
・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。

サーモンくん みやこちゃん

より安全な運転を目指して

LIGHT  UP  NIPPON おらほの復興花火大会8.11
～宮古田老道路安全協議会も協力させていただきました～

新 道の駅「たろう」が仮オープン！ 7月31日（日）

８月１１日（木）に、田老地域づくり団体“ＷＡＲＡＤＵＫＡ”主催による花火大
会が田老漁港にて開催されました。

～受講者の感想（一部）～
 講師の「まず、早めに危険を認知すること！」という言葉が本当に

大切だと思った。

 危険を早めに予知して慎重な運転を心掛けたい。

田老第５トンネルの貫通式を開催しました （株）不動テトラ

～田老保育所の皆さんとサーモンくん＆みやこちゃんも参加～

７月２９日（金）に、来賓の皆さまと田老保育所の保育児１３名を招待し、貫通を
お祝いしていただきました。

元気な声とともに登場し、
盛り上げていただきました

保育児の皆さんによる くす⽟開き

サーモンくんとみやこちゃんも⼀緒に貫通記念の集合写真

貫通点から南側の景⾊です。
施⼯中の⻑内川橋（⼿前）
と⽥⽼第４トンネル（奥）
の⼯事現場が⾒えます

宮古夏祭りに出展 7月30日（土），３１日（日）

～飛島建設（株） 山口第２トンネル工事～

これからも安全な運転に努めてまいります。

会場では地元名産の真崎わかめを使った
真崎焼き（第6回sea級グルメチャンピオ
ン！）などの販売もあり⼤盛況でした。
地元の皆さんのメッセージと共に協議会

からのメッセージ「復興道路の早期完成を
⽬指しこれからもがんばります」も読み上
げていただきました。

訪れた⽅々からは、「是⾮トンネルの⾒学をさせて下さい！」などのお声をいただきました。
また、ボランティアで来ていた東京の⾼校⽣の皆さまよりメッセージをいただきました。

宮古北地区道路工事（東急建設）は宮古警察署より講師を招
き、ダンプ運転手５０名に「安全教育」を実施しました。

保育所のみなさんとサーモンくんとみやこちゃんの応援により明るく
楽しい貫通式となりました。ありがとうございました。田老第５トン
ネルの完成に向けて、引続き無事故・無災害『安全最優先』で施工し
ていきますので、ご協力をお願いします。

現場代理⼈：吉⾦

⽥⽼第⼀中学校の⽣徒の皆さん
による⽥⽼太⿎披露完成予想図も展⽰されました ⽥⽼周辺の三陸沿岸道路の進捗

状況がパネルで紹介されました



Ｈ32年度供用目標

（宮古中央IC～田老第2IC）

【貫通】

田老第1トンネル

L=455ｍ

三陸沿岸道路

宮古田老道路

田老第2IC

宮古北IC

青の滝川橋

L=101ｍ

【掘削中】

田老第3トンネル

L=524/553ｍ

田老第2トンネル

L=674ｍ

田老第1IC

【貫通】

田老第6トンネル

L=294ｍ

長内川橋

L=194ｍ

田の沢川橋

L=62ｍ

【貫通】

樫内第2トンネル

L=1,417ｍ 田代川橋

L=170ｍ

【貫通】

樫内第1トンネル

L=611ｍ

神田川橋

L=66ｍ

【掘削中】

崎山第1トンネル

L=34/212ｍ

【掘削中】

崎山第2トンネル

L=280/845ｍ

【貫通】

山口第2トンネル

L=2,258ｍ

山口第1トンネル

L=406ｍ

千徳トンネル

L=426ｍ

宮古北IC橋

L=31ｍ

近内川橋

L=39.9ｍ

閉伊川橋

L=502ｍ
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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）

☆現場の声☆

国道45号田老北地区道路工事【（株）不動テトラ】新入社員の福原です。現在彼女募集中です。埼

玉県から参りました。学生時代は青森県に住んでいたので、こちらの気候にも慣れており元気に

日々を送っています。 宮古市に来て4カ月が経ち、現場にも少しずつ慣れてきました。復興道路事

業に携わっているという責任感を持って仕事に従事していますのでよろしくお願いします。

⑩ ⑬

⑥

⑤

田老北IC

サーモンくん みやこちゃん

【貫通】

田老第5トンネル

L=241ｍ

【貫通】田老第4トンネル

L=360ｍ

長内川橋の近くに小さくて真っ白なノリ

ウツギが咲いていました。

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：⑬松尾建設

山口地区の状況です。

市道蜂ヶ沢線を迂回する準備をして

います。

施工：④東急建設 施工：⑧五洋建設

田老第３トンネル坑内状況です。掘削

と並行して、覆工（ふっこう：トンネルの

壁）コンクリートの打設を進めています。

閉伊川橋の橋台（きょうだい）です。

足場の解体が完了し、全体が見える

ようになりました。

施工：①前田建設工業

施工：⑦フジタ

田老第２トンネルの掘削に向けて、準

備を進めています。

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 ⑫ 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（株）

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（株） ⑦ 国道45号田老地区道路工事 H26.10.3～H29.3.31 （株）フジタ 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（株）

② 国道45号閉伊川橋上部工工事 H27.3.17～H28.9.20 日立造船（株） ⑧ 国道45号田老地区トンネル工事 H26.3.1～H28.9.30 五洋建設（株） ⑭ 田老北ICこ道橋外上部工工事 H28.8.10～H29.3.7 東日本コンクリート（株）

③ 国道45号近内地区道路工事 H28.4.1～H30.3.30 （株）不動テトラ ⑨ 国道45号長内川橋工事 H26.12.4～H29.3.24 （株）ピーエス三菱

④ 国道45号宮古北地区道路工事 H27.3.17～H29.10.13 東急建設（株） ⑩ 国道45号田老北地区道路工事 H26.11.19～H29.3.6 （株）不動テトラ

⑤ 国道45号山口第2トンネル工事 H26.2.28～H29.2.28 飛島建設（株） ⑪ 重津部地区道路改良工事 H28.1.26～H29.1.31 村本建設（株）

宮古田老道路工事一覧表　(起終点順)

山口第２トンネル坑内の状況です。

覆工（ふっこう：トンネルの壁）コンク

リートの打設を進めています。

施工：⑤飛島建設 施工：⑪村本建設

市道長畑沼の浜線をつけかえる工事

を進めています。

長内川橋の橋脚（きょうきゃく）を造る

工事を進めています。

施工：⑨ピーエス三菱

閉伊川橋の橋桁の部材を製作してい

ます。

施工：②日立造船

③

施工：⑥三井住友・日本国土JV

田代川と三陸鉄道を跨ぐ田代川橋を

つくっています。

④

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：⑩不動テトラ 施工：⑫川田建設

重津部北こ道橋は橋がつながりまし

た。足場の解体も完了し、橋全体が見

えるようになりました。

Ⅱ

Ⅰ

田老第３トンネルの出口付近に朱色の

フシクロセンノウ（節黒仙翁）が咲いて

いました。

現場に咲いた季節の花
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