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工事現場紹介 小山田地区道路工事
飛島建設株式会社

この工事は、宮古盛岡横断道路である宮古市藤原～宮古市箱石を結ぶ宮古箱石道路において、下図に示すよ

うに、主に４箇所を施工する工事であります。

① 磯鶏トンネルの終点側より709.1ｍを施工するトンネル工事。

② 現在開通している自動車専用道路である国道45号宮古道路を横断交差するボックスカルバートを施工する

構造物工事。

③ 磯鶏トンネル終点坑口側において、橋台:1基、橋脚:1基の橋梁下部工を施工する構造物工事。

④ ボックスカルバート～既存の小山田トンネル間の切土(V=215,000m3)を施工する土工事。

この工事を行うため、全国より経験のあ

る職員を集め、この復興支援道路を安全且

つ、早期完成を目指し頑張って参りますの

で、皆様の御理解と御協力を下さいますよ

う宜しくお願い致します。

施工者: 飛島建設株式会社 宮古磯鶏 トンネル作業所

宮古市崎鍬ヶ崎 第16地割3-1 TEL 0193-77-5322

◆工事名称：国道106号 小山田地区道路工事

◆工事場所：岩手県宮古市小山田～宮古市松山 地内

◆工事期間：平成29年 4月1日～平成31年 6月 28日(予定)

工事現場紹介 川井腹帯地区道路改良工事
大豊建設株式会社

5月18日（木）に国道106

号 下川井トンネル工事（大成

建設(株)）の安全パトロールを

実施しました。このトンネルは

2,050ｍと宮古箱石工区で も

長いトンネルです。危険な箇所

がないか、工事関係者一同で重

点的に見回りを行いました。現

場内での改善点を取り入れ、大

きな事故や怪我の起こらないよ

う、安全への配慮を忘れずに

行っていくこととしました。

宮古箱石道路の川井総合事務所北側において上川井橋の橋台2基構

築と本線176m掘削盛土工事、市道TV中継所線の付替え工事、腹帯

バス停の南側において本線1,020mの掘削盛土工事を行う大豊建設株

式会社です。

現場は川井工区において、平成29年7月頃より仮設道路から施工を

始める予定です。その際には、大型車の通行があるため地域の皆様に

はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

【工事概要】
川井工区 腹帯工区

本線L=176ｍ 本線L=1,020ｍ

市道TV中継所線付替:1式

上川井橋下部工:1式
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佐藤現場代理人 久代監理技術者

【第2回】 茂市腹帯工区 上腹帯橋付近
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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

５月１７日（水）

箱石地区道路工事

（（株）安藤・間）

では、現場近くの閉

伊川に河川愛護の一

環として鮎の稚魚１

万匹を放流しました。

閉伊川の苔をたくさ

ん食べて大きく育っ

てくれるといいです

ね。

大きくなるのが待

ち遠しいです。

安全パトロールを実施 ～下川井トンネル工事～ 二級河川閉伊川～鮎の稚魚放流～

大きく育ってね！

藤田監理技術者

ボックスカルバート

宮
古

今回で２回目となります「空か

ら見た宮古箱石道路」は、茂市腹

帯工区（L=7.0km)を紹介します。

撮影は国道１０６号上腹帯橋付

近でドローンを使って撮影しまし

た。現在この付近では、（仮）腹

帯第２トンネル、（仮）腹帯第３

トンネル、（仮）腹帯橋の工事が

進められています。

写真①は盛岡方向から宮古方向

を見た写真で土工工事が進められ

ており、奥の方に（仮）腹帯第２

トンネル坑口が確認できます。

写真④は宮古方向から盛岡方向

を見た写真で（仮）腹帯橋の橋台、

橋脚の工事が進められており、奥

の方には（仮）腹帯第３トンネル

坑口が確認できます。

空から見てみると、どんなふう

に道路が出来るのかわかりやすい

ですね。

今後も工事が進む様子をこの

コーナーにてお伝えしていきます。

撮影位置

撮影方向
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(仮)下川井トンネルの掘削を行っ
ています。全長2050mのうち
155mまで進んでいます。

トンネル出口側の古田地区で、国
道を切り回すために護岸工事を
行っています。

P2橋脚は足場解体を始めます。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。

(仮)茂市トンネル・(仮)下茂市橋
A2橋台を施工するための仮設桟
橋をつくっています。

藤原・磯鶏地区で山を掘削して土
砂を搬出しています。

(仮)新箱石トンネルの掘削を行っ
ています。全長1493mのうち
989mまで進んでいます。

(仮)上片巣橋A1橋台の床堀り、
P1橋脚梁部の型枠組立を行って
います。

P1橋脚の床掘を、ブレーカーを
使用して施工しています。

仮設桟橋を設置するための150t
クレーンを組み立てています。

(仮)小山田こ道橋P1橋脚では、柱
部のコンクリート養生を行ってい
ます。

国道106号 磯鶏地区道路工事 H28.4.1～H31.9.27 大成建設㈱ 77-5162

宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 市 藤 原 ～ 宮 古 市 箱 石 ） 工 事 状 況 平成29年５月15日現在

飛島建設㈱ 77-5322

国道106号 箱石地区道路工事 H26.12.17～H30.2.28 ㈱安藤・間 85-1525 川井腹帯地区道路改良工事 H29.4.3～H30.3.20 大豊建設㈱ 77-3750

国道106号 下川井トンネル工事 H26.12.16～H31.3.29 大成建設㈱ 77-5653 国道106号　小山田地区道路工事 H29.4.1～H31.6.28

工　　　　事　　　　名 工　　　　期 受　注　者 工　　　　事　　　　名 工　　　　期 受　注　者

㈱淺沼組 77-5356

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 国道106号　茂市トンネル工事 H28.11.26～H31.3.15 前田建設工業㈱ 79-1685

国道106号 茂市地区道路工事 H27.2.19～H31.3.29 戸田・岩田地崎JV 65-7007 小山田松山地区道路改良工事 H28.8.3～H29.8.10
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①施工：戸田・岩田地崎JV

③施工：大成建設 ②施工：大豊・佐田JV

④施工：安藤・間

宮古箱石道路 (宮古市藤原～宮古市箱石) 延長 約33㎞
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H31開通目標 H32開通目標

（仮）新箱石トンネル（盛岡側）

平成２９年度 宮古箱石道路 工事一覧

⑥施工：淺沼組

（仮）上片巣橋下部工

（仮）腹帯橋P2、P3橋脚

仮設桟橋
（仮）上茂市橋P1橋脚

H32開通目標H32開通目標

磯鶏地区
（仮）下川井トンネル（宮古側）

藤原地区

⑧国道106号 小山田地区道路工事

準備中

仮設桟橋
（仮）下川井トンネル（盛岡側）

⑤施工：大成建設

⑨川井腹帯地区道路改良工事

（仮）小山田こ道橋P1橋脚

⑦施工：前田建設工業

準備中
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P2 P3

P1

A1


