
施工：⑨大和小田急建設

写真中央の赤線内は、伏甕（ふせ
がめ）とよばれる深鉢を伏せて埋め
たものが発見されました。

三陸沿岸道路
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荒川川橋（仮）
L=67m

山田第２トンネル（仮）
L=1,985m

山田第１トンネル（仮）
L=977m

豊間根こ線橋（仮）
L=30.5m

平成27年06月25日現在

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

写真は6月20日（土）に開催した間
木戸Ⅰ遺跡の見学会の模様です。
たくさんの人が見学に訪れました。

豊間根トンネル（仮）
L=709m

山田道路 平成14年8月開通

平成２９年度開通目標

七田川橋（仮）
L=44m

津軽石トンネル（仮）
L=484m

ａ 間木戸Ⅰ遺跡

調査中

ｂ 石峠Ⅱ遺跡

調査中

写真は津軽石払川地区です。盛土
作業を進めています。奥では津軽
石ﾄﾝﾈﾙの施工が予定されています。

写真は石峠地区です。
掘削及び土砂搬出を実施中です。
よろしくお願いいたします。

写真は山田IC（ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ）予定地です。（山田町山田地区）
盛土作業を鋭意進めています。一番高いところで５段（約２５ｍ）立ち上がり
ます。引き続き、ご協力よろしくお願いいたします。

写真は津軽石馬越地区です。
土砂搬出作業が概ね終了し、法面
の植生作業を実施しています。

写真は、宮古南IC（ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ）付
近です。工事用道路の造作作業を
実施しています。

写真は津軽石根井沢地区です。
設置したBOXｶﾙﾊﾞｰﾄを埋戻して、
盛土作業を実施しています。

協議会では毎月道路環境整備を実
施しています。今回は津軽石払川
地区（国道45号）で草刈を行いました。

ｃ 荷竹日影Ⅰ遺跡

調査中

写真は津軽石馬越地区です。
BOXｶﾙﾊﾞｰﾄを設置するための、伐
採作業を実施しました。

写真は豊間根下田名部地区です。
（仮称）田名部川橋（橋台２基）の躯
体を立ち上げています。

豊間根川橋（仮）
L=95m

施工：①戸田建設 施工：③小原建設

施工：⑤西松建設 施工：⑧奥村組 施工：⑦小澤組 施工：⑪大和小田急建設

施工：⑭宮古地方森林組合

調査： 間木戸Ⅰ遺跡ａ

実施：山田宮古道路安全連絡協議会

施工：②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV

津軽石ﾄﾝﾈﾙ
（延長 484m）

入口予定地
（釜石側）

田名部川橋（仮）
L=25m

写真は豊間根田名部地区です。

盛土作業を実施するため、水路の
設置を行っています。

調査： 石峠Ⅱ遺跡ｂ

工事箇所 （２７箇所）
埋文調査箇所 （ ３箇所）

伐採作業箇所 （ １箇所）



☆金浜地区の地域住民を対象に現場見学会を
開催いたしました！（施工担当：本間組）

◆工事等一覧表      ※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先 工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先

① 山田第１トンネル工事 戸田建設（株）  東北支店 菅原、西脇
０１９３

７７－４５０４
平成26年01月07日 ～ 平成28年02月下旬 予定 ⑧ 津軽石道路工事　 （株）奥村組　東北支店 佐藤、高柳

０１９３
７７－４１９７

平成26年11月01日 ～ 平成28年11月下旬 予定

② 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
０１９３

８３－５７３５
平成25年11月26日 ～ 平成28年02月上旬 予定 ⑨ 根井沢地区改良工事 大和小田急建設（株）　東北支店 加古、佐藤

０１９３
７７－５７８５

平成26年08月29日 ～ 平成27年10月下旬 予定

③ 豊間根南地区道路改良工事 （株）小原建設　 平賀、鈴木
０１９３

８３－５００５
平成27年04月02日 ～ 平成27年10月中旬 予定 ⑩ 金浜南地区道路改良工事 （株）本間組　東北支店 長井、佐々木

０１９３
７７－４７２３

平成26年07月30日 ～ 平成27年09月下旬 予定

④ 豊間根トンネル工事 東急建設（株）　東北支店 安野、石澤
０１９３

８３－５８０５
平成25年12月14日 ～ 平成27年11月中旬 予定 ⑪ 金浜北地区改良工事 大和小田急建設（株）　東北支店 飛高、西村

０１９３
７７－５８５１

平成26年09月20日 ～ 平成27年12月下旬 予定

⑤ 山田北道路改良工事 西松建設（株）　東北支店 五十嵐、杉山
０１９３

８６－３２００
平成27年02月06日 ～ 平成29年02月下旬 予定 ⑫ 豊間根川橋上部工工事 （株）東京鐵骨橋梁　仙台営業所 高木、松田

０２２
２２３－９０８８

平成27年02月17日 ～ 平成27年10月上旬 予定

⑥ 石峠改良工事 （株）植木組　東北支店 今川、児玉
０１９３

７７－４９０７
平成26年06月26日 ～ 平成27年06月25日 完成 ⑬ 荒川川橋上部工工事 （株）東京鐵骨橋梁　仙台営業所 高木

０２２
２２３－９０８８

平成27年03月07日 ～ 平成28年02月中旬 予定

⑦ 津軽石北地区道路改良工事 （株）小澤組 佐々木、阿部
０１９３

６７－９１５２
平成26年10月01日 ～ 平成27年07月下旬 予定 ⑭ 山田宮古地区伐採作業　 宮古地方森林組合　 中居

０１９３
６３－２１７３

平成26年05月19日 ～ 平成27年03月下旬 予定

工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間

☆石峠地区改良工事が終了しました。
（施工担当：植木組）

現在、工事が全面展開しています。 皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成２９年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。

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

☆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。
発 行：山田宮古道路安全連絡協議会

三陸沿岸道路事業促進チーム（ＰＰＰ山田宮古）
編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官現場見学会の申し込みも待ってるよ！

6月20日（土）に、宮古市金浜地区の地域住民を対象とした現場見学会を開催いたしました。
当日は22名（うち小学生3名）の方が現場に訪れました。設置済みのカルバートＢＯＸの中で

テレビモニターを使用して工事の概要を説明し、その後にＢＯＸの据付作業を見学いたしました。

「現場の様子が間近で見れて良い経験になりました」「今回の現場以外でも、また参加したい」

「一日も早い山田宮古道路の開通が待たれます」「クレーンがカッコイイと思った。将来僕も立

派な運転手になりたい」といった多くの声が寄せられました。

山田町豊間根～石峠地区及び宮古市津軽石払川地区で実施していました石峠地区改良工事が
終了しました。主な工事内容は、土砂掘削（約７万㎥）及び盛土（約２万㎥）、法面工、工事

用道路造成、BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ（１基）の設置等です。ダンプトラックによる土砂運搬では通学路を

通行することから、津軽石払川地区で民生・児童委員の方と一緒に交通街頭指導も行いました。

山田町石峠地区にて昨年10月より
工事を開始し、この7月で工事を完了
することとなりました。工事は土砂運
搬が主体でしたので、大型ダンプの通
行により沿線である石峠、津軽石荷竹
・払川地区の皆様及び、関係者の皆様
には大変ご迷惑をおかけしました。

無事に工事を終えることができたの
も皆様の多大なるご理解とご協力あっ
てのものだと思っています。

最後に、復興道路（三陸沿岸道路）が無事故・無災害で終わ
られることを心から願います。

工事責任者
今川さん

垣内さん 伊藤さん 植村さん
（岡山県） （愛知県） （千葉県）

赤塚さん 貴島さん
（新潟県） （鹿児島県）

三陸国道事務所では、「山田宮古道路」等の工事見学を随時受け付けております。

お申し込み・お問い合せ先：三陸国道事務所 総務課（地域づくり担当）

ＴＥＬ：０１９３－７１－１７１１ ＦＡＸ：０１９３－７１－１７３４

メールアドレス： sanriku@thr.mlit.go.jp

ホームページ ： http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html

▲子供達も参加しました！ ▲奥には宮古湾が望めます！

▲BOX部材の吊上げ作業を見学しました

払川交差点で街頭指導を行いました。

◆他に協力いただいた皆さん
○土工事・排水工事･･･(株)ﾃｸﾉｱｰﾙ
○法面工事 ･･･日特建設(株)
○BOX     ･･･昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工事 (有)宏伸
○排水工事 ･･･松下技建(株)
○舗装工事 ･･･(株)ｶﾞｲｱｰﾄT･K
○ｸﾚｰﾝ工事 ･･･(有)佐藤ｸﾚｰﾝ

(株)佐藤海事
○交通誘導 ･･･桜心警備保障(株) ほか

森さん 児玉さん 今川さん 杉浦さん
※4名とも新潟県から復興支援に来ていただきました！

豊間根地区

石峠地区

荒川地区

▲大型ｸﾚｰﾝをﾊﾞｯｸに記念撮影しました


