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磯鶏地区舗装工事 施工箇所

サーモンくん みやこちゃん

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」

3/26，4/9 11:30～ （予定）

3/27，4/10 16:30～（再放送予定）

出演：宮古箱石道路安全協議会

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
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〒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

三陸国道事務所 ホームページは

三陸国道 で検索出来ます。

～ 松山地区道路改良工事 ～
（株）テラ 工期 H30.3.1～H31.1.31

菊池 現場代理人 菊池 監理技術者

工事完了した(仮)松山IC

今回の工事は、(仮)松山IC付近の切り回し道路の撤去とICとな

る道路の拡幅、舗装工事でした。

工事の前半は、土砂の掘削と運搬が中心で、現場からダンプで

土砂を運搬しました。ダンプの走行の際は、地域の皆さんが通行

しにくい事もあったかと思います。ダンプに走行をゆずっていた

だく事も何度かありました。

また、本工事は、夜間の自動車専用道路の通行止も必要な工事

でした。

そのような中、地域の皆様にご理解とご協力をいただき、工事

を順調に進められ、無事故で完成出来ましたことに感謝いたしま

す。

本当にありがとうございました。

国道106号 茂市地区道路工事を施工している戸田・岩田地崎JVの尾花です。今年1

月より宮古箱石道路安全協議会の会長職を拝命致しました。

宮古箱石道路は、震災復興のリーディングプロジェクトとして１日も早い完成が望ま

れており、当協議会への期待も年々大きくなっています。今年１年間、微力ながら協議

会活動の活性化を図って参りますのでよろしくお願いします。

尾花会長※「宮古箱石道路安全協議会」は、宮古箱石道路管内で工事を請け負っている

企業で構成されています。

～ 上片巣橋上部工工事 ～
日本ファブテック（株） 工期：H30.1.30～H31.1.31

齊藤 監理技術者

工事完了した上片巣橋

川井地区で平成30年９月から着手しました「上片巣橋上部工工

事」は、平成31年１月31日をもちまして工事が完了致しました。

昨年11月末に行いました国道106号を通行止めでの道路上橋桁

架設では、国道106号の利用を予定されていた方にはご迷惑をおか

けしましたが、迂回等のご協力により無事予定通り完了することが

出来ました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

現場施工の方は、冬期の現場塗装作業があり、積雪によって中断

しなければならないかと懸念しておりましたが、幸いにも天候に恵

まれ、無事故・無災害で完了することが出来ました。

日本ファブテック（株）としましては、岩手県内において２現場

が稼働中、３現場が工場製作中と、引き続き施工を行ってまいりま

すので、皆様のご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

工事完了報告

１月29日（火）宮古商工会議所（11名）の皆様が、宮古西道路の現場を見学しました。現在、掘削中の

（仮）磯鶏トンネル（磯鶏側：大成建設（株）、小山田側：飛島建設（株））、上部工施工中の（仮）小山田

こ道橋（(（株）富士ピー・エス）の現場を見ていただき、工事の進捗を確認していただきました。

（仮）磯鶏トンネル

（仮）小山田こ道橋

（仮）磯鶏トンネル坑内を見学

工事完了報告

工事現場紹介 国道106号磯鶏地区舗装工事
鹿島道路株式会社東北支店

岩渕 監理技術者

宮古箱石道路安全協議会

会長が交代しました！

宮古西道路で見学会を開催
１月29日（火） 宮古商工会議所 １１名

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

宮古箱石道路の最東端、『国道106号磯鶏地区舗装工事』を担当します、鹿島道路株式会社です。本工事は、

宮古市藤原から松山まで工事延長L=3.88㎞の舗装工事を行うものです。

また本工事では、舗装だけではなく排水構造物やガードレールの設置なども行います。

工事期間は平成32年2月28日までを予定しておりますが、地域の皆様へご迷惑とならないよう工事を進め

てまいりたいと思いますので、工事へのご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

地域の皆様にご利用いただけるよう現場事務所の脇に、ログ東屋と自動販売機を設置しましたので、ご自由

にお使いください。

現場事務所
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(仮)新箱石大橋P1橋脚は、躯体の施工
が完了しました。現在、覆工コンク
リートの仕上げ作業を行っています。

(仮)片巣トンネルの掘削を行ってい
ます。全長559ｍのうち306ｍま
で進んでいます。

川井地区で工事用道路の仮橋の施
工を行っています。

(仮)下川井トンネルの掘削を行ってい
ます。全長2,050ｍのうち2,042ｍま
で進んでいます。

(仮)腹帯第3トンネルでは坑門工のコンク
リート打設が完了し、型枠の解体を行って
います。

(仮)茂市橋では、P2,P3橋脚の躯体の施工
が完了し、現在施工ヤードの撤去を行って
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520mまで進んで
います。

(仮)小山田こ道橋上部工では、床版工
の施工が完了し、壁高欄の施工を行っ
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763ｍまで進んでいま
す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 ～ 箱 石 ） 工 事 状 況 平成31年2月15日現在

(仮)上川井橋A1橋台、A2橋台が完
成し、橋台の埋戻しを行っていま
す。

(仮)川井第1トンネルの掘削を行って
います。全長1,764ｍのうち503ｍ
まで進んでいます。

(仮)腹帯橋P1橋脚では柱部の施工を
行っています。

（仮）下腹帯橋のA1は完成し、A2
橋台躯体を施工しています。

腹帯地区では、函渠を施工するための掘削
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900ｍ
まで進んでいます。

高田機工㈱ －

下腹帯橋上部工工事 H30.9.4～H31.7.5 ㈱角藤 －

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

㈱奥村組 65-8361

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 ㈱安藤・間 85-1525

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 片巣地区道路工事 H29.12.14～H31.10.24

大豊建設㈱ 77-3750

茂市腹帯地区道路改良工事 H29.7.20～H31.3.27 ㈱森本組 65-6316 上川井地区道路改良工事 H30.3.30～H31.6.17 岩田地崎建設㈱ 65-8712

茂市地区道路改良工事 H30.7.19～H31.12.20 ㈱新井組 65-6655 川井腹帯地区道路改良工事 H29.4.3～H31.3.28

大成建設㈱ 77-5653

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 川井地区トンネル工事 H29.11.15～H32.5.29 西松建設㈱ 77-3777

国道106号　磯鶏地区舗装工事 H30.12.4～H32.2.28 鹿島道路㈱ － 国道106号 下川井トンネル工事 H26.12.16～H31.3.29

大豊建設㈱ 72-2001

小山田こ道橋上部工工事 H30.1.23～H31.3.20 ㈱富士ピー・エス 65-6570 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㈱ －

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

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
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2019年度開通目標 2020年度開通目標

平成３０年度 宮古箱石道路 工事一覧表

2020年度開通目標2020年度開通目標

（仮）磯鶏トンネル（磯鶏側）

①施工：大成建設(株)

（仮）下川井トンネル（宮古側） （仮）腹帯第3トンネル（盛岡側） （仮）磯鶏トンネル（小山田側）（仮）片巣トンネル（宮古側）

⑩上茂市橋上部工工事

準備中

㉑国道106号 新箱石大橋上部工工事

準備中

（仮）川井第2トンネル（宮古側）

（仮）茂市橋下部工

P2

P3

（仮）茂市トンネル（宮古側） （仮）小山田こ道橋上部工

川井地区

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

③施工：(株)富士ピー・エス⑤施工：前田建設工業(株)⑧施工：戸田・岩田地崎JV⑯施工：西松建設(株)⑰施工：大豊建設(株)

⑳施工：(株)安藤・間 ⑲施工：(株)奥村組 ⑱施工：岩田地崎建設(株) ⑮施工：大成建設(株) ⑫施工：大豊・佐田JV ⑦施工：(株)森本組 ②施工：飛島建設(株)

④国道106号 磯鶏地区舗装工事

準備中

（仮）新箱石大橋P1橋脚

P1

（仮）上川井橋下部工

A2
A1

⑬施工：大豊建設(株)

（仮）腹帯橋 P1橋脚

P1

⑥施工：(株)新井組

腹帯地区（仮）川井第1トンネル

（宮古側）


