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三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）
国土交通省三陸国道事務所

下川井トンネル工事

工事を担当している大成建設㈱です。平成２７年4月よりトンネルの掘削に向けて準備作業を進め
ています。現在は、斜面から落ちてくる石から国道通行者を防護する落石防護ネット（高さ4ｍ、延
長１３4ｍ）を斜面上に設置する作業を進めております。写真はそのための作業ステージを架設して
いる状況です。宮古箱石道路下川井工区（約2㎞）の平成31年度供用に向けて工事を進めております。
引続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
宮古方面→

←盛岡方面

サーモンくん みやこちゃん

国道106号 箱石地区道路工事

安全祈願祭開催

【トンネル掘削開始
までの手順】
① 国道の切り回し
↓
② 支障物件(電柱など)の移転
↓
③ 切土防護柵の設置
↓
④ 落石防護ネットの設置
（ 現在施工中 ）
↓
⑤ 法面土留め杭の設置
↓
⑥ トンネル坑口付け
↓
トンネル掘削開始

落石防護ネット用
作業ステージ

～ 工事の安全と早期復興を祈願 ～
４月２１日（木）、箱石地区道路工事において（仮称）新箱石トンネルの安全祈願祭がトンネル終点側
（盛岡側）で行われました。安全祈願祭には、山本宮古市長を始め地権者、地元住民代表、川井小学校児童、
工事関係者等約１２０名が出席しました。鍬入れ式には、来賓のほか川井小学校の児童の２名も参加し工事
の安全を祈願しました。

切土防護柵
切り回し道路
閉伊川

施工者による工事の安全祈願

課外授業の一環として川井小学校
児童約50名が参加

箱石地区道路工事の安全を
祈願し鍬入れ

宮古箱石道路を担当する 三陸国道事務所職員紹介

【田中専門官】

【庄司建設監督官】

【干場専門員】

昨年度から宮古箱石道路の工事
昨年度から引き続き宮古箱石道
を担当しております。工事もいよ
路を担当します。主に、調査設計
いよ本格化し、工事用車両の通行
や関係機関との協議を担当してい
が増加して、沿道のみなさまには
ます。事業化から約４年が経過し、
ご迷惑をお掛けしますが、復興支
工事が本格的に動きだし、周辺の
援道路である『宮古箱石道路』を
皆さまや国道106号を利用される
早く・安全に完成させるため最善
皆さまにはご迷惑をお掛けします
を尽くして参りたいと思いますの
が、１日も早い開通を目指し頑
で、引き続き事業へのご理解・ご
張ってまいりますので、今後とも
茂市地区道路工事 （仮）上茂市橋下部
協力よろしくお願いいたします。
ご理解とご協力をお願いいたしま
工の施工状況をパトロール
す。

４月より宮古箱石道路の担当と
なり、主に工事発注及び設計・関
係機関協議等を行います。昨年度
までは、岩手河川国道事務所で宮
古盛岡横断道路を担当しており、
今年度も引き続き宮古盛岡横断道
路の担当となり大変光栄に思って
おります。宮古箱石道路を早期供
用に向けて頑張ってまいりたいと
思いますのでよろしくお願いいた
します。

庄ちゃんの宮古街道ぶらり旅

【第 10 回】

宮古から盛岡に向かい、JR茂市駅を過ぎた先の左手に『玄翁館』
という一際目立つ看板があります。
今月はこの『玄翁館』をぶらり。
『玄翁館』、文字だけを見ると『玄』→『玄人（くろうと：プ
ロ）』、『翁』→『お爺さん』の『館』？と思ってしまいがちですが、
決して『プロのお爺さんの館』ではありません（笑）正式名称は、
『新里生涯学習センター 玄翁館（げんのうかん）』で、公民館施設
や図書室、旧新里村ゆかりの偉人に関する資料室が併設されている総
合的な生涯学習施設となっています。
一際目立つ看板の肖像画は郷土の偉人『鳥取春陽（作曲家）』と
『牧庵鞭牛和尚』です。鳥取春陽は、代表作の『籠の鳥』で一世を風
靡した人だそうです。鞭牛和尚はもうご存知ですよね（笑）←ぶらり
旅第１回参照
ちなみにこの『玄翁』の意味は、牧庵鞭牛和尚が宮古街道を開削し
た時に使用した工具『げんのう（石を割る金槌）』を漢字で表したも
ので『玄能』とも書くそうです。

宮古箱石道路安全協議会では、４月１４日（木）
に労働基準監督署長と専門官の２名に来現いただき
安全パトロールを実施しました。安全パトロールは
工事事故を未然に防止することを目的としておりま
す。今後も定期的にパトロールを実施し、無事故、
無災害に努めていきます。

三陸国道事務所

東庁舎103号

（TEL）0193-77-4733

国道１０６号を走行していると一
際目立つ『玄翁館』の看板。鳥取
春陽（左）、牧庵鞭牛（右）

（仮称）上片巣橋の橋脚
の掘削法面を安全点検

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
宮古市藤の川4番1号

プロのお爺さん？？

∥安全パトロールを実施しました∥

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

安全坊や

みやこハーバーラジオ
着工前

5/24, 6/14 （火）11:30～ （予定）

「復興のつち音」

出演：宮古箱石道路安全協議会

（仮称）新箱石トンネルの仮

運用中
設備についての安全点検

宮古箱石道路の事業進捗状況
千徳大橋周辺での清掃状況
他イベント情報など
宮古市キャラクター利用許可 水 第1091号

平成２８年度 宮古箱石道路 工事一覧表
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① 国道45号外 千徳小山田道路工事

H26.3.7～H28.8.31

前田建設工業㈱

62-3162

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

② 松山IC道路改良工事

H27.9.9～H28.10.4

松尾建設㈱

64-3211

⑥ 国道106号 箱石地区道路工事

H26.12.17～H30.2.28

㈱安藤・間

85-1525

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

⑦ 国道106号 磯鶏地区道路工事

H28. 4. 1～H31.2.28

大成建設㈱

準備中

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

⑧ 下片巣接続橋上部工工事

H28.3.31～H28.10.20

オリエンタル白石（株）

準備中

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況
⑥施工：安藤・間

③施工：戸田・岩田地崎JV

(仮)上片巣橋 P2橋脚

(仮)新箱石トンネル（盛岡側）

平成28年4月14日現在
①施工：前田建設工業

（仮）茂市橋A2

（仮）上茂市橋

(仮)閉伊川橋下部工工事
（橋脚施工状況）

(仮)小山田トンネル坑内
（覆工コンクリート施工状況）

P4橋脚

P2

P5橋脚
P6橋脚

工事用道路、仮設備施工中

(仮)上片巣橋 橋脚 P2

（仮）新箱石トンネルの掘削を
(仮)上片巣橋P2橋脚の掘削法面の
行っています。全長1493mのう
吹付を行っています。
ち70mまで進んでいます。

宮古箱石道路

終
点

至
盛
岡

（仮）上茂市橋の橋台の壁鉄筋を （仮）茂市橋の橋台の壁コンク
組み立てています。
リートの打設を行っています。

川井箱石工区

(宮古市藤原～宮古市箱石) 延長 約33㎞

下川井工区

L=約7㎞

宮
古
市
箱
石

トンネル貫通後のコンクリートで
仕上げる（巻き立て）工事を行っ
ています。

茂市腹帯工区
L=約7㎞

L=約2㎞

宮古西道路

宮古西道路 45

（県施工）L=3.6㎞

（国施工）L=約4㎞

340

H31開通目標
宣言区間

国道106号の南側の堤防道路から
工事の状況がご覧いただけます。

H32開通目標
宣言区間
根市 106

起
点

路線平面図

宮
古
市
藤
原
藤原
藤原

蟇目

106

⑧下片巣接続橋上部工工事
（準備中）

箱石

茂市

⑦国道106号
磯鶏地区道路工事
（準備中）

106
腹帯

45

陸中川井

340

⑤施工：大成建設
（仮）下川井トンネル（盛岡側）

②施工：松尾建設

④施工：大豊・佐田JV

（仮）下川井トンネル（宮古側）

（仮）腹帯橋P2、P3橋脚

（仮）腹帯第2トンネル
（盛岡側）

松山IC（小山田側）

松山IC（根市側）
金浜方向

R106

ステージ
発生した石を再利用
トンネル坑口

P2

出入り口

P3
P3

地下排水工
幅員3.0m

掘削箇所

（仮）腹帯第2トンネル
（盛岡側）

落石防護ネットを設置していま
す。ステージから固定用のアン
カーを打設している状況です。

河川断面確保のため河川内の掘削
を行い、発生した自然石を利用し
て護岸整備を行いました。

P２・P3橋脚の掘削を進めていま
す。岩盤が硬いため大型ブレーカー
を使用しています。

トンネル全長５７７ｍのうち４８０
ｍまで進んでいます。引続き掘削を
進めていきます。

宮古道路

千徳地区では山を掘削して松山地 松山IC切り廻し道路の盛土に先が
区に土砂を運搬しております。
け、地下排水工を行いました。
宮古市キャラクター利用許可 水 第1091号

