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工事完了報告 ～松山IC道路改良工事 松尾建設㈱～
工期：H27.９.９～H29.３.24
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編集・監修：

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

（仮）新箱石トンネルで現場見学会を開催
～宮古市箱石地区住民約５０人がトンネル発破音体験に感動～
2月25日（土）、箱石地区道路工事において（仮）新箱
石トンネル（L=1,493ｍ）の現場見学会が行われました。ヘ
参加者全員で記念写真
ルメット、長靴、防塵マスクを装着してトンネルに入り、最
初に三陸国道事務所の庄司建設監督官から「宮古箱石道路」
の整備効果についての説明があり、続いて施工者の(株)安
藤・間の飯田監理技術者よりトンネル工事の概要について説
明がありました。その後トンネル先端に進み、切羽での削孔
作業やトンネルズリの積み込み状況を見学しました。トンネ
トンネル貫通の瞬間
ル中央付近では、メッセージコーナーが設けられ、見学者は
思いをトンネルに記載していました。
最後は発破音の体験です。「１０秒前，３，２，１」とカウントダウンがはじまり、「どっどん」
と爆音と爆風が響き渡りました。その瞬間、感動した見学者の歓声と拍手がわき上がりました。
整備効果について説明

トンネル内に設けられた
メッセージコーナー

転出者紹介

【田中専門官】

三陸国道事務所には３年、
そのうち宮古箱石道路を２年
担当しました。復興支援道路
事業や台風１０号災害復旧を
通じて、横断道路に対する地
域の方々の期待の高さに、多
少ではありますが事業の進捗
で貢献できたかなと感じてお
ります。３年間ありがとうご
ざいました。

【第２１回】 終点
今月は宮古街道の終点（？）である、『盛岡市鉈屋町』付近をぶらり。
（宮古街道だから起点は宮古に決まっている！と、勝手に思っています
（笑））
盛岡市鉈屋町は盛岡城の入口にあたり、旧奥州街道、釜石・遠野街道の
玄関口として交通の要衝となっていました。
この界隈は、現在も古い街並みが残っており、とても風情のある街で、
周辺には盛岡の銘酒『あさ開』の蔵元や、浜籐の酒蔵を改造した『もりお
か町家物語館』、レトロな外観の『消防新番屋』、『大慈寺』などの寺が
集まる寺町があり、街並み散策にはちょうど良いエリアとなっています。
また、この界隈にはきれいな水が湧いている井戸もたくさんあり、『井
戸めぐり』をしてみるのも良いかと思います。
さて、今回のぶらり旅のサブタイトルは『終点』。実は、この号が出て
いる頃には、私は任期満了に伴い地元広島に帰還しているため、『庄ちゃ
んの宮古街道ぶらり旅』も今回で終点となります。
２１回にわたり他愛もないこのコーナーにお付き合いいただきありがと
うございました。また大好きな宮古で『ぶらり旅』できる時を夢に見なが
らひとまずごきげんよう。
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
を地域・民間と共につないでいくを

２月２３日（木）に茂市地
区道路工事（戸田・岩田地崎
ＪＶ）において、工事関係者
３１名が参加し、事故防止に
向け安全パトロールを実施し
ました。（仮）腹帯第１トン
ネルの現場では、用途別にカ
ラーコーンが使用され、解り
やすいと好評でした。

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
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

YouTube

でご覧下さい

浜籐の酒蔵を改造した『もりおか町家物語館』は
『和ぐるみソフトクリーム』がおすすめ。

盛岡城の入口で、宮古街道と遠野街道が交わる丁字路。
何となく懐かしい感じがする、見張り台の塔が特徴の消防
新番屋をはじめとする古い街並みが残っている鉈屋町界隈。
電線が無ければもっと良いのにな・・・

工事事故防止に向け安全パトロール実施
ようやく暖かくなってきました

【緑】歩行通路 【青】資材置き場
【赤】危険箇所

みやこハーバーラジオ ４/25

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

辻 監理技術者

完成した切り廻し道路

トンネルズリ積み込み作業を見学

～４月期の人事異動による～

このたび、中国地方整備局へ戻るこ
ととなりました。
２年間の短い間でしたが、宮古でた
くさんの経験や楽しい思い出を作るこ
とができ、宮古を離れるのがとても寂
しく感じています。
宮古市はまだまだ復興途上ですが、
一日も早く復興し、さらなる発展を遂
【庄司建設監督官】 げるよう遠い地でお祈り申し上げてお
ります。２年間お世話になりました。

今回担当した工事は千徳～松山地区の道路部分の掘削と、（仮）松山ＩＣ
（根市側）で切り廻し道路の盛土工事で、大型ダンプによる運搬回数が2万4
千回程となり、無事に工事を終える事が出来たのも地域の皆様のご理解とご協
力あってのものと感謝しています。個人的には、復興支援道路の工事として今
回3現場目でしたが、平成27年9月に受注して1年9カ月程かかり、最も永く
そして遠くは立丸峠や川井付近にまで工事に行き、台風10号被害にあった国
道106号復旧作業と、いろんな経験をした工事現場として私の記憶に深く刻ま
れる事となると思います。
松尾建設は、現在東北地方で１１現場稼働中で先日新たに「田老地区道路改
良工事」を受注しました。監理技術者として、引き続き私が担当する事となり
ます。どうぞ、引き続き復興支援道路工事のご理解とご協力をお願いします。

着工前

「復興のつち音」

三陸国道事務所では人事異動の内示
があり、庄司建設監督官と田中専門
官が移動する事になりました。長い
間「宮古箱石道路」整備にご尽力い
ただき感謝申し上げます。残念なが
ら「庄ちゃんの宮古街道ぶらり旅」
は本号をもって終了させていただき
ます、ご愛読有り難うございました。
（Ｍ）

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

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
No.
①
②
③
④
⑤

工
事
名
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
国道106号 箱石地区道路工事

工
期
H27.9.9～H29.3.24
H27.2.19～H31.3.29
H26.12.3～H29.6.30
H26.12.16～H31.3.29
H26.12.17～H30.2.28

受 注 者
松尾建設㈱
戸田・岩田地崎JV
大豊・佐田JV
大成建設㈱
㈱安藤・間

現場事務所TEL
64-3211
65-7007
79-1855
77-5653
85-1525

No.
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

工
事
名
国道106号 磯鶏地区道路工事
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
国道106号 茂市地区トンネル工事
国道106号 小山田地区道路工事

工
期
H28.4.1～H31.9.27
H28.8.3～H29.3.31
H28.8.3～H29.3.31
H28.11.26～H31.3.15
H29.4.1～H31.6.28

受 注 者
大成建設㈱
㈱淺沼組
㈱淺沼組
前田建設工業㈱
飛島建設㈱

宮古箱石道路（宮古市藤原～宮古市箱石）工事状況
②施工：戸田・岩田地崎JV

⑤施工：安藤・間
（仮）新箱石トンネル（盛岡側）

（仮）上茂市橋仮橋

（仮）上片巣橋下部工

現場事務所TEL
77-5162
77-5356
65-8098
63-5150
準備中

平成29年3月15日現在
⑦施工：淺沼組

①施工：松尾建設

（仮）腹帯第1トンネル
A1

仮橋

P1

（仮）松山IC（根市側）
(仮)新箱石トンネルの掘削を行っ
ています。全長1493ｍのうち
838mまで進んでいます。

盛
岡

仮橋を使用して閉伊川を横断でき 作業坑（横坑）のトンネル掘削に
るように盛土を行っています。
着手しました。

宮古箱石道路

終
点

至

(仮)上片巣橋A1橋台の掘削、P1
橋脚の鉄筋、足場組立を行ってい
ます。

宮
古
市
箱
石

川井箱石工区

下川井工区

L=約7㎞

L=約2㎞

H32開通目標

茂市腹帯工区
L=約7㎞

340

(仮)小山田こ道橋P1橋脚では、均
しコンクリート打設が終了し、底
版部の鉄筋組立を行っています。

(仮)松山IC(根市側)では切廻し道
路の舗装工事を行っています。

(宮古市藤原～宮古市箱石) 延長 約33㎞

H31開通目標

（仮）小山田こ道橋P1橋脚

宮古西道路

宮古西道路 45

（県施工）L=3.3㎞

（国施工）L=約4㎞

H32開通目標

H32開通目標
根市
蟇目

起
点

路線平面図

宮
古
市
藤
原
藤原
藤原

106

106
茂市
箱石

⑨国道106号 茂市トンネル工事
準備中

106
陸中川井

腹帯

⑩国道106号 小山田地区道路工事
準備中

45

340

⑧施工：淺沼組
（仮）新箱石大橋A1橋台

（仮）下片巣A2橋台

④施工：大成建設

③施工：大豊・佐田JV

⑥施工：大成建設

（仮）下川井トンネル（盛岡側）
（仮）下川井トンネル（宮古側）

（仮）腹帯橋P2､P3橋脚
P2

磯鶏地区

P3

藤原地区
(仮)新箱石大橋A1橋台は、躯体築 (仮)下片巣A2橋台では、躯体築造
造が終了し、フーチング周りの埋 が終了し、フーチング周りの埋め
戻し作業を行っております。
め戻し作業を行っております。

(仮)下川井トンネルの掘削を開始
しました。全長2050mのうち
50mまで進んでいます。

トンネル出口側の古田地区で、護
岸工事のための工事用道路をつ
くっています。

P2橋脚は足場解体の準備中です｡P3
橋脚については引続き鉄筋組立、コ
ンクリート打設を進めていきます。

藤原・磯鶏地区で山を掘削して土
砂を搬出しています。
宮古市キャラクター利用許可 水 第1091号

