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豊間根新田地区で実施してました
豊間根地区改良工事が概ね終了
しました。（詳細は裏面で！）

(仮称)豊間根川橋の河川内にある
下部工(橋脚)を施工するための
ヤードを造成中です。

写真は荒川地区の町道白山船石
線です。BOXｶﾙﾊﾞｰﾄの据付が２箇
所で始まりました。

馬越地区の掘削土は、豊間根地
区、小谷鳥地区(農用地災害復旧)
赤前地区(防集)等へ運搬されます。

荒川川橋（仮）
L=67m

豊間根トンネル（仮）
L=709m

写真は町道下田名部間線です。
BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ周辺の盛土を構築す
るため、地盤改良を実施中です。

写真は山田第１トンネルの南側入
口(坑口)部です。工事用道路を造
成中です。

写真は大沢地区の林道山谷線で
す。BOXｶﾙﾊﾞｰﾄを設置するための
迂回路を造成中です。

下田名部地区の表土は、織笠地区
の農用地災害復旧として圃場整備
に利用されます。

間木戸地区で発掘調査を実施しま
した。今後、本格的に工事を進め
て参ります。

田名部川橋（仮）
L=25m

山田道路 平成14年8月開通

調査：岩手県教育委員会
協力：②日本国土開発 施工：⑨戸田建設 施工：⑤村本建設

施工：⑥熊谷組・アイサワ工業
株木建設ＪＶ

運搬：③樋下建設

施工：⑤村本建設 施工：①本間組 施工：⑦徳倉建設

豊間根川橋（仮）
L=95m

山田宮古道路（山田～宮古南） 延長 １４km
やま だ みや こ やま だ みや こ みなみ

施工：④矢作建設工業 施工：⑤村本建設

石峠地区で伐採作業を鋭意進めて
おります。よろしくお願いいたします。

津軽石根井沢～大森区間を伐採
中です。ご迷惑をお掛けしておりま
すがよろしくお願いいたします。

沼里地区で試掘調査を実施しまし
た。調査結果より今春から継続して
調査を予定しております。

施工：③樋下建設
調査：岩手県教育委員会
協力：②日本国土開発

施工：③樋下建設

工事箇所 （１７箇所）

埋文調査箇所 （ ２箇所）

伐採作業箇所 （ ４箇所）

間木戸Ⅳ遺跡 沼里遺跡
トンネル入口予定地

（釜石側）



２今後、工事が全面展開していきます。 皆様にはご不便をお掛けいたしますが、１日も早い復興道路の開通を目指しますので、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。

☆東南アジア、南米などの政府職員
２２名が復興道路等を学ぶために
来日しました！
災害に見舞われることが多いフィリピン、トルコ、チリな

どの９カ国から政府職員２２名が、ＪＩＣＡ(国際協力機構)の

研修プログラムで、東日本大震災による津波の被害状況を受

けての対応や、復興状況などについて学ぶため来日しました。

この研修プログラムの一環として、三陸国道事務所は復興

道路・復興支援道路についての講義と現場研修を平成２６年

２月１８日（火）に実施しました。

▲熱心に耳を傾ける参加者の皆さん

▲宮古盛岡横断道路起点（藤原埠頭出入り口付近）

で現場研修

☆豊間根地区改良工事（施工担当：本間組）が概ね終了しました。
山田町豊間根の新田地区で実施してました豊間根地区改良工事が概ね終了しました。主な施工内容は道路改良、BOXカル

バート（3基）の設置、町道の迂回路造成等です。工事範囲内では埋蔵文化財発掘調査（豊間根新田Ⅰ遺跡）も並行して実施

され、調査主体の埋蔵文化財センターさんと連携しながら進めていただきました。

また、豊間根小学校が隣接していることから、工事用車両の運行に十分配慮して作業を進めました。今後は完成検査に向

けた書類整理等を残すのみとなります。無事に工事を終了していただき、大変ありがとうございました。

▲ 埋文調査(豊間根新田Ⅰ遺跡)
と連携を図りました。

▲ 豊間根中学生の体験学習 ▲ カメムシ対策の除草を実施
しました

▲ BOXｶﾙﾊﾞｰﾄの設置状況

昨年の４月に着手した本工事は、３月末に無事故・無災害で完
成を迎えることになりました。

現道切り回し迂回路、大型車両の通行など地域住民の皆様には
大変なご迷惑、ご不便をおかけしましたが、皆様の多大なるご理
解とご協力を賜り、無事工事完成を迎えることが出来ました。

地域の皆様をはじめ、関係各位の方々には大変お世話になりま
した。厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

最後に、復興道路が無事故・無災害で早期完成されますことを
心から祈念いたします。

工事責任者
長井さん

町道
豊間根新田線

◆主な施工内容
・ＢＯＸｶﾙﾊﾞｰﾄ ３基施工
・道路改良工
・排水構造物工
・仮設工（迂回路工）等

町道 豊間根関口線

１号BOX

２号BOX

３号BOX

施工範囲

豊間根小学校

豊間根川

▼協力いただいた皆さん（道路改良）

山﨑建設(株) 吉川建設(株)

◆他に協力いただいた皆さん
○測量･･･(株)トップライズ ○伐採･･･丹内建設(株) ○迂回路舗装･･･三好建設(株) 
○BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ工事･･･(株)技研、大和重機(株)、池田東北(株)、(株)白高商事、(有)佐藤ｸﾚｰﾝ
○水道管工事･･･(有)斎藤設備 ○ｺﾝｸﾘｰﾄ工事･･･(有)三東 ○交通誘導･･･トスネット(株)
○配電線路移設等･･･東北電力、ＮＴＴ、(株)ＴＴＫ ほか

町道 木戸口線
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町道
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鈴木さん 長井さん 渡辺さん
新潟県から復興支援にきました！

▼本間組の皆さん

◎工事等に関する問い合わせ先

◆工事等一覧表
工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者

① 豊間根地区改良工事 （株）本間組　東北支店 　　長井、鈴木 平成25年3月6日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑥ 山田第２トンネル工事 熊谷組・アイサワ工業･株木建設JV 　　藤原、小西 平成25年11月26日 ～ 平成28年02月上旬 予定

② 津軽石地区改良工事 日本国土開発（株）　東北支店 　　内田、菅野 平成25年3月23日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑦ 豊間根川橋下部工工事 徳倉建設（株）　東北支店 　　佐野、北折 平成25年11月29日 ～ 平成26年06月下旬 予定

③ 馬越地区改良工事 樋下建設（株） 　　阿部、花田 平成25年7月9日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑧ 豊間根トンネル工事 東急建設（株）　東北支店 　　安野、石澤 平成25年12月14日 ～ 平成27年11月中旬 予定

④ 豊間根北地区道路改良工事 矢作建設工業（株）　東北支店 　　大槻、小池 平成25年8月21日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑨ 山田第１トンネル工事 戸田建設（株）  東北支店 　　陰山、鈴木 平成26年1月7日 ～ 平成28年02月下旬 予定

⑤ 大沢地区改良工事 村本建設（株）　東北支店 　　渡辺、丸山 平成25年9月26日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑩ 山田宮古地区伐採作業 宮古地方森林組合 　　中居、中嶋 平成25年7月10日 ～ 平成26年03月中旬 予定

　※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

○発注者　：　国土交通省　三陸国道事務所
      建設監督官　佐々木
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工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間


