
・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。ぜひ、お聞き逃しなく！

ただいま、“みやこハーバーラジオ”に出演中です！

サーモンくん みやこちゃん

毎週木曜 12：35～【生放送】

田老第3小学校の皆さんが復興工事を体験しました！
～青野滝川橋外上部工工事 川田建設(株)～

★復興工事について、工事担当者より工事内容や進捗状況に関して出来る限り、
分かり易い言葉でお伝えしております。

～今までの出演状況～

東日本大震災から5年

3月1日(火)に宮古市立田老第3小学校１．２年生の児童8名の皆さんが、青野滝川橋
の上部工の工事を見学されました。地上から約３０ｍ上の景色に、皆さん歓声をあげ
ていました。

宮古北地区道路工事 山口第２トンネル工事

天候に恵まれました

何が見えるかな？ 橋の中は迷路みたいでした

たかい！
おもしろい！

工事用エレベーターに乗りました

国道45号真崎大橋より記念撮影

２／２５ 宮古北地区道路工事
【東急建設】

３／15 山口第2トンネル工事
【飛島建設】

３／１０ 樫内地区トンネル工事
【三井住友JV】

３／17 田老地区道路工事
【フジタ】

３／３１ 長内川工事
【ピーエス三菱】

★今後の放送予定（毎週木曜12：35～）

日程 工事名 会社名
4/7 田老北地区道路工事 不動テトラ
4/14 重津部地区道路改良工事 村本建設
4/21 青野滝川橋外上部工工事 川田建設
4/28 田老北地区道路改良工事 松尾建設

地元の皆さんは協力的でありがたいです。

当現場では、70～80名
の方が働いています。

現場見学を希望される方
は、いつでも歓迎します。

昨年の安全祈願祭では、市長をはじめ多
くの方々にご列席いただきました。

見学会は、どなたでも参加出来ます。 お気軽にお問い合わせください！！

３／24 田老地区トンネル工事
【五洋建設】

田老地区体育大会では田老名物リ
レーに参加し、ウニ取りをしました。

宮古の皆さまに喜ばれ
るよう、頑張ります。

ひるなび８２６
「おでんせハーバーラジオへ」

各現場では、地震発生時刻に合わせて一
斉に黙祷を行いました。

また、協議会メンバー１９名が宮古市主
催の追悼式に参列させていただき、早期復
興に向けた誓いを新たにしました。

ご卒業おめでとうございます

現場見学に来ていただいた小学校の
皆様に、感謝の気持ちを込め、"ご卒業
おめでとう"看板を寄贈
させていただきました。

黙祷の様子 献花させていただきました
↑亀岳小学校【3/18】

千徳小学校【3/18】→

↑崎山小学校【3/18】
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写真手前の、橋台（きょうだい）

を作る工事を進めています。

施工：①前田建設工業

引き続き新田平地区にて、山を削

る工事を行っています。

施工：⑧不動テトラ

引き続き山口地区にて、山を削る

工事を行っています。

施工：③東急建設

工事は無事に完了しました。

ありがとうございました。

施工：⑨植木組

引き続き、工場で鋼製の橋桁(はし

げた)を製作しています。

重津部地区にて、新たに工事を開

始します。よろしくおねがいしま

す。

施工：⑩村本建設

橋脚(きょうきゃく)の、コンク

リートを打設しています。

施工：⑦ピーエス三菱

⑦
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※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☆

重津部北地区にて、宮古田老道路

をまたぐ橋の工事を行っています。

施工：⑬川田建設

向新田地区で水路となる、ボック

スカルバートを据え付けています。

施工：⑭松尾建設

覆工コンクリートの状況です。

残り、179mです。

施工：④飛島建設施工：②日立造船

国道４５号長内川橋工事【㈱ピーエス三菱】の山内（やまうち）です。昨年の４月から

新社会人となり、１年が過ぎようとしています。少しづつではありますが仕事も任され

るようになりました。

三陸沿岸の皆さまに喜ばれるようなインフラ整備ができるよう頑張ります。

宮古の美味しいものを食べすぎて、ちょっと太り気味です。ダイエットしなくちゃ！

⑩

田老第1トンネル坑内の状況です。

現在、300m掘り進みました。

残り、155mです。

施工：⑥フジタ

樫内第2トンネル坑内の状況です。

残り、156mです。

施工：⑤三井住友・日本国土JV

工事は、仕上げの作業を行い、完

了しました。ありがとうございま

した。

施工：⑪村本建設

青の滝川橋の橋台(きょうだい)が

完成しました。

施工：⑫五洋建設

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 国道45号田老地区トンネル工事 H26.3.1～H28.6.15 五洋建設㈱

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号長内川橋工事 H26.12.4～H29.3.24 ㈱ピーエス三菱 ⑬ 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㈱

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号田老北地区道路工事 H26.11.19～H29.3.6 ㈱不動テトラ ⑭ 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㈱

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 乙部野北地区改良工事 H27.4.2～H28.3.18 ㈱植木組

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 重津部地区道路改良工事 H28.1.26～H29.1.31 村本建設㈱

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 乙部野重津部地区改良工事 H27.4.2～H28.3.25 村本建設㈱

宮古田老道路工事一覧表　(起終点順)

春を感じる

綺麗なスイセン

を見つけました

⑭


