
・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。

工事の紹介

サーモンくん みやこちゃん

“けんせつ小町”が現場をパトロールしました！ ～山口第２トンネル工事～

トンネル工事では、ダイナマイトによって山を爆破して掘削を行う方法があります。一般的にダ
イナマイトの装填は切羽（きりは：トンネルの先端）に密着した作業となるため、落石などによる危険を伴
います。この爆薬遠隔装填システムでは、切羽から約２ｍ離れた位置からの遠隔装填が可能となり
安全性が向上します。

ダンプトラックのより安全な通行を目指して、危険が想定される箇所をまとめたマップ
（KYマップ）を作成し、運転手に配布して安全教育を行いました。
引き続き安全運転に努めて参ります。

より安全な通行を目指して

↑ KY(危険予知)マップ ↑

地元の皆様から頂いたご意見や運転手の意見を参考に作成しました。

新しい技術を使って工事をしています
～爆薬遠隔装填システム～

国道45号 宮古北地区道路工事 東急建設（株）

トンネル工事を安全に掘り進める工法についてご紹介します。

4月21日（木）に山口第２トンネル工事にて、飛島建設（株）の“けんせつ小町”による現場パトロールが行われ
ました。
女性ならではのきめ細かい目線で、作業環境などを確認していただきました。

現場を点検！ 三陸国道事務所長に報告現場でヒアリング！

国道45号 田老地区道路工事 （株）フジタ

本工事は、宮古田老道路のうち田老地区において

田老第１トンネル（延長４５５ｍ）、田老第２トンネル（延長６７４ｍ）、

田の沢川橋下部工及び道路の新設工事です。

工事概要

（現場代理人：鈴木 信行）

当工事は昨年１１月より本格的に田老第１トンネルの掘削に着手し、現在約３８０ｍまで掘り進
みました。６月下旬頃には貫通する予定です。貫通後は田老第２トンネルに着手する予定です。
（掘削期間は約１年です）
また田の沢川橋の工事にも着手いたしました。
近隣住民の皆様のご協力のおかげで工事は順調に進めさせていただいており、大変感謝して

います。 早期完成させるようがんばって参りますので引き続きご協力お願いいたします。

見学会は随時受け付けておりますので、お気軽に問い合わせ下さい！

左より堀井、中村（機電主任）、森澤（監理技術者）、

このメンバーで工事を進めています！

原（現場代理人）、長井、星

サーモンくん、みやこちゃんが目印

安全教育実施中！

4月より協議会の会長になりました！

女性にとって働きやすい建設現場を目指すことを目的として女性目線でのパトロールを実施しています。

代表者：小野 祐子

近隣や場内に花を飾ったり、女性トイレが整備されていた。
パンフレットの配布等、地域に密着した活動をしているところがよかった。

掲示看板で文字が見づらかったものがあったので、見やすい掲示を心がけて欲しい。

～けんせつ小町の声（一部）～
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サーモンくん みやこちゃん

閉伊川橋の橋台（きょうだい）の

コンクリートを打設しています。

施工：①前田建設工業
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田老第3トンネル終点側坑口です。

現在、249m掘り進みました。

残り、304mです。

施工：⑦五洋建設

山口第2トンネル坑内の状況です。

現在、起点側701m

終点側1507m の進捗です。

施工：③飛島建設

引き続き、新田平地区にて山を削

る工事（切土工事）を行っていま

す。

施工：⑨不動テトラ

田老第1トンネル坑内の状況です。

現在、386m掘り進みました。

残り、69mです。

施工：⑥フジタ
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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☆

重津部北地区で、宮古田老道路を

またぐ橋（重津部北こ道橋）の工

事を行っています。

施工：⑪川田建設

向新田地区にて、土を盛り上げる

工事（盛土工事）を進めています。

施工：⑫松尾建設

崎山第2トンネル起点側坑口です。

現在、48m掘り進みました。

残り、797mです。

施工：④東急建設

引き続き、工場で鋼製の橋桁(はし

げた)を製作しています。

施工：②日立造船

国道４５号青野滝川橋外上部工工事【川田建設㈱】の入社２年目の倉谷（くらたに）です。

出身は富山県で、真崎大橋から見える茶色の機械で橋を造る工事を担当しています。

復興道路という重大な役割を任されている事を忘れることなく、最後まで無事故で工事を

終えられるように頑張ります！

現場の進み具合をＨＰでご覧になれますので、是非見て下さい。
http://www.kawadaken.co.jp/construction/aonotakigawa/

⑩

田代川橋の橋脚（きょうきゃく）

を作る工事を進めています。

施工：⑤三井住友・日本国土JV

青野滝川橋の張り出し架設の工事

を進めています。

施工：⑪川田建設

⑫

青野滝川のほとりに

可憐に咲いたカタク

リを見つけました

長内川橋の橋脚（きょうきゃく）を作る

工事を進めています。

施工：⑧ピーエス三菱

市道長畑沼の浜線を付け替える工

事の着手前の伐採作業を行ってい

ます。

施工：⑩村本建設

⑥

⑤

田老北IC

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号田老北地区道路改良工事 H27.11.17～H29.5.31 松尾建設㈱

① 国道45号外千徳小山田道路工事 H26.3.7～H28.8.31 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㈱

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

③ 国道45号山口第2トンネル工事 H26.2.28～H28.7.21 飛島建設㈱ 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号宮古北地区道路工事 H27.3.17～H29.10.13 東急建設㈱ 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 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㈱

宮古田老道路工事一覧表　(起終点順)

樫内第2トンネル坑内の状況です。

貫通まであと少しです。

施工：⑤三井住友・日本国土JV


