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サーモンくん みやこちゃん

着工前

５月１８日（水）、腹帯地区道路工事において（仮称）腹帯第２トンネル（L=５７７ｍ）の現

場見学会が行われました。三陸国道事務所の庄司建設監督官から「宮古箱石道路」の整備効果につ

いての説明があり、続いて、施工者の大豊・佐田JVの平岡所長よりトンネル工事の進め方につい

て説明がありました。その後 ヘルメット、長靴、防塵マスクを装着してトンネル内に入り、実際

に坑内作業を体感しました。

茂市地区道路工事 （仮）上茂市橋下部

工の施工状況をパトロール

千徳大橋周辺での清掃状況

宮古箱石道路（茂市腹帯工区）にビューポイントを開設

【第１１回】 読めない・・・（泣）

宮古街道を宮古から盛岡に向かう途中に難読駅名で有名

な？ＪＲ山田線の『蟇目駅』（←普通は読めませんよ

ね？）があり、その敷地内に知る人しか知らない見事な桜

が咲いていたので、今月はこの『蟇目駅』をぶらり。

さすが難読駅名と言うだけあって、私も赴任当初は『何

て読むのだろう？』と疑問に思い、同僚のＩ監督官と『く

れめ（暮目）なんじゃない？』などと会話をしていました

が、文字の下が『日』ではなく『虫』であることに気づき

調べたところ『ひきめ』であることが判明し少しスッキリ

したのを記憶しています。

ちなみに、蟇目の意味は『流鏑馬』に使用する『鏑矢』

に穴を開けて音が出るようにしたものを『蟇目』とか『蟇

目鏑』と言うそうです。

また、水田などに水を引き込んだ用水路などを『引目』、

『曳目』と言い、それが訛って『蟇目』となったとも言わ

れています。

ＪＲ山田線 蟇目（ひきめ）駅の知る人しか

知らない見事な桜 レトロな外観の駅舎と

マッチしています。

（仮称）腹帯第2トンネルで現場見学会を開催
～地元住民約５0人がトンネル坑内作業を体感～

国道１０６号「磯鶏地区道路工事」の工事説明会を開催

施工者による工事の安全祈願
箱石地区道路工事の安全を

祈願し鍬入れ

宮古箱石道路の事業進捗状況

他イベント情報など

みやこハーバーラジオ 6/21,  7/5    11:30～ （予定）

「復興のつち音」 出演：宮古箱石道路安全協議会

平岡所長よりトンネル工事の概要

について説明

（仮称）腹帯第２トンネル内

宮古市を流れる閉伊川と山々からなる良好な眺めを得られる地点を選定し、整備が進められてい

る「宮古箱石道路」の整備状況を一目で確認出来る場所です。是非お立ち寄りください。

場所：宮古市茂市第５地割 高徳橋近く（近くにお食事処「あびさぁべ」、トイレ、駐車場有り）

完成イメージ

平成28年5月24日（火）に西上村地区会館

において「国道106号 磯鶏地区道路工事」

の本格着手に先立ち、地元住民への工事説明

会が開催されました。始めに三陸国道事務所

の庄司建設監督官より「宮古箱石道路」の整

備効果についての説明があり、引き続き施工

業者の大成建設(株)監理技術者の鹿島さんより

工事概要説明があり、特に騒音、振動、濁水

対策についての説明を行い、工事への理解と

協力をお願いしました。

完成イメージ
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宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 市 藤 原 ～ 宮 古 市 箱 石 ） 工 事 状 況 平成28年5月14日現在

(仮)上片巣橋P１橋脚は掘削を進
めています。P2橋脚は鉄筋を組
み立てています。

（仮）茂市橋の橋台の壁鉄筋を
組み立てています。

（仮）上茂市橋の橋台の足場を
嵩上げしています。

トンネル全長５７７ｍのうち５４０
ｍまで進んでいます。

千徳地区では山を掘削して切廻し
道路に土砂を運搬しております。

松山ＩＣの切廻し道路の盛土を
行っています。

（仮）新箱石トンネルの掘削を
行っています。全長1493mの
うち80mまで進んでいます。

P２橋脚では鉄筋の組み立て、P3
橋脚では発破による掘削を進めて
います。

国道への落石を防護するための
ネットを設置している状況で
す。

新たに宮古市小国の立丸峠に土
砂受入地を造成しています。盛
土前の伐採が完了した状況。

トンネル坑口の周りに盛土をする
工事を行っています。

トンネル掘削後にコンクリートで
仕上げる（巻き立て）工事を行っ
ています。

工　　　　期

H26.3.7～H28.8.31

H27.9.9～H28.10.4

H27.2.19～H31.2.28

H26.12.3～H29.6.30

工　　　　事　　　　名

国道45号外 千徳小山田道路工事

松山IC道路改良工事

国道106号 茂市地区道路工事

国道106号 腹帯地区道路工事

工　　　　事　　　　名 工　　　　期 受　注　者

国道106号 下川井トンネル工事 H26.12.16～H31.3.15 大成建設㈱

受　注　者

前田建設工業㈱

松尾建設㈱

戸田・岩田地崎JV

大豊・佐田JV

77-5653

85-1525

準備中

準備中

62-3162

64-3211

65-7007

79-1855 下片巣接続橋上部工工事 H28.3.31～H28.10.20 オリエンタル白石（株）

国道106号 箱石地区道路工事 H26.12.17～H30.2.28 ㈱安藤・間

国道106号 磯鶏地区道路工事 H28. 4. 1～H31.2.28 大成建設㈱

至
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川井箱石工区 下川井工区 茂市腹帯工区
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宮古西道路

（県施工）L=3.6㎞
宮古西道路

（国施工）L=約4㎞

根市

L=約7㎞ L=約2㎞ L=約7㎞

終
点

宮
古
市
箱
石

③施工：戸田・岩田地崎JV ①施工：前田建設工業

⑤施工：大成建設 ④施工：大豊・佐田JV

⑥施工：安藤・間

②施工：松尾建設

宮古箱石道路 (宮古市藤原～宮古市箱石) 延長 約33㎞
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工事用道路、仮設備施工中 (仮)上片巣橋 橋脚 P2

P3

R106

出入り口

金浜方向

宮古道路

幅員3.0m

P2

(仮)小山田トンネル坑内

（覆工コンクリート施工状況）

P6橋脚

P5橋脚

P4橋脚

(仮)新箱石トンネル（盛岡側） (仮)上片巣橋 P2橋脚 （仮）上茂市橋A1

松山IC（小山田側） 松山IC（根市側）
（仮）腹帯第2トンネル

（盛岡側）

P2 P3

ステージ

地下排水工

⑧下片巣接続橋上部工工事

⑦国道106号

磯鶏地区道路工事

(仮)新箱石トンネル盛岡側 （仮）茂市橋A2（仮）上茂市橋A1
三陸沿岸道路

宮古箱石道路

（仮）小山田トンネル

立丸土砂受入地（着工前）

落石防護ネット

P2

P3

松山ＩＣ(根市側)（仮）腹帯橋P2、P3橋脚（仮）下川井トンネル

(仮)上片巣橋 P1,P2橋脚

平成２８年度 宮古箱石道路 工事一覧
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