町

NR5 北海道新幹線、内浦トンネル（静狩）他工事 北海道山越郡長万部町旭浜

NR6 北海道新幹線、内浦トンネル工事（幌内）他工事 北海道磯谷郡蘭越町昆布町

NR7 北海道新幹線　ニセコトンネル他工事 北海道虻田郡ニセコ町本通り

NR8 北海道新幹線、昆布トンネル（宮田）他工事 北海道虻田郡ニセコ町字有島

NR9 北陸新幹線　加賀トンネル（北）工事 石川県加賀市熊坂町子

NR10 北陸新幹線、第２鯖江トンネル他 工事 福井県鯖江市下新庄町

NR11 北陸新幹線　柿原トンネル他工事 福井県あわら市柿原

NR12 中央新幹線南アルプストンネル新設(長野坑区)工事 長野県下伊那郡大鹿村大河原

NR13 九州新幹線久山トンネル工事 長崎県諫早市飯盛町平古場

NR14 九州新幹線（西九州）、諫早トンネル他工事 長崎県諫早市宇都町

HW1 日高自動車道　新冠町　大狩部トンネル工事 北海道新冠郡新冠町大狩部

HW2 北海道縦貫自動車道　七飯町　大沼トンネル避難抗西大沼工区工事 北海道亀田郡七飯町字大沼町

HW3 常磐自動車道好間トンネル工事 福島県いわき市好間工業団地内

HW4 新東名高速道路高取山トンネル東工事 神奈川県伊勢原市上粕屋

HW5 Ｈ28-31朝日温海道路1号トンネル工事 新潟県村上市塩野町

HW6 河津下田道路河津トンネル逆川地区工事 静岡県賀茂郡河津町浜

HW7 平成28年度　三遠道路3号トンネル東栄地区工事 愛知県北設楽群東栄町大字本郷字松ノ本

HW8 H31中部横断下八木沢地区トンネル（その2）工事 山梨県南巨摩郡見延町帯金地内

HW9 平成29年度　42号尾鷲第4トンネル南部工事 三重県尾鷲市矢浜

HW10 平成30年度　42合尾鷲第3トンネル工事 三重県尾鷲市大字南浦

HW11 湯浅御坊道路鳥松山工事 和歌山県御坊市塩屋町北塩屋字松葉谷

HW12 米子自動車道 江府トンネル他1トンネル工事 鳥取県日野郡江府町地内

NR1 一般国道４０号音威子府村音中トンネル工事 北海道中川郡音威子府村字物満

NR2 一般国道5号　小樽市　塩谷トンネル工事 北海道小樽市勝納町

NR3 国道103号　青ぶな山トンネル避難坑工事 青森県十和田市法量焼山

NR4 国道106号　茂一トンネル他工事 岩手県宮古市蟇目

NR5 国道106号　川井地区トンネル工事 岩手県宮古市川井第1地割

NR6 国道45号久慈長内トンネル工事 岩手県久慈市長内町第35地割

NR7 国道45号　萩牛地区道路工事 岩手県下閉伊郡普代村第12地割字中村

NR8 国道7号　小繋トンネル工事 秋田県北秋田市今泉字鳥越

NR9 国道47号　岩清水トンネル工事 山形県最上郡戸沢村古口

NR10 国道401号（仮称）博士トンネル工事 （会津美里町側） 福島県大沼郡会津美里町西尾字中字甲

NR11 (仮称)北沢トンネル工事(その1) 茨城県常陸太田市和田町

NR12 新三国トンネル工事 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉

NR13 H29-32・金沢東環　月浦トンネル工事 石川県金沢市月浦町ロ

NR14 国道45号　大峠山地区道路工事 宮城県気仙沼市東中才

NR15 宮崎218号　平底トンネル新設工事 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折

NR16 平成30年度30道路関連第3-3号　国道448号　藤工区（仮称）藤トンネル工事（2工区） 宮崎県串間市大字市木字磯平

NR17 平成30年度　国道448号　藤工区（仮称）藤トンネル工事（1工区） 宮崎県串間市大字市木

ずい道等建設労働者健康情報管理システム_事業場登録状況一覧

新幹線
(14)

高速道路
(12)

国道
(17)

1/2



2019.11.30現在

No. カテゴリ 元請工事件名 事業場所在地

ずい道等建設労働者健康情報管理システム_事業場登録状況一覧

GR1 県道吉間田滝根線　広瀬１号トンネル工事 福島県田村市滝根町神俣五林平

GR2 社会資本整備総合交付金工事（仮称）清滝トンネル本体工 千葉県旭市清滝

GR3 平成29年-平成31年度　五台山トンネル工事 高知県高知市五台山

GR4 一般県道奥ノ平時津線道路改良工事(久留里トンネル) 長崎県西彼杵郡時津町日並郷

GR5 奥之宇都線宇都トンネル工事 鹿児島県姶良市平松

WW1 成瀬ダム堤体打設工事 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字立石

WW2 石巻市石巻中央幹線管渠復興建設工事その２ 宮城県石巻市新館

WW3 吉野瀬川ダム建設工事　転流工事 福井県越前市広瀬町

WW4 豊川用水二期東部幹線併設水路赤羽根下流工区工事 愛知県田原市池尻町下り畑

WW5 豊川用水二期大野導水併設水路工事 愛知県新城市城北

WW6 天ヶ瀬ダム再開発トンネル放流設備減勢池部建設工事 京都府宇治市槇島町槇尾山

WW7 内大臣川発電所　導水路改修工事 熊本県上益城郡山都町津留

WW8 立野ダム建設(一期)工事 熊本県 阿蘇郡 南阿蘇村立野

OT1 東通原子力1号機新設のうち本館基礎掘削工事 青森県下北郡東通村大字小田野沢南通

OT2 玉川第二発電所建設工事のうち土木本工事（第2工区） 山形県西置賜郡小国町大字玉川地先

OT3 新姫川第６建設工事のうち土木工事（Ⅲ工区） 新潟県糸魚川市大字小滝地内

OT4 大飯発電所3・4号機特定重大事故等対処施設工事 福井県大飯郡大飯町大島

OT5 29東濃　瑞浪超深地層研究所研究坑道掘削工事（A工区その8） 岐阜県瑞浪市明世町山野内

OT6 第3立坑建設I期工事下部工区 高知県吾川郡仁淀川町森イノイワヤ

水路トンネル
(8)

その他(地下発
電・鉱業用)

(6)

県道 他
(5)
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