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工事現場紹介 茂市地区道路工事
～ 着実に進む （仮）上茂市橋 ～

【第３回】 川井箱石工区 【仮】新箱石大橋付近空から見た

宮古箱石道路

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

国道106号 下川井トンネル工事 安全祈願祭開催
～工事の安全と早期復興を祈願～

５月25日（木）、下川井トンネル工

事において（仮）下川井トンネル（Ｌ

＝2,050m）の安全祈願祭がトンネル

起点側（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、関係機関、工事関

係者など約100名が出席しました。

鍬入れ式は来賓から始まり 後は受

注者を代表して大成建設（株）伊藤東

北支店長が行い工事の安全を祈願しま

した。

（仮）下川井トンネルは宮古箱石道

路で計画されている11箇所のトンネル

の中で も長いトンネルになります。

工事現場紹介 磯鶏地区道路工事
～着実に進む 磯鶏地区 ～

2,050ｍ

（仮）下川井トンネルの坑口 鍬入れ式の様子

(仮)下川井トンネル

川井地区民運動会に参戦！

下川井トンネル工事（大成建設

（株））では、６月11日（日）に

開催された「川井地区民運動会」に

昨年に引き続き参戦しました。

綱引き、徒競走など地域の方々と

交流を深めると共に、いい汗をかき

ました。

今回で３回目となる「空からみた

宮古箱石道路」は川井箱石工区（L=

７．０km)で も盛岡よりの箇所を

紹介します。

写真①は盛岡方向から宮古方向を

見た写真で、手前のコンクリート構

造物は（仮）新箱石大橋の橋台で、

奥の方に見えるのが、新箱石トンネ

ルの坑口になります。写真②は同じ

場所で宮古方向から盛岡方向を見て

おり、先には閉伊川と国道106号が

見えます。ここで（仮）新箱石大橋

で閉伊川を渡り国道106号に接続さ

れます。

平成28年6月

工事着手

磯鶏地区道路工事（大成建設（株））は、平成28年5月

に工事説明会を開催し、平成28年6月に工事着手しました。

台風10号の影響はあったものの、工事は順調に進んでおり

ます。

平成29年６月現在は掘削箇所の法面を保護するため、法

面処理を行いながら着実に掘削作業を進めています。

平成28年11月

掘削状況

平成29年６月現在

磯鶏地区全景

①橋台を作るところを掘削しています ②鉄筋を組立てています

③足場を組立てています ④コンクリートを打設しています

茂市地区道路工事（戸田・岩田地崎

JV）の（仮）上茂市橋A1橋台は平成

27年7月に着手し、平成29年１月に

完成しました。平成28年に台風10号

の影響を受け、大幅に工事が遅れたも

のの平成29年１月に無事完成しまし

た。引き続きP1橋脚に着手し早期完

成をめざして頑張っています。

Ｐ１橋脚 Ａ１橋台

撮影位置

撮影方向

①

②

①

②

（仮）上茂市橋工事箇所全景

平成28年11月

法面処理状況
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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
191m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の拡幅工
事を行っています。

（仮）腹帯橋P3橋脚のコンク
リート打設が終わり、足場解体を
始めます。

(仮)下茂市橋P1橋脚を施工するた
めの仮締切工を行っています。

函渠工を施工するため、一般国道
45号「宮古道路」の切替え工事
を行いました。

(仮)新箱石トンネルの掘削を行っ
ています。全長1493mのうち
1071mまで進んでいます。

(仮)上片巣橋A1橋台の床堀りを
行っています。

(仮)腹帯第1トンネルを掘るため
の作業用トンネルを掘削していま
す。

(仮)上茂市橋P1橋脚では、フーチ
ング鉄筋を組み立てています。

(仮)小山田こ道橋P1橋脚では、鉄
筋組立を行っています。

藤原・磯鶏地区で山を掘削して土
砂を搬出しています。

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6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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（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A1橋台

（仮）腹帯橋P2、P3橋脚

（仮）上茂市橋P1橋脚（仮）腹帯第1トンネル

H32開通目標H32開通目標

磯鶏地区

藤原地区

（仮）下茂市橋P1橋脚

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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P1

P2 P3

（仮）下川井トンネル（宮古側）（仮）下川井トンネル（盛岡側）
（仮）腹帯橋P2、P3橋脚

P2 P3

⑧施工：飛島建設

切替え道路

一般国道45号

「宮古道路」


