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サーモンくんみやこちゃん

飛島建設株式会社

宮古箱石道路の工事進捗を実感！
～街づくりわいわい塾生１７名が宮古西工区を見学～

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

【宮古箱石道路安全協議会メンバー】 災害対策功労者表彰
～平成28年８月台風10号による災害復旧活動に対して～

茂市地区で市道部の除草を実施 県道２７７号宮古港線を清掃

平成２９年７月１８日（火）、宮古西工区にお

いて盛岡市の「街づくりわいわい塾」塾生１７名

による現場見学会が行われました。千徳松山地区

道路改良工事（株木建設（株））の現場に到着し

た塾生たちは、ヘルメットを装着して工事の進捗

状況について説明を受けました。塾生から「切っ

た土はどうするの？」といった質問があり「国や

県、市の復興事業などに活用していただいてま

す。」との回答に関心していました。見学会の

後には、完成した（仮）小山田トンネル坑口にて

記念写真を撮りました。

７月８日（土）茂市地区

道路工事（戸田・岩田地崎

ＪＶ）では、地域貢献の一

環として現場事務所近くの

市道部の除草を実施しまし

た。ＪＲの茂市駅へ通じる

道路が綺麗になり、地域の

みなさまに喜んでいただき

ました。

宮古箱石道路安全協議会

では、7月20日（木）に

宮古市小山田地区の県道

277号宮古港線にて清掃

活動を実施しました。

今後も、協議会では積極

的に清掃活動を行う予定で

す。

平成29年７月19日（水）仙台市戦災復興記念館 記念ホールにて、宮

古箱石道路安全協議会メンバーが行った平成２８年８月台風１０号による

災害復旧活動に対して、災害対策功労者として感謝状をいただきました。

～当時の災害復旧活動について（表彰団体より）～

担当していた工事の被災の有無に関係なく、宮古箱石道路安全協議

会という１つの大きな母体となり、協力しながら短期間で道路啓開作

業を進め、各社が集合して通行止め解除を向かえた瞬間は今でも感慨

深いものがあります。

下片巣接続橋上部工工事：オリエンタル白石㈱

花原市の道路損壊箇所の復旧作業中、水道管復旧の工程調整に苦労したのと、夜中に照明車の

下で作業員と一緒に食べた牛丼の味が格別においしかったです。協議会メンバー各社の連携も良

く、早期復旧出来たと思います。

松山IC道路改良工事：松尾建設㈱

箱石地区にて事務所を構えて翌日施工計画書の読合わせという状況において、台風10号に遭

遇し、２日間は106号線が不通となり身動きが取れない状況で、３日に盛岡→釜石→宮古経由

で食料と担当者への挨拶を行い、災害復旧作業に参加したのは、発生より5日目からでした。

作業内容は、蟇目地区での106号線の道路片付け清掃を、５人体制で３日間参加いたしました。

清流の綺麗なマイナスイオンに癒される閉伊川が台風の影響で変貌して、多大な被害を起しま

した。改めて自然の脅威を実感した次第です。建設業マンとして、その地域の地形、土質等な

どから、もし自然災害が起きたらを想定出来る技術者になれればと思います。

川井箱石地区道路改良工事：㈱淺沼組

磯鶏地区道路工事では、国道45号藤原および築地地内に流出した汚泥の処理、国道106号宮古

市茂市地内の道路崩壊現場の復旧作業に携わりました。

当初は、被災状況が掴めない中、資機材の調達のために関係先へ片っ端から連絡を入れました。

また、当工事の現場事務所や労務宿舎も床上浸水の被害にあったため、昼夜通しての復旧作業に

携わる労務者とその宿泊先を確保するのに苦労しました。

国道106号磯鶏地区道路工事：大成建設㈱

「国道45号外 千徳小山田道路工事」では、台風10号の来襲により、現場事務所兼宿舎の1階

部分（宮古市千徳）と国道106号ホーマック裏の閉伊川下部工工事が完全に水没し、被災いたし

ました。そのため、自らの現場や事務所の清掃片付けを行いながら、国道106号の復旧工事では、

大型土のうの作成運搬などの裏方作業を担当させていただきました。

国道106号復旧においても自工事の復旧においても、「関係する皆々が昼夜を問わず献身的に

作業を行うことで、すごいスピードで復旧が進んでいった」あの一体感と達成感に、何とも言え

ない感動を味わいました。

当工事は、その後順調に進み、平成29年3月末に無事完成しましたが、絶対に忘れることのな

い思い出の一つになりました。

国道45号外 千徳小山田道路工事：前田建設工業㈱
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当工区は、蟇目、夏屋地区にて道路を分断され、完全に陸の孤島状態の中で、限られた資機材

を工夫し、 大限に活用して復旧作業を行いました。夏屋１号橋開通時、通行車輌が数珠つなぎ

になって待っていて、通行する際に、手を合わせて感謝されたのが大変うれしかったです。

国道106号箱石地区道路工事：㈱安藤・間

当現場においては、8月31日に施工計画書の読み合わせを予定しておりましたが、台風10号

の影響により延期になりました。ただ、９月1日に台風の被害があまりにも尋常でなく、当現場

においても何かできる事がありませんかと庄司前建設監督官に相談に行った事を思い出します。

監督官からは、業者も入っていないのにお気持ちだけで有り難いとの言葉を頂いたのですが…

もし、段取りできるのであれば蟇目地区において国道106号に散乱している流木の片付け及び

ダンプ回転場の造成をして頂きたい旨を言われリース会社、協力業者に連絡をとり、当日（9月

1日）14：00に準備ができ、そのまま災害復旧に携わった事を思い出します。

小山田松山地区道路改良工事：㈱淺沼組

宮古箱石道路安全協議会メンバー各社が工事の垣根なく取り組みました。下川井

トンネル工事では、大型土のう運搬などの後方支援活動と、土砂等流出箇所の撤去

作業やそれに伴う交通誘導を行いました。被災されている地元の方に感謝されたり、

労いの言葉をかけて頂いたのが印象深いです。

国道106号下川井トンネル工事：大成建設㈱
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79-1685国道106号 腹帯地区道路工事 H26.12.3～H30.3.30 大豊・佐田JV 79-1855

77-5356小山田松山地区道路改良工事 H28.8.3～H29.8.10 ㈱淺沼組

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

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

国道106号　小山田地区道路工事 H29.4.1～H31.6.28

川井腹帯地区道路改良工事 H29.4.3～H30.3.20

国道106号 磯鶏地区道路工事 H28.4.1～H31.9.27

飛島建設㈱ 77-5322

宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 市 藤 原 ～ 宮 古 市 箱 石 ） 工 事 状 況 平成29年7月15日現在

大豊建設㈱ 77-3750国道106号 箱石地区道路工事 H26.12.17～H30.2.28 ㈱安藤・間 85-1525

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

大成建設㈱ 77-5162

藤原・磯鶏地区で山を掘削して土
砂を搬出しています。

(仮)茂市トンネルを施工するため
の工事用道路を施工しています。

(仮)上片巣橋A1橋台の鉄筋組立を
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橋脚の柱鉄筋を組
み立てています。

(仮)小山田こ道橋P1橋脚では、梁
部の型枠組立を行っています。

(仮)新箱石トンネルの掘削を行っ
ています。全長1493ｍのうち
1140ｍまで進んでいます。

橋脚2基の施工がすべて完了しました。全
体の工事は引続き継続しますので、これ
からもよろしくお願いいたします。

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。

トンネルの掘削した土砂(ずり)を坑外
へ運搬する設備(連続ベルトコンベア
システム)を設置しました。

一般国道45号「宮古道路」の切替え
工事の後、松山地区の切土工事に着手
しています。
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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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平成２９年度 宮古箱石道路 工事一覧

⑥施工：淺沼組

H32開通目標H32開通目標

⑤施工：大成建設

⑨川井腹帯地区道路改良工事

⑦施工：前田建設工業

準備中

⑧施工：飛島建設

（仮）新箱石トンネル（盛岡側） （仮）上片巣橋A1橋台 （仮）上茂市橋P1橋脚（仮）腹帯第1トンネル 磯鶏地区

藤原地区

工事用道路（宮古側）

（仮）小山田こ道橋P1橋脚

A1

P1

（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

松山地区


