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工事完了報告

～ 国道106号 腹帯地区道路工事 ～

出

者

平成30年１月から宮古箱石道路のう
ち茂市腹帯工区の担当をしておりました。
このたび異動となり、宮古を離れること
となりました。宮古箱石道路の早期開通、
また宮古市の復興とさらなる発展をお祈
木村建設監督官
河上建設監督官
り申し上げます。ありがとうございまし
た。

大豊・佐田特定建設工事共同企業体

平成26年12月に工事着手し施工を進めてきました、腹帯地区でトンネル（腹帯第2トンネルL=577m、腹
帯第3トンネルL=283m）、腹帯橋（A1･A2橋台、P2･P3橋脚）、道路掘削･盛土等の工事が、この度無事
故で完了することが出来ました。
特に国道106号三ツ石トンネル前の工事では、長い間片側交互通行規制によりご迷惑おかけしましたが、皆
様のご理解とご協力により予定どおり工事を進めることができた事を、この場をお借りしてお礼を申し上げま
す。ありがとうございました。

昨年の４月より宮古箱石道路の担当を
しておりましたが、 このたび異動する
こととなりました。一年間と短い間では
ありましたが、復興事業のお役に少しで
も立てていればと 思います。今まであ
小野寺計画係長
りがとうございました。

腹帯第3トンネル盛岡側

平成29年度から宮古箱石道路の現場
監督をしておりました。 沿線地域から
は、開通を期待する多くの声が聞かれ、
本路線の重要性を感じました。 宮古盛
岡横断道路の一日も早い開通。そして東
北地方の早期復興、更なる発展を祈念い
たしまして、離任のあいさつとさせて頂
きます。 2年間ありがとうございました。

一昨年の４月から、宮古西道路の工事
を担当しておりましたが、４月期で異動
となりました。大変お世話になりました。
宮古から離れてはおりますが、開通と地
域の復興、発展をお祈りいたします。２
宮古西維持出張所
年間、ありがとうございました。
佐藤所長

※転出者の職名については平成31年３月末時点のものになります。

転

PPP宮古箱石 施工監理担当の紹介
【茂市腹帯工区担当】

ひらごおり

鈴木主任技術者

腰山担当技術者

工藤担当技術者

伊丹担当技術者

伊藤担当技術者

PPP（パブリック プライベート パートナーシップ）は、文字どおり、官と民がパートナーを組んで行う
事業であり、私たちは民間の会社で構成されてます。その中で施工監理とは、地元及び関係機関との協議や設
計・施工の監督・監理する仕事になります。
宮古箱石道路では３つの工区に分かれて担当しております。（裏面参照）
地域の皆様にご協力いただきながら、１日も早く完成出来るよう頑張っていきますので、どうぞよろしくお
願いいたします。
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

（TEL）0193-77-4733

平成31年４月から茂市腹帯工区の現場
監督を担当します。この道路を含め三陸
国道事務所で担当している復興道路・復
興支援道路は全国でも非常に注目されて
いる事業なので、早期開通に向けて誠心
西川建設監督官 誠意尽力させていただきます。

【下川井・川井箱石工区担当】

いたん

平郡専門技術者

者

平成31年4月より宮古箱石道路の事
業マネジメント 及び川井箱石工区、下
川井工区の現場監督を担当致します。
復興支援道路の早期開通を目指しがん
ばって参りますので よろしくお願いい
吉田建設専門官 たします。

腹帯橋下部工

【宮古西道路担当】

入

三陸国道

森本計画係長

平成31年4月より宮古箱石道路の事
業管理、関係機関協議、設計を主に担当
いたします。復興道路の担当ということ
で、1日も早い開通が地域の皆様の復興
の助力になると思っておりますので、全
力で業務に取り組んで参りたい所存です。
よろしくお願いします。

髙栁技官

４月より、宮古箱石道路の工事発注関
係を担当しております。地元の皆様の御
理解・御協力のもと、復興支援道路の早
期開通を目指して頑張りますので、よろ
しくお願いいたします。

4月より宮古箱石道路のうち、宮古西
道路の工事担当をしております。 地域
の皆様のご理解･ご協力を得ながら、復
興支援道路として早期の開通を目指して
頑張って参りますのでよろしくお願いし
宮古西維持出張所
ます。
赤石所長

で検索出来ます。
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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)
（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）腹帯橋 P1橋脚
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837ｍ ています。全長1,764ｍのうち
まで進んでいます。
635ｍまで進んでいます。
終
点

至

宮
古
市
箱
石

盛
岡

⑥施工：戸田・岩田地崎JV
（仮）腹帯第1トンネル
（盛岡側）

平成31年４月15日現在

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)

腹帯地区 函渠工

（仮）茂市トンネル（宮古側）

（仮）磯鶏トンネル（磯鶏側）

仮)茂市トンネルの掘削を行ってい
(仮)下腹帯橋下部工では、A1橋台が完
腹帯地区の函渠では、鉄筋の組立てを
(仮)腹帯橋P1橋脚では柱部の施工を
成し、A2橋台では沓座部の施工を
ます。全長1,885ｍのうち1,075
行っています。
行っています。
行っています。
ｍ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㎞

(仮)磯鶏トンネル（磯鶏側）では、全長
1,554ｍのうち845ｍまで掘削し、大成
建設での施工が完了しました。

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447ｍま 工と舗装が完了し、現在は法面工の施
工を行っています。
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）

⑧施工：日本ファブテック(株)
（仮）上茂市橋上部工

③施工：鹿島道路(株)

②施工：飛島建設(株)

（仮）小山田トンネル
（仮）磯鶏トンネル（小山田側）

(仮)下川井トンネルの掘削が完了し、覆工
を行っています。全長2050mのうち
1838ｍまでコンクリート打設が進んでい
ます。

（仮）上茂市橋上部工の架設を
行っています。

（仮）小山田トンネル内の、舗装
工事を行っています。

(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610mまで進んで
います。
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