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みやこちゃん

（仮）下川井トンネルが貫通しました！！

工事完了報告

～ 小山田こ道橋上部工工事 ～

小山田地区で平成30年7月から着手しました「小山田
こ道橋上部工工事」は平成31年3月20日をもちまして
工事が完了しました。昨年の9,10月、本年の3月に架設
等で県道を通行止め規制を行った際は、ご迷惑をおかけ
しましたが、無事予定通り完了することができました。
この場をお借りしてお礼を申し上げます。
現場施工の方は、冬季間の施工による積雪等の影響で 山口 監理技術者
中断等も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できました。
ご協力いただきました地域の皆様に感謝いたします。

株式会社 富士ピー・エス

工事完了した（仮）小山田こ道橋

工事完了報告 ～ 茂市腹帯地区道路改良工事 ～
２月26日（火）下川井トンネル工事（大成建設（株））において、（仮）下川井トンネル（Ｌ＝
2,050ｍ）が貫通しました。貫通には工事発注者および受注者約80人が見守る中、大型ブレーカー
による貫通工事が行われ無事貫通し、三陸国道事務所の田中事務所長よりお祝いの言葉をいただき
ました。

【茂市腹帯地区道路改良工事】は平成29年10月に着
手し、平成31を年3月に工事を完了する事ができました。
工事前半の平成30年3月には、河川の増水により施工
ヤードが流されたり、仮締切工の施工には１年以上の期
間がかかり苦労する事もありましたが、地域の皆様方に
ご理解とご協力をいただき工期内に完了する事ができま
山本 監理技術者
した。
本当にありがとうございました。
工事完了した茂市橋（P2・P3橋脚）

工事完了報告
大型ブレーカーによる掘削作業

田中事務所長よりお祝いの言葉

記念撮影

（仮）腹帯第１トンネルの貫通見学会が行われました
3月12日（火）茂市地区道路工事（戸田・岩田地崎ＪＶ）において、（仮）腹帯第１トンネル
（Ｌ＝1,774ｍ）の内Ｌ＝1,661ｍが貫通しました。貫通見学会には地域住民および工事関係者約
100人が見守る中、大型ブレーカーによる貫通工事が行われました。無事に貫通し、参加者による
万歳コールでお祝いをしました。

掘削し、無事に貫通

万歳コール！！

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

三陸国道事務所 ホームページは

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

記念撮影

（TEL）0193-77-4733

三陸国道

で検索出来ます。

～ 川井腹帯地区道路改良工事 ～

川井総合事務所の裏で施工していました「川井腹帯地
区道路改良工事」は平成31年３月22日をもちまして工
事が完了しました。
工事は、川井第１トンネルと川井第２トンネルの間の
明かり部にある、上川井橋橋台２基と周辺の掘削盛土工 阿佐見 現場代理人
事でした。
地域の皆様には、生活道路を10tダンプが走行し、ご
不便をおかけしましたが、ご理解とご協力により工事は
無事故で完成しましたことに感謝いたします。
久代 監理技術者
ありがとうございました。

工事完了した上川井橋（Ａ１・Ａ２橋台）

工事完了報告 ～ 国道106号 箱石地区道路工事 ～
箱石地区道路工事は、新箱石トンネル（L=1,493ｍ）、
上片巣橋下部工（A1橋台、P1・P2橋脚）、新箱石大橋
下部工（P1橋脚）、新箱石トンネル盛岡側の路体盛土、
閉伊川を渡るための仮桟橋を箱石と片巣に各1基ずつ施工
いたしました。地域の皆様のご理解とご協力により無事
工事を完了することが出来ましたこと深く感謝申し上げ
ます。また、箱石・片巣・鈴久名地区の皆様には4年3ヶ
飯田 監理技術者
月の間、数々の地域行事にお誘いいただくなど、大変お
世話になりました。この場をお借りして御礼申し上げま
す。本当にありがとうございました。
みやこハーバーラジオ

4/23，5/14 11:30～ （予定）
4/24，5/15 16:30～（再放送予定）

「復興のつち音」

出演：宮古箱石道路安全協議会

新箱石トンネル（仮称）盛岡側

宮古箱石道路の事業進捗状況
他イベント情報など
宮古市キャラクター利用許可 水 第1091号

平成３１年度 宮古箱石道路 工事一覧表
工
事
名
① 国道106号 磯鶏地区道路工事
② 国道106号 小山田地区道路工事

工
期
H28.4.1～H31.9.27
H29.4.1～H31.8.15

受 注 者
大成建設㈱
飛島建設㈱

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

H30.12.4～H32.2.28
H28.11.26～H31.5.31
H30.7.19～H31.12.20
H27.2.19～H31.6.28
H30.9.7～H31.9.25
H30.3.30～H31.7.9
H31.4.1～H32.3.13

鹿島道路㈱
前田建設工業㈱
㈱新井組
戸田･岩田地崎JV
日本ファブテック㈱
日本ファブテック㈱
㈱新井組

No.

国道106号 磯鶏地区舗装工事
国道106号 茂市トンネル工事
茂市地区道路改良工事
国道106号 茂市地区道路工事
茂市橋上部工工事
上茂市橋上部工工事
上茂市橋外床版工事

工
事
名
⑩ 下腹帯橋上部工工事
⑪ 腹帯上川井地区道路改良工事
⑫ 国道106号 腹帯橋上部工工事
⑬ 国道106号 下川井トンネル工事
⑭ 国道106号 川井地区トンネル工事
⑮ 上川井地区道路改良工事
⑯ 国道106号 片巣地区道路工事
⑰ 国道106号 新箱石大橋上部工工事

現場事務所TEL
77-5162
77-5322
－
79-1685
65-6655
65-7007
－
－
－

No.

工
期
H30.9.4～H31.7.5

受 注 者
㈱角藤

H29.7.19～H31.4.25
Ｈ30.9.20～Ｈ32.3.19
H26.12.16～H31.6.28
H29.11.15～H32.8.28
H30.3.30～H31.6.17
H29.12.14～H31.10.24
H30.4.1～H32.2.3

大豊建設㈱
宮地エンジニアリング㈱
大成建設㈱
西松建設㈱
岩田地崎建設㈱
㈱奥村組
高田機工㈱

現場事務所TEL
－
72-2001
－
77-5653
77-3777
65-8712
65-8361
－

宮古箱石道路（宮古～箱石）工事状況
⑪施工：大豊建設(株)

⑭施工：西松建設(株)

⑥施工：戸田・岩田地崎JV

（仮）腹帯橋 P1橋脚

（仮）川井第2トンネル（盛岡側） （仮）川井第1トンネル（宮古側）

（仮）腹帯第1トンネル（盛岡側）

⑤施工：(株)新井組

④施工：前田建設工業(株)

①施工：大成建設(株)

（仮）茂市橋P1橋脚

（仮）茂市トンネル（宮古側）

（仮）磯鶏トンネル（磯鶏側）

P3

P2

P1

平成31年３月15日現在

P2
P1

(仮)川井第2トンネルの掘削を行って (仮)川井第1トンネルの掘削を行っ
います。全長1,782ｍのうち735ｍ ています。全長1,764ｍのうち
まで進んでいます。
589ｍまで進んでいます。
終
点

至

宮
古
市
箱
石

盛
岡

(仮)腹帯橋P1橋脚では柱部の施工を (仮)腹帯第1トンネル（盛岡側）が、3/12 （仮）茂市橋P1橋脚では、柱部の施工を
をもって貫通しました。地元の方々と貫通
行っています。
行っています。
見学会を行いました。

(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804ｍまで進んでいま
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996ｍ
まで進んでいます。

宮古箱石道路（宮古～箱石） 延長 約33㎞
川井箱石工区

下川井工区

茂市腹帯工区

L=約7㎞

L=約2㎞

L=約7㎞

2020年度開通目標

340

2019年度開通目標

宮古西道路

宮古西道路

（県施工）L=3.3㎞

（国施工）L=約4㎞

45

2020年度開通目標

2020年度開通目標
根市

⑨上茂市橋外床版工事
蟇目

準備中

起
点

路線平面図

宮
古
市
藤
原

藤原
藤原

106

106

⑰国道106号 新箱石大橋上部工工事
準備中

106
箱石

⑫国道106号 腹帯橋上部工工事
準備中
陸中川井

45

⑦茂市橋上部工工事
準備中

腹帯

⑩下腹帯橋上部工工事
準備中
340

⑯施工：(株)奥村組
（仮）片巣トンネル（宮古側）

⑮施工：岩田地崎建設(株)
川井地区

(仮)片巣トンネルの掘削を行ってい 川井地区の工事用道路では、仮橋の施
ます。全長559ｍのうち391ｍま 工が完了し、舗装やガードレールの設
置を行っています。
で進んでいます。

⑬施工：大成建設(株)
（仮）下川井トンネル（宮古側）

(仮)下川井トンネル（宮古側）が、
2/26をもって貫通しました。2019年
度開通に目指して頑張って参ります。

⑧施工：日本ファブテック(株)
（仮）上茂市橋上部工

（仮）上茂市橋の上部工仮設を
行っています。

③施工：鹿島道路(株)
（仮）小山田トンネル

（仮）小山田トンネル内の、舗装
工事に着手しました。

②施工：飛島建設(株)
（仮）磯鶏トンネル（小山田側）

(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563mまで進んで
います。
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