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みなさんは、宮古市にお城があったことをご存知ですか？

　今月は意外な場所にある城跡に『ぶらり』と寄ってみました。

　立ち寄ったお城の名前は『千徳城
せんとくじょう

』。場所は現在の千徳八幡宮
せんとくはちまんぐう

のある山です。千徳城は１４世紀後半に築城
ちくじょう

された千徳氏のお城

と伝えられています。見た感じは、天守閣等の建物や石垣等も無

く『ただの山』に見えますが、『郭
くるわ

（曲輪
くるわ

）：本丸や二の丸と呼

ばれる建物等を建てる平地』や『堀（掘切
ほりきり

）』の跡を見ることが

できます。（マニアじゃないと分からないかもしれません

が･･･。）

　宮古街道沿線には、千徳城
せんとくじょう

の他、田鎖城
たぐさりじょう

・根城館
ねじょうだて

・蟇目館
ひきめだて

・黒
くろ

田館
ただて

・松山館
まつやまだて

などたくさんの城や城館
じょうかん

があることから、この地方

が昔から重要な地域であったことが伺えます。

三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 （TEL）0193-77-4733

交通規制解除情報 ～下川井トンネル工区 盛岡側～

サーモンくん みやこちゃん

茂市小学校の１～６年生の生徒２６名による(仮称)腹帯第２トンネルの工事現場見学会が１２月１４日

（月）に行われました。今回の現場見学会は、茂市小学校の皆さんが１０月２１日に行った（仮称）腹帯第２

トンネル安全祈願祭に「さんさ踊り」で参加して頂いた御礼と平成２8年４月に刈屋小学校と統合となり茂市

小学校が廃止となることから、生徒達に茂市小学校在校中の思い出として実施しました。

トンネルの造り方の学習をしたあと現場見学やドリルジャンボのブーム操作体験など、楽しい思い出となっ

たようです。

下川井工区では、トンネルを施工するために必要な現道の切り廻し工事（盛岡側）を６月下旬より片側交互

交通規制で行ってきましたが、１２月１９日に工事が完了し交通規制が解除となりました。通行される皆様に

はご迷惑をおかけしておりました。ご協力ありがとうございました。

宮古市松山地区で行っていた松山千徳地区改良工事が11月

20日をもって完了しました。

道路の掘削及び発生土の運搬、法面の植生、排水施設の設置が

主な工事内容でした。

多数のダンプトラックを使用しての土砂運搬が主な作業で

あったため、工事期間中は沿道の方々並びに道路利用者の方々

にご迷惑・ご不便をお掛けしたことと思います。この工事を無

事完了できた事は、地域の皆様のご理解とご協力があってのこ

とと心より感謝申し上げます。

当社はこれからも地域の復興・道路の維持管理など、地元建

設業者として少しでも地域に貢献できるよう工事を行っていき

たいと思っております。

工事完了報告 ～松山千徳地区改良工事 刈屋建設㈱～
工期：H27.4.2～11.20 

茂市小学校の生徒２６名が

（仮称）腹帯第２トンネル工事を見学！

「道の駅」事業紹介パネルをリニューアル！

道の駅「やまびこ館・区界高原」で展示して

いる、事業紹介パネルをリニューアルしました。

平成30年を目標としている宮古港～室蘭港間で

のフエリー航路開設情報と冬道情報を紹介する内

容を追加しております。是非ご覧ください。

宮古箱石道路安全協議会では、12月21日

（月）、国道４５号千徳大橋付近の一斉清掃を

実施しました。当日は、会員各社から21名が参

加し、道路脇の土砂を撤去し道路の美化を図る

事が出来ました。

国道４５号・千徳大橋 一斉清掃
∥北海道とのフエリー航路開設・冬道情報など∥

やまびこ館正面玄関か

ら入り正面右手

北海道とのフエ

リー

冬道情報

現道の切り廻しのため交通

規制が開始される

現道切り廻しのため大型ブロッ

ク積み擁壁の設置

大豊・佐田JV平岡所長よりトンネル

の造り方について説明がありました。
ドリルジャンボのブーム操作に子

供たちは大喜び！ 全員そろって記念撮影

工事完了後

庄ちゃんの宮古街道ぶらり旅 【第6回】 『 宮古にお城？ 』

二の郭南側の砦跡と考えられる場所に建つ

千徳八幡宮
～宮古箱石道路安全協議会 １２月２１日（月）～

この工事で掘削法面を新

たに２段完成させました。

にのくるわ とりであと

現道切り廻し工事が完了し、交通規

制が解除（１２月１９日）

新たに切り廻
された部分

旧道部分
盛岡方面

盛岡方面

現場代理人 東舘さん 監理技術者 杉枝さん

千徳大橋清掃状況
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宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 市 藤 原 ～ 宮 古 市 箱 石 ） 工 事 状 況 平成27年１２月１６日現在

対岸に渡る為の仮桟橋を組み立て
ています。

（仮）茂市橋の橋台を作るための
鉄筋・型枠・足場を組み立ててい
ます。

(仮)上茂市橋の橋台を作るための
鉄筋・型枠・足場を組み立ててい
ます。

（仮）新箱石トンネルの工事を行
うための工事用道路、仮設備を施
工中です。

(仮）小山田トンネル工事は、
1,100mのうち掘削が945m進ん
でいます。残り155mです。

松山～千徳町に向け、閉伊川で橋
脚を造っています。11基のうち2
基完成しています。

盛岡側の切り回し道路工事が完了
しました。

古田地区で河川内に工事用道路の
造成を行っています。

（仮）腹帯橋P2、P3橋脚の底版
部を施工するため、鋼矢板を打設
しています。

トンネル掘削は全長５７７ｍのう
ち130ｍ完了しています。引続き
掘削を進めていきます。

工事現場より現道へ出る前にはダ
ンプのタイヤを洗浄し道路を汚さ
ないようにしています。

至
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岡
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③施工：戸田・岩田地崎JV ①施工：前田建設工業

⑤施工：大成建設 ④施工：大豊・佐田JV

⑥施工：安藤・間

②施工：松尾建設

宮古箱石道路 (宮古市藤原～宮古市箱石) 延長 約33㎞
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No. 工 事 名 工 期 受 注 者 現場事務所TEL No. 工 事 名 工 期 受 注 者 現場事務所TEL

① 国道45号外 千徳小山田道路工事 H26.3.7～H28.3.30 前田建設工業㈱ 62-3162 ④ 国道106号 腹帯地区道路工事 H26.12.3～H29.6.30 大豊・佐田JV 79-1855

② 松山IC道路改良工事 H27.9.9～H28.10.4 松尾建設㈱ 64-3211 ⑤ 国道106号 下川井トンネル工事 H26.12.16～H31.3.15 大成建設㈱ 77-5653

③ 国道106号 茂市地区道路工事 H27.2.19～H31.2.28 戸田・岩田地崎JV 65-7007 ⑥ 国道106号 箱石地区道路工事 H26.12.17～H30.2.28 ㈱安藤・間 85-1525

平成２７年度 宮古箱石道路 工事一覧表

工事用道路、仮設備施工中 仮桟橋架設中

(仮)小山田トンネル盛岡側 (仮)閉伊川橋下部工工事

三陸沿岸道路との交差部 ゲオさんの裏（閉伊川河川敷）

で、橋脚が2基、完成しました。

（仮）上茂市橋A1 （仮）茂市橋A2

（仮）下川井トンネル宮古側

松山IC道路（千徳側）

土砂掘削運搬中

(仮)上片巣橋(仮)新箱石トンネル

（仮）腹帯橋P2、P3橋脚 （仮）腹帯腹帯第2トンネル

(盛岡側)

（仮）下川井トンネル盛岡側


