
・国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所　〒027-0029宮古市藤の川4番1号

建設監督官(宮古田老道路担当) TEL:0193-71-1745 FAX:0193-71-1738
また、工事見学のご希望がありましたら、
下記に記載のURLから工事見学の募集を承っています。 ・三陸沿岸道路事業促進チーム（宮古田老工区）　三陸国道事務所東庁舎１-２
ホームページ　 施工監理担当　TEL:0193-77-4731
URL:http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html

※宮古中央IC以外のICや構造物の名称は仮称です※

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

「宮古田老道路かわらばん」は、宮古田老道路の一日も早い完成を願い、地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況

や様々なトピックを情報発信しています。より良い広報誌づくりのために、ご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

このバナーから募集しています。

見学会は随時受付中です。お待ちしています！

協議会の活動に関するアンケートを実施しました

1月24日（日）に、国道45号長内川橋工事（（株）ピーエス三菱）にて、現場付近
の下荒谷地区の方々を招待し、見学会を開催しました。足下の悪い中、沢山の方々にご
参加頂きました。ありがとうございました。

下荒谷地区

至 釜石

工事の紹介

“アーチカルバート”を設置しています！ 乙部野重津部地区改良工事 村本建設㈱

サーモンくん みやこちゃん

長内川橋で地元見学会を開催 ～田老 下荒谷地区の皆様～

ほのかちゃん(小学校2年生)

ご家族でご参加頂きました！

長内川橋の概要を説明 直径11m、深さ20mの杭を
つくる様子を見学しました

橋が架かる場所で記念撮影

大きい！深い！橋脚の高さは約45mです！

位置図至 久慈
見学

場所

１.１本目の壁を設置します

１本の重さ・・・約１８ｔ １２０ｔ クレーン

２.２本目の壁を設置します ３.繰り返し設置していきます

完成断面イメージ図

当工事は宮古田老道路のうち、乙部野～重津部地内において、切土・盛土・カルバート工事を行ってい
ます。カルバート工事は、周辺では見ることのできない“アーチカルバート”を設置していますので、そ
の施工内容をご紹介します。

≪ループアーチ工法≫
この工法は、壁を2分割にした製品と現場打ちコンクリートを合わせてアーチカル

バートを施工するというものです。

アーチ状とする利点は、①土を高く盛る事ができる、②作業時間が短い等が挙げら
れます。

※工事の流れ

これから現場打ち部の
施工が始まります

１日でも早く復興道路
が完成できるよう、これ
からもがんばります!

工事担当者紹介

兵庫県出身 京都府出身 高知県出身

左＞ 関（担当技術者）

中＞ 和田（担当技術者）

右＞ 渡辺（現場代理人・

監理技術者）

昨年１２月に、日頃の安全協議会の活動に対して、地元の方々の意見や要望をお聞きしたいと
思い、毎月“かわらばん”を配布や回覧して下さる方々に、アンケート調査にご協力をお願いし、
貴重なご意見をいただきました。今後の協議会運営や安全な工事施工に役立てて参ります。今回、
一部ですが調査結果をご報告させていただきます。

①“宮古田老道路かわらばん”について

・工事に対して関心が得られるようになった。毎月楽しみにしている。
・進捗状況がいつも同じでわかりにくい。
・働いている方々が全国からきていることが、かわらばんを読んで

わかりました。これからも働いている方々の声を教えて頂きたいです。
・普段見ることのない建設機械を紹介して欲しい。

など

②“ダンプトラックの通行”について

・安全には注意していただいているようなので、今後もお願いします。
・通学路で歩道がないところがあるので心配だ。
・高齢者が多い地域のため、事故が心配。
・(運転中に)大型車と大型車の間になった時、怖いと感じる。

など

③“安全協議会の清掃活動”について

・今まで、発注者の方が行っていると思っていました。
・見かけたことあるが、協議会だとは知らなかった。
・ダンプが通行する路線全般の小石を掃除して欲しい。
・良いことだと思うので、どんどんやってください。

など

④その他のご意見

・早期完成を待ち望んでいる。
・今後も事故やご健康に留意されて、お力添えをお願いいたします。
・一般向けの見学会を少人数(５､６人)でもやってくれたらと思っている。
・トンネルの見学会を検討しているので、ぜひ参加したいと思っている。

など、早期完成や見学会などのご意見が多々ございました。

見学会の受付は、随時行っています。少人数でも結構ですので、右側に
ある連絡先までお気軽にお問い合わせください！

また、ご意見・ご感想などございましたら、いつでもお寄せ下さい。

面白かったです。今度は（完成し
た）橋も見てみたいです

1月中旬に据付完了しました

４.壁と壁の間を固定します ５.防水(目地埋め)作業をします ６.完成断面イメージ図

←宮古田老道路→

これから現場打ち部の
施工が始まります

H27.12 市役所前国道清掃

H27.6

山口第2トンネル 地元見学会

水路

現場打ち部

皆様からの声を参考に、復興
を実感していただける“かわら
ばん”にしていきます。ご協力
ありがとうございました。

協議会 会長

安全運転に努めます！！

樫内地区トンネル工事 田代さん
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手前に見える丸いものが、橋台

(きょうだい)を支える杭です。

施工：①前田建設工業

現場の全景写真です。1/24に現場

見学会を開催しました。

施工：⑧ピーエス三菱

樫内第2トンネル起点側の状況です。

現在、起点側380m

終点側503m の進捗です。

施工：⑤三井住友・日本国土JV

工事の、最後の仕上げを行ってい

ます。

施工：⑩植木組

工場で橋桁(はしげた)の製作を

行っています。

山口第2トンネル終点側の状況です。

現在、起点側516m

終点側1,234m の進捗です。

“アーチカルバート”の据付が完

了しました。

施工：⑫村本建設

田老第3トンネル終点側の坑口です。

防音扉を設置しています。

現在、104m の進捗です。

施工：⑦五洋建設

⑧

山口地区の状況をドローンで撮影

しました。引き続き、土を搬出し

ています。

施工：③東急建設

【
終
点
】

【
起
点
】

⑨

②

⑫

⑤

※宮古中央IC以外のICや構造物の名称は仮称です※
Ｈ29年度供用目標

（田老第2IC～田老北IC）

Ｈ32年度供用目標

（宮古中央IC～田老第2IC）

☆現場の声☆

重津部地区の状況です。まもなく

工事が始まります。

施工：⑬松尾建設

国道45号真崎大橋から青野滝川橋

を見ています。

施工：⑭川田建設

【H27.6】

新田平地区の状況です。

施工：⑨不動テトラ

【現在】

山を掘削する工事がここまで進み

ました。

田老第1トンネル内部の状況です。

現在、93m の進捗です。

施工：⑥フジタ施工：②日立造船

国道45号田老北地区道路改良工事を担当する、松尾建設の折田（オリタ、今年成人）です。出

身は鹿児島県で、高校時代はﾗｸﾞﾋﾞｰ部でした。鹿児島県は雪が積もることが殆どないので、

1/19朝の現場の雪には大変驚きました。

今年から本格的に工事を開始しますが、ﾗｸﾞﾋﾞｰ日本代表の五郎丸選手のキックのような、

精度の高い施工で、復興道路事業にＴＲＹしていきたいと思います。よろしくお願いします。

施工：④飛島建設

⑪

番号 工事名 工期 受注者 番号 工事名 工期 受注者

番号 工事名 工期 受注者 ⑥ 国道45号田老地区道路工事 H26.10.3～H29.3.31 ㈱フジタ ⑫ 乙部野重津部地区改良工事 H27.4.2～H28.3.25 村本建設㈱

① 国道45号外千徳小山田道路工事 H26.3.7～H28.3.30 前田建設工業㈱ ⑦ 国道45号田老地区トンネル工事 H26.3.1～H28.6.15 五洋建設㈱ ⑬ 国道45号田老北地区道路改良工事 H27.11.17～H29.5.31 松尾建設㈱

② 国道45号閉伊川橋上部工工事 H27.3.17～H28.9.20 日立造船㈱ ⑧ 国道45号長内川橋工事 H26.12.4～H29.3.24 ㈱ピーエス三菱 ⑭ 国道45号青野滝川橋外上部工工事 H27.2.17～H28.10.7 川田建設㈱

③ 国道45号宮古北地区道路工事 H27.3.17～H29.10.13 東急建設㈱ ⑨ 国道45号田老北地区道路工事 H26.11.19～H29.3.6 ㈱不動テトラ

④ 国道45号山口第2トンネル工事 H26.2.28～H28.7.21 飛島建設㈱ ⑩ 乙部野北地区改良工事 H27.4.2～H28.2.16 ㈱植木組

⑤ 国道45号樫内地区トンネル工事 H25.12.27～H28.9.16 三井住友建設・日本国土開発特定JV ⑪ 重津部地区道路改良工事 H28.1.26～H29.1.31 村本建設㈱

宮古田老道路工事一覧表　(起終点順)


