
◆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 山田地区舗装工事 （株）佐藤渡辺 高宮、岩谷
０１９３

６５－７５３５
平成28年10月8日 ～ 平成29年11月30日 ⑩ 宮古地区道路改良工事 （株）鴻池組　 谷村、翁長

０１９３
６５－７８３０

平成27年10月22日 ～ 平成29年8月下旬予定

⑤ 山田北道路改良工事 西松建設（株）　 五十嵐、杉山
０１９３

８６－３２００
平成27年2月6日 ～ 平成29年8月下旬予定 ⑪ 七田川橋外上部工工事 オリエンタル白石（株） 蓬田

０１９３
８３－５３３０

平成28年8月18日 ～ 平成29年7月11日

⑦ 宮古南地区道路改良工事 （株）森組　 野中、西川
０１９３

６７－４３７５ 平成27年11月20日 ～ 平成29年8月下旬予定 ⑫ 山田宮古地区舗装工事 常盤工業（株） 島・鈴間
０１９３

８６－２５１７ 平成28年9月6日 ～ 平成29年11月30日

⑧ 津軽石道路工事　 （株）奥村組　 高柳、佐藤
０１９３

７７－４１９７
平成26年11月1日 ～ 平成29年7月28日 - 豊間根橋上部工工事 高田機工（株） 大島

０１９３
７７－５５５３

平成28年9月24日 ～ 平成29年9月20日

⑨ 宮古地区舗装工事 世紀東急工業（株）　 阪本・長井
０１９３

７７－４０３５
平成28年9月2日 ～ 平成29年11月下旬予定 - 山田宮古地区道路標識設置工事 岩手標識（株） 立花

０１９３
６５－８８８５

平成29年3月1日 ～ 平成29年11月30日

- 山田地区トンネル内装板工事 小田島建設（株） 宮森
０１９７

７２－２０１１
平成29年2月21日 ～ 平成29年9月20日

工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間

三陸沿岸道路

山田宮古道路 工事状況のお知らせ vol.56 東北地方整備局 三陸国道事務所

宮古道路
平成22年3月開通

山田北
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山田第２トンネル（仮）
延長=1,985m

山田第１トンネル（仮）
延長=977m

豊間根こ線橋（仮）
延長=30.5m

平成29年4月28日現在

豊間根トンネル（仮）
延長=709m

山田道路 平成14年8月開通

七田川橋（仮）
延長=44m

田名部川橋（仮）
延長=25m

平成２９年度開通目標

豊間根中
○

○
豊間根
小

○
山田北
小

○高浜小

○
津軽石小

津軽石中○

インフォメーションセンター

【三陸復興みらい館】

津軽石トンネル（仮）
延長=491m

豊間根
保育園
○

豊間根川橋（仮）
延長=95m

○
県立山田病院

45

土留めのための擁壁を施工しています。

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

トンネル内のコンクリート舗装の作業を
行っています。

トンネル内の監査 を作る作業を行っ
ています。（壁の設置）

H27.12.8 貫通

H27.10.16 貫通

⑦

⑫－１

⑩

⑧
全景

【完成】

【完成】

【完成】

H29.2.3  貫通

⑤

アスファルト舗装の基盤となる路床・路
盤の施工を行っています。

①

⑫

掘削作業を行っています。岩を掘削す
るためにブレーカーを使用しています。

舗装を行う前の作業として路面の排水の
ための側溝を設置しています。

宮古道路接続部の切土、盛土作業等を急
ピッチで進めています。

施工：⑩ ㈱鴻池組

宮古南ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ付近

施工：⑦ ㈱森組)

山田北ＩＣ（仮称）

荒川川橋

全景状況 山田北ＩＣ（仮称）付近 全景

七田川橋

施工：⑤ 西松建設㈱

宮古市根井沢

【完成】

【完成】

石峠付近

⑨

掘削作業の終盤を迎え、のり面の保護のた
めの植生作業を行っています。

（仮称）山田第１トンネル

施工：① (株)佐藤渡辺 施工：⑫-1 常盤工業㈱

宮古市 七田川橋

橋の桁を架け終わり、路面となる
床版部分の施工を行っています。

施工：⑪ オリエンタル白石(株)

津軽石トンネル（仮称）

施工：⑧株)奥村組

津軽石地区

舗装を行う前の作業として路面の排
水のための側溝を設置しています。

施工：⑨ 世紀東急工業㈱

津軽石根井沢地区

施工：①－2 (株)佐藤渡辺

（仮称）山田第２トンネル

施工：⑫ 常盤工業㈱

石峠付近山田町田名部付近

⑪

①－2

－
－
－

荒川川橋（仮）
延長=67m

H28.2.26 貫通

【完成】



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 木村・三上
〒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、上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

☆感謝をこめて、幼稚園、保育園・小・中学校の入学、入園式に
“ご入学（入園）おめでとう！”看板を設置しました

☆標識工事、トンネル内装板工事の紹介！

山田宮古地区道路標識設置工事 岩手標識（株）

山田地区トンネル内装板設置工事 小田島建設（株）

この度、山田宮古地区標識設置工事を担当することになりました岩手標識株式会社です。
工事区間は、山田ＩＣ～宮古南ＩＣにわたる全区間及びインターチェンジに接続する道路なども含まれます。
広範囲の現場で安全管理や工程管理など大変な現場となりますが、ご利用になる方への案内となる標識工事
を行わせてもらうことに誇りをもち、道路をご利用になる皆様にわかりやすい標識となるようがんばりますので
、何卒工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

山田宮古道路の工事施工者で構成する「山田宮古道路安全連絡協議会」では、宮古市及び山田町の小・
中学校や幼稚園等の皆様に感謝の気持ちをこめて、入学式に“おめでとう看板”を設置しました。式の開
始・終了後には、看板に並んで記念撮影をする風景も見られました。

◆入園式（わかば幼稚園 ４月1２日）

◆入学式（高浜小学校 ４月7日）

② 橋桁の運搬作業状況 ③ 橋桁の架設作業状況

この度、山田地区トンネル内装板設置工事を担当
することになりました小田島建設株式会社です。
施工箇所は、山田町町内に位置する（仮称）山田
第１トンネル（延長９７７ｍ）及び（仮称）山田第
２トンネル（延長１９８５ｍ）で、施工内容は、ト
ンネル内で車両や壁面の位置をみえやすくするよう
に、コンクリートの壁面にパネル等を設置するもの
です。すでに多くの工事が行われている中に参加さ
せていただくことになりました。
開通に向けて工事を進めて参りますので、ご理解
とご協力をお願いいたします。

◆入園式（豊間根保育園 ４月１日）

◆入学式（津軽石中学校 ４月６日）

小田島建設（株）
現場代理人 宮森 勝伸

岩手標識（株）
現場代理人 立花 建治

国道４５号の山田町豊間根地区で架け替え工事を行っています。４月中旬から橋桁が運び込まれ、橋桁を橋台・橋脚に載せ
る架設工事を始めました。
この橋桁は和歌山県の工場で作ったものをトラックで約１３００ｋｍを運搬してきたものです。

橋桁の長さは、約９０ｍで、７本あります。運搬は、７７個に分割して行い、分割した桁の長さは最大１１ｍ、重さは約３トンあ
ります。架設は、分割された桁をあらかじめ下で組み立てた後、大型のクレーン（能力１００トン）を使い行います。

架設の作業は、約１ヶ月ほどで終わり、その後、塗装、車道・歩道になる床の部分をコンクリートで作る工事などを進める予
定です。
工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

① 工場での桁製作の状況

◆入学式（荒川小学校 ４月10日）

◆入学式（豊間根小学校 ４月７日）

◆入学式（豊間根中学校 ４月７日）

◆入園式（山田町第一保育所 ４月1日）

★国道４５号 豊間根橋の架設工事がはじまりました！
施工担当：高田機工（株）

※写真は、標識設置のイメージです

※写真は内装板設置のイメージです


