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工事箇所 （１６箇所）

埋文調査箇所 （ ４箇所）

伐採作業箇所 （ ３箇所）

b     間木戸Ⅰ遺跡

調査中

d    荷竹日向Ⅰ遺跡

調査中

施工：④熊谷組・アイサワ工業
株木建設ＪＶ

山田第２ﾄﾝﾈﾙの北側入口(宮古
側)で掘削作業を開始しました。
よろしくお願いいたします。

山田道路 平成14年8月開通

写真は豊間根新田地区です。
重ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸを２台使用して盛土工
事を実施しています。

a     沢田Ⅲ遺跡

調査中

トンネル入口予定地
（宮古側）

豊間根こ線橋（仮）
L=30.5m

施工：⑧本間組

豊間根川橋（仮）
L=95m

石峠地区で道路改良（掘削）工事
が契約になりました。
よろしくお願いいたします。

写真は石峠地区です。工事用道路
の造成及びカメムシ対策の一環とし
て除草作業を実施しています。

やま だ みや こ やま だ みや こ みなみ

山田宮古道路（山田～宮古南） 延長 １４km

施工：④熊谷組・アイサワ工業
株木建設ＪＶ

工事用道路造成中（林道間木戸線）

施工：⑨森組 施工：⑪植木組

写真は豊間根勝山地区です。
１基目のBOXｶﾙﾊﾞｰﾄの据付作業
が終了いたしました。

林道間木戸線の付替えとしてBOX
ｶﾙﾊﾞｰﾄ(現場打ち)の工事を実施

中です。

宮古市立津軽石中学校の２・３年生
20名が遺跡見学と発掘体験を行い

ました。（詳細は裏面で！）

写真は津軽石根井沢地区です。
将来、根井沢川と市道新町根井沢
線がBOXｶﾙﾊﾞｰﾄの中を通過します。

宮古南ＩＣ
予定地

宮古市金浜地区の伐採作業が概
ね終了しました。将来、宮古南イン
ターチェンジになる予定です。

施工：②矢作建設工業施工：②矢作建設工業

施工：①日本国土開発

A1橋台

施工：⑦戸田建設

C    石峠Ⅱ遺跡

調査中

施工：⑥東急建設

写真は豊間根川に架かる橋の下部
工工事の状況です。３基とも躯体の
立ち上げを進めています。

施工：⑤徳倉建設

P1橋脚 A2橋台

写真は山田町大沢地区です。
設置完了したBOXｶﾙﾊﾞｰﾄの埋戻し
作業を実施しています。

トンネル入口予定地
（釜石側）

施工：③村本建設
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JR山田線
（休止中）

市道

宮古湾

写真は豊間根田名部地区です。
仮橋を利用しながら工事用道路を
造成しています。

施工：⑩大日本土木
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L=25m
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荒川川橋（仮）
L=67m

石峠Ⅱ遺跡
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☆掘削を開始するトンネル工事（山田第1・山田第２・

豊間根トンネル）の説明会を開催しました！

トンネル工事が本格的に着手することを受けて、山田第１トンネル工事及び山田第２トン

ネル工事の合同説明会を６月３日（火）、豊間根トンネル工事の説明会を６月２１日（土）

に開催いたしました。

皆様にはご迷惑をお掛けすることないよう努めて参りますので、ご理解とご協力の程よろ

しくお願いいたします。

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。

ご意見・ご感想をお寄せください。 国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
〒027-0029 宮古市藤の川4番１号 ＴＥＬ0193－71－1745
ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html
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編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官

☆宮古市立津軽石中学校２・３年生（20名）が

石峠Ⅱ遺跡で発掘体験を実施しました！
宮古市立津軽石中学校の総合学習の一環として、公共財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵

文化財センターと共同で、７月１日（火）に中学２・３年生２０名及び教職員２名の皆さん
を対象に、石峠Ⅱ遺跡において発掘体験会を開催しました。

◎山田第１ トンネル （施工担当：戸田建設）

◎山田第2 トンネル（施工担当：熊谷組・アイサワ工業・株木建設ＪＶ）

◎豊間根トンネル （施工担当：東急建設）

▲山田第1、第２トンネル工事の説明会の様子 ▲豊間根トンネル工事の説明会の様子

▲石峠Ⅱ遺跡（9,698㎡）では、縄文時代中期の
竪穴住居や落とし穴などが検出されています。

▲土器などを傷つけないよう、スコップや竹へら
で丁寧に土を削っていきます。

完成予想図

▲山田第1トンネル（釜石側） ▲山田第２トンネル（宮古側） ▲豊間根トンネル（釜石側）

◆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 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07月11日 完成 ⑦ 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

② 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08月下旬 予定 ⑧ 豊間根地区道路改良工事 （株）本間組　東北支店 　　早川、荻原 平成26年4月2日 ～ 平成26年10月下旬 予定

③ 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09月下旬 予定 ⑨ 石峠地区道路改良工事 （株）森組  東北営業所 　　植木 平成26年4月2日 ～ 平成26年10月下旬 予定

④ 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 ⑩ 下田名部地区道路改良工事 大日本土木（株）  東北支店 　　植村、伊藤 平成26年4月2日 ～ 平成26年10月下旬 予定

⑤ 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12月下旬 予定 ⑪ 石峠改良工事 （株）植木組　東北支店 　　今川、児玉 平成26年4月2日 ～ 平成26年10月下旬 予定

⑥ 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

　※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間


