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サーモンくん みやこちゃん

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

宮古箱石道路の事業進捗状況

他イベント情報など

みやこハーバーラジオ

「復興のつち音」

10/23，11/13 11:30～ （予定）

10/24，11/14 16:30～（再放送予定）

出演：宮古箱石道路安全協議会

8月26日（日）、川井小学校において、「第19回

地区対抗ソフトボール大会」（川井地域振興センター

主催）が開催され、川井地区トンネル工事（西松建設

（株））が参加しました。あいにくの天候でしたが、

川井地区代表チームと西松建設（株）選抜チームに別

れ、手に汗を握る熱戦を繰り広げました。好プレー珍

プレー続出の試合でしたが、結果は地力に勝る川井地

区代表チームに大敗を喫しました。その後の懇親会に

も参加させていただき地域の方々と交流を深めること

ができ、リベンジを果たすべく来年の再戦をお願いし

ました。

宮古箱石道路最後のトンネル工事に着手！
～一日も早い復興と工事の安全を祈念～

道路の清掃活動を実施 〈宮古箱石道路安全協議会〉

宮古市新里・腹帯地区では近年の人口減少、少子高齢化

により夏の風物詩であった盆踊り大会が人手不足により閉

幕して30年・・・・・

今年「僕らの夏祭り」として復活するということで、宮

古箱石道路安全協議会では、腹帯地区道路工事（大豊・佐

田JV）現場事務所の駐車場を会場として提供しました。

また、会場の準備でも全面的に協力させていただきました。

みんなで協力して作り上げたやぐらを囲んでの「復活

腹帯盆踊り」は、暗くなってからもたくさんの人で賑わい

ました。活気と笑顔であふれた夏まつりでした。

30年ぶり「復活 腹帯盆踊り」

『やまびこフェスタ』でパネル展開催！！
～パネル展 ゲーム等で大盛況～

９月1日（土）道の駅やまびこ館で開催された『やまびこフェスタ』

で、宮古盛岡横断道路『パネル展』（宮古箱石道路安全協議会）を開催

しました。

当日は天候も良く、多くの方々が来場されました。今回も好評のバッ

クホウによる『ボールすくいゲーム』は、子供から大人まで楽しんでい

ただきました。また、来場された方々からは「横断道路はいつ頃完成す

るのか」「宮古盛岡間はどのくらい時間が短縮されるのか」といった質

問が多く、早期開通への期待の大きさが伝わってきました。

９月13日（木）国道106号片巣地区道路工事（（株）奥村組）において、山本宮古市長及び用地提供

者・地元関係者が出席し、（仮）片巣トンネル（延長559ｍ）工事の安全と、被災地の一日も早い復興を

祈念して式典が執り行われました。

このトンネル工事で、宮古箱石道路全11トンネル全てが着工となります。

復活！！ 新里・腹帯地区

30年ぶりの盆踊り

田中三陸国道事務所長 鍬入れで安全祈願

ソフトボール大会に参加

発 行 ： 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）

編集・監修： 国土交通省三陸国道事務所

山本宮古市長より祝辞

ただいま熱戦中！！

８月23日（木）宮古箱石道路安全協議会では、県道277号線千徳大橋～宮古浄化センター出入口付近で道

路清掃を行いました。

24社、約40名で、歩道の特に堆積した土砂の撤去、除草作業及びゴミ拾いを実施しました。

今後も定期的に道路の清掃活動を行うこととしていますので、ご理解とご協力をお願い致します。
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現場事務所TEL

国道106号 磯鶏地区道路工事 H28.4.1～H31.9.27 大成建設㈱ 77-5162 国道106号 腹帯地区道路工事 H26.12.3～H31.3.29 大豊・佐田JV 79-1855

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

大豊建設㈱ 72-2001

小山田こ道橋上部工工事 H30.1.23～H31.2.14 ㈱富士ピー・エス 65-6570

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～H31.8.15 飛島建設㈱ 77-5322 腹帯上川井地区道路改良工事 H29.7.19～H31.3.25

松山地区道路改良工事 H30.3.1～H30.12.21 ㈱テラ 65-9810

西松建設㈱ 77-3777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

川井腹帯地区道路改良工事 H29.4.3～H31.3.28 大豊建設㈱ 77-3750

国道106号 川井地区トンネル工事 H29.11.15～H32.5.29

茂市地区道路改良工事 H30.7.19～H31.9.30 ㈱新井組 －

㈱安藤・間 85-1525

上片巣橋上部工工事 H30.1.30～H31.1.31

岩田地崎建設㈱ 65-8712茂市腹帯地区道路改良工事 H29.7.20～H31.3.27 ㈱森本組 65-6316

国道106号 片巣地区道路工事 H29.12.14～H31.10.24 ㈱奥村組 65-8361

上川井地区道路改良工事 H30.3.30～H31.3.11

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

高田機工㈱ －下腹帯橋上部工工事 H30.9.4～H31.7.5 ㈱角藤 －

国道106号　腹帯橋上部工工事 Ｈ30.9.20～Ｈ32.3.19 宮地エンジニアリング㈱

上茂市橋上部工工事 H30.3.30～H31.7.9 日本ファブテック㈱ －

国道106号　新箱石大橋上部工工事 H30.4.1～H32.2.3

－

日本ファブテック㈱ 65-9466茂市橋上部工工事 H30.9.7～H31.9.25 日本ファブテック㈱ －

国道106号　箱石地区道路工事 H26.12.17～H31.2.28

宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 市 藤 原 ～ 宮 古 市 箱 石 ） 工 事 状 況 平成30年9月15日現在

(仮)新箱石大橋P1橋脚の柱部の施
工を行っています。

川井地区で工事用道路の仮橋の施工
を行っています。

(仮)川井第2トンネルの掘削を行っ
ています。全長1,782ｍのうち
108ｍまで進んでいます。

(仮)腹帯橋P1橋脚では、床堀作業
を行っています。

(仮)下腹帯橋A1橋台は、施工が完了しま
した。A2橋台では深礎杭の掘削作業を
行っています。

(仮)茂市トンネルの掘削を行って
います。全長1,885ｍのうち
540ｍまで進んでいます。

(仮)小山田こ道橋の上部工架設を
行っています。

(仮)磯鶏トンネル（磯鶏側）の掘削を行っ
ています。全長1,554ｍ（845mを大成建
設で施工）のうち509ｍまで進んでいま
す。

(仮)片巣トンネルの掘削を行って
います。全長559ｍのうち19ｍ
まで進んでいます。

(仮)上川井橋A1橋台、A2橋台で
はコンクリート打設を行っていま
す。

(仮)下川井トンネルの掘削を行っ
ています。全長2,050ｍのうち
1,537ｍまで進んでいます。

(仮)腹帯第3トンネル（盛岡側）
で掘削が開始しました。残り
25mで貫通となります。

(仮)茂市橋P2、P3橋脚では鉄筋組立
を行っており、P1橋脚では締切鋼矢
板の打設を行っています。

松山地区で「宮古道路」の仮設道路の
撤去作業を行っています。

(仮)磯鶏トンネル（小山田側）の掘削を
行っています。全長1,554ｍ（709mを飛
島建設で施工）のうち220mまで進んでい
ます。
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平成３０年度 宮古箱石道路 工事一覧

H32開通目標H32開通目標

（仮）磯鶏トンネル（磯鶏側）

①施工：大成建設⑤施工：前田建設工業

（仮）下川井トンネル（宮古側） （仮）腹帯第3トンネル（盛岡側）

②施工：飛島建設

（仮）磯鶏トンネル（小山田側）

⑰施工：大豊建設

（仮）片巣トンネル（宮古側）

⑦施工：森本組

⑧施工：戸田・岩田地崎JV⑬施工：大豊建設⑯施工：西松建設

⑳上片巣橋上部工工事

準備中

⑩上茂市橋上部工工事

準備中

㉒国道106号 新箱石大橋上部工工事

準備中

⑲施工：奥村組

（仮）川井第2トンネル（宮古側）（仮）新箱石大橋P1橋脚

P1

（仮）腹帯橋P1橋脚

P1

（仮）茂市橋下部工

P2 P3

（仮）茂市トンネル（宮古側）

④施工：テラ

松山地区

⑥茂市地区道路改良工事

準備中

（仮）下腹帯橋下部工

A2

A1

川井地区

A1

A2

③施工：富士ピー・エス

（仮）小山田こ道橋上部工

⑱施工：岩田地崎建設

川井地区

P1

⑨茂市橋上部工工事

準備中

⑪下腹帯橋上部工工事

準備中

⑭国道106号 腹帯橋上部工工事

準備中


