発

行

日：

宮古ハーバーラジオ「ひるなび８２６」に出演

平成２８年11月15日

～台風１０号で大きな被害を受けた国道１０６号を語る～
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宮古箱石道路安全協議会
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

サーモンくん みやこちゃん

「Ｒ１０６の日」をマリンコープ「DORA」で開催
～パネル展、ゲーム、現場見学会など大盛況～
宮古箱石道路安全協議会、ＰＰＰ宮古箱石チームでは、
１０月６日を「Ｒ１０６の日」としてマリンコープ「ＤＯ
ＲＡ」で「宮古箱石道路」に関するパネル展などを行いま
した。「宮古箱石道路」の整備効果や工事の進捗状況、台
風１０号で被災した国道１０６号の復旧作業などのパネル
展示やあめすくいゲームなどを行い、地域の皆様に楽しみ
ながら事業について理解を深めていただきました。また、
貫通の瞬間を見守る見学者
現場見学会も行われ、市民の方から多数の申込みがあり、
午前と午後の２回に分けて実施いたしました。

コ

トンネル貫通の瞬間

【（仮）閉伊川橋下部工の現場見学】
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ぼくの名前は「新里キジ丸」です！

みやこハーバーラジオ 11/22 12/13
着工前

「復興のつち音」

（仮）腹帯第３トンネルで安全祈願開催
９月３０日（金）、腹
帯地区道路工事において
（仮）腹帯第３トンネル
の安全祈願が行われまし
た。 トンネル現場には、
工事関係者約３０名が参
加し工事の無事を祈願し
ました。

茂市地区道路工事（戸田・岩
田地崎JV)では、日頃からイ
メージアップの向上に努めてお
り、この度工事のマスコット
キャラクターの愛称を宮古市立
新里小学校の児童のみなさんに
つけていただき「新里キジ丸」
に決まりました。今後はいろん
な所に活用していきます。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
宮古市藤の川4番1号

セイビ

筆者の庄ちゃんが出演している「国土交通人」東北地方の生命線

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

ハイスイ シセツ

宮古から盛岡に向かい、道の駅『やまびこ館』を約６km過ぎた辺り
小山田トンネル内では、排水施設を整備する工事を進めています。
の左手に白糸の滝のような綺麗な景色の場所があります。
今月はこの『白糸の滝』をぶらり。
『白糸の滝』（勝手にそう呼んでいます。）の正体は、閉伊川に造
られた『大峠ダム』という延長１１１ｍ、高さ１６ｍの砂防ダムです。
『大峠ダム』は宮古市の観光パンフレットにも載っており、紅葉や
新緑のシーズンがオススメとありますが、雪のシーズンも絶景です。
また、ダムの手前にはJR山田線の橋梁もあり、鉄道写真を撮る人に
はたまらないスポットでもあります。（残念ながら現在はJR山田線の
この区間は運休中ですが…（悲））
国道１０６号の宮古向き車線にはパーキングはありますが、この景
色が見える国道１０６号の橋には残念ながら歩道が無く、ちょっと危
険なので気をつけてご鑑賞下さい。（歩道が整備されるといいなぁ… 四季をとおして様々な表情をみせてくれる『大峠ダム』
（笑））
自然と調和した土木構造物は素敵ですよね。

川井箱石道路改良工事

私たち（株）淺沼組 は、宮古箱石道路の改良工事を
行っています。工事場所は、箱石、上川井、川井の３地
区で、橋梁下部工、法面工、道路土工を行います。
現場は、９月末より工事用道路に着手して、１０月か
ら、土留めのＨ型鋼を打ち込み、橋梁下部工の施工を開
始します。また、並行して法面の掘削を行います。
工事期間中は、掘削土搬出、生コン打設等のため、大
型車両が出入りいたします。
地域の皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、細心の注
意を払い、安全を第一に工事を進めてまいりますので、
ご理解とご協力をお願いします。

ナイ

【生放送中の様子】

【第１６回】 紅葉の白糸の滝

庄ちゃんの宮古街道ぶらり

【ゲームで楽しむ親子】

【パネルで国道１０６号復旧の説明】

工事現場紹介

【パネル展の様子】

９月２６日（月）午後１２時３０分から、宮古のコミュニ
ティＦＭみやこハーバーラジオ「ひるなび８２６」で、台風
１０号で大きな被害を受けた国道１０６号について、被害状
況、復旧状況について放送されました。三陸国道事務所から
庄司建設監督官、宮古箱石道路安全協議会から大豊・佐田Ｊ
Ｖの平岡現場代理人、戸田・岩田地崎ＪＶの中島監理技術者
が出演しました。庄司建設監督官からは「今回の台風による
被災は緊急を要するため、宮古箱石道路工事を担当している
当協議会メンバーが応急復旧する事になりました。復旧工事
は、被災箇所近くの受注者が担当し、自分の現場の復旧を後
回しにして２４時間体制で実施し、他工区の協力もいただき
ながら、短期間で復旧しました。」

11:30～ （予定）

出演：宮古箱石道路安全協議会

宮古箱石道路の事業進捗状況
他イベント情報など

千徳大橋周辺での清掃状況
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平成２８年度 宮古箱石道路 工事一覧
No.
①
②
③
④
⑤

工
事
名
国道45号外 千徳小山田道路工事
松山IC道路改良工事
国道106号 茂市地区道路工事
国道106号 腹帯地区道路工事
国道106号 下川井トンネル工事

工
期
H26.3.7～H28.12.16
H27.9.9～H29.2.17
H27.2.19～H31.3.29
H26.12.3～H29.6.30
H26.12.16～H31.3.15

受 注 者
前田建設工業㈱
松尾建設㈱
戸田・岩田地崎JV
大豊・佐田JV
大成建設㈱

現場事務所TEL
62-3162
64-3211
65-7007
79-1855
77-5653

No.
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

工
事
名
国道106号 箱石地区道路工事
国道106号 磯鶏地区道路工事
下片巣接続橋上部工工事
小山田松山地区道路改良工事
川井箱石地区道路改良工事

工
期
H26.12.17～H30.2.28
H28. 4. 1～H31.9.27
H28.3.31～H28.11.22
H28.8.3～H29.3.31
H28.8.3～H29.3.31

受 注 者
㈱安藤・間
大成建設㈱
オリエンタル白石（株）
（株）淺沼組
（株）淺沼組

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

⑤施工：大成建設

（仮）腹帯第1トンネル

（仮）下川井トンネル（盛岡側）

現場事務所TEL
85-1525
77-5162
65-7552
77-5356
65-8098

平成28年１０月15日現在
①施工：前田建設工業

（仮）上茂市橋A
（仮）茂市橋A2

⑦施工：大成建設

（仮）小山田トンネル坑内
(仮）小山田トンネル坑内

鋼管杭

(仮)新箱石トンネル（盛岡側）

アンカー

（仮）新箱石トンネルの掘削を行っ
ています。全長1493mのうち約
370mまで進んでいます。

トンネル坑口付近の法面を安定さ
せるために鋼管杭の壁をアンカー
で補強しています。

盛
岡

（仮）腹帯第1トンネル掘削のた
（仮）上茂市橋Ａ１橋台の中に土
めの工事用道路造成を行っていま
を中詰する準備をしています。
す。

宮古箱石道路

終
点

至

磯鶏地区

川井箱石工区

茂市腹帯工区
L=約7㎞

L=約2㎞

H32開通目標

磯鶏地区で山を掘削して土砂を搬
出しています。

(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

10/6に「R106の日」の現場見
学会を開催しました。
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H31開通目標

45

宮古西道路

宮古西道路

（県施工）L=3.3㎞
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⑩施工：淺沼組
（仮）下片巣Ａ２橋台

④施工：大豊・佐田JV

⑧施工：オリエンタル白石
（仮）下片巣接続橋

（仮）腹帯橋P2、P3橋脚

Ｐ2

（仮）腹帯第3トンネル（宮古側）

②施工：松尾建設

⑨施工：淺沼組

（仮）松山IC（根市側）

P3

松山地区
(仮）下片巣Ａ２橋台を施工するた
め、山側に仮設土留を設置していま
す。

橋桁上の床版コンクリート打設が終
わり、壁高欄や中央分離帯などの構
造物を作っています。

台風10号で被災しましたが、復旧作業が
終わり、現在は本体工事を進めていま
す。P2,P3ともに柱部の鉄筋組立、コン
クリート打設をしています。

9月中旬より第3トンネルの掘削を開始し
ました。現在約40m掘削が完了していま
す。岩盤が硬いため、昼夜で発破掘削を
しています。

（仮）松山IC（根市側）では切廻し
道路の盛土を行っています。

松山地区で山を掘削して土砂を搬出
しています。
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