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ご意見・ご感想をお寄せ下さい。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 PPP宮古箱石工区 事業管理班
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 三陸国道事務所 東庁舎103号 （TEL）0193-77-4733

サーモンくん みやこちゃん

着工前 千徳大橋周辺での清掃状況

腹帯地区で町内の道路清掃に参加

【八幡神社】鳥居修復活動に参加
～腹帯地区道路工事 大豊・佐田JV～

工事完了報告 ～川井箱石地区道路改良工事 ㈱淺沼組～
工期：H2８.８.３～H29.３.３１

【第１回】 宮古中央IC付近

完成した切り廻し道路

宮古箱石道路を担当する三陸国道事務所職員紹介

腹帯地区の八幡神社鳥居は、鳥居の柱・控柱の根元部

の腐食が激しく、地区住民による鳥居修復が実施されま

した。修復と併せて道路よりかなり低く、参拝の支障と

成っていた鳥居の設置位置を地盤の嵩上げする事になり、

大豊・佐田JV（平岡所長）が協力依頼を受けました。地

域貢献の一環として工事協力したところ、腹帯地区から

感謝状をいただきました。

４月から、宮古箱石道路のうち、

宮古西道路の工事担当となりまし

た。復興支援道路である事業の早

期開通に向け、工事を進めて参り

たいと思いますので、周辺の皆様

には、引き続き、ご理解・ご協力

をお願いいたします。

４月から、宮古箱石道路のうち、

宮古西道路の工事担当となりまし

た。引き続き地域の皆様のご協力

を賜り、１日も早い開通を目指し

て頑張って参りたいと思いますの

で、よろしくお願い致します。

４月２日（日）腹帯地

区道路工事（大豊・佐田

JV 平岡所長）では、地

域貢献の一環として腹帯

地区の一斉道路清掃に参

加しました。早朝から地

区の方々と一緒に清掃活

動をし、いい汗を流しま

した。

空から見た宮古箱石道路

今回担当した工事は、箱石地区・上川井地区・川井地区の３箇所に点在し

た箇所において切土土砂運搬工事、法面保護工事、橋台（3基）築造、排水

工事を行い、無事無事故で工事を終える事が出来、地域の皆様のご理解とご

協力あってのものと感謝しております。個人的には、工事期間が7ヶ月でし

たが、着任早々の台風10号被害があった国道106号復旧作業、直高60ｍ

急勾配のり面部分のICT技術を使用しての切土作業、冬季（12月～2月、最

低気温-15℃）期間における橋台築造作業は、改めて自然の厳しさ痛感する

ものとなりましたが、慌しくも充実した経験の工事現場となりました。また、

宮古箱石道路工事区 関係各位皆様のご指導 ご鞭撻に心より感謝申し上げ

ます。

‘淺沼組は、三陸沿岸道路にて3現場稼動しております。今後とも安全には

十分配慮して工事を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力の程宜し

くお願い致します。工

佐藤 監理技術者

今年度から「宮古箱石道路」担当として宮古西維

持出張所も参加することになり、担当者が大幅に増

員されました。

宮古箱石道路は下川井工区が平成31年度開通、宮

古西、茂市腹帯工区、川井箱石工区は平成32年度開

通が目標となっており、今年度は工事量も多く関係

者一丸となって一日も早い完成を目指していきます

のでよろしくお願いします。

新年度が始まりました

工事完了した上川井地区

完成式典 感謝状の贈呈
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ドローン

宮古盛岡横断道路

【宮古西道路】

【工務第一課】河上建設監督官 【工務第一課】池田専門官 【工務第一課】干場専門員

昨年度から引き続き宮古

箱石道路の担当をします。

主に工事発注を担当します。

宮古箱石道路の早期開通に

向けて頑張ってまいります

ので、今後ともよろしくお

願いします。

4月より宮古箱石道路の担当となり、主に

調査設計や関係機関との協議を担当します。

これまで一般国道106号は、災害や事故発

生時には通行止めを余儀なくされ、昨年は台

風10号により被災し、10日以上の通行止め

の状況に陥りました。

宮古箱石道路は災害や緊急時の支援道路と

して、内陸部と沿岸部を結び観光や地域振興

に寄与する道路として期待されており、より

早い開通を目指し頑張ってまいりたいと思い

ますのでどうぞよろしくお願いします。

4月より宮古箱石道路の工事担当をしており

ます。

復興支援道路である宮古箱石道路の早期開通

にむけて最善を尽くして参りたいと思います。

工事も本格化しており工事用車両の通行が増

加しておりますので、近隣の皆様には大変ご迷

惑をお掛けしておりますが、安全管理ならびに

環境対策に十分配慮して工事を進めてまいりま

すので、引き続き事業へのご理解とご協力をお

願いいたします。

【宮古西維持出張所】佐藤出張所長 【宮古西維持出張所】高山管理第二係長

宮古箱石道路の早期開通を図

るため、各工区で橋、トンネル

等の工事が進められています。

三陸沿岸道路事業促進チームで

は工事の進捗を把握するため今

年度からドローンを使って空撮

することにしました。第1回目は

三陸沿岸道路と宮古盛岡横断道

路が交差する宮古中央IC付近で

撮影しました。
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防音扉を設置して発破掘削を開始
しました。トンネル延長2050m
のうち95mまで進んでいます。

トンネル出口側の古田地区で、国
道を切り回すために護岸の基礎工
事を行っています。

P2橋脚はこれから足場解体を始めます。
P3橋脚については引続き鉄筋組立、コン
クリート打設を進めていきます。

(仮)下茂市橋A2橋台を施工するた
めの仮設桟橋をつくっています。

藤原・磯鶏地区で山を掘削して土
砂を搬出しています。

(仮)新箱石トンネルの掘削を行っ
ています。全長1493ｍのうち
918mまで進んでいます。

(仮)上片巣橋A1橋台の掘削、P1
橋脚のコンクリート打設を行って
います。

(仮)上茂市橋P1橋脚の掘削を行っ
ています。

作業坑（横坑）のトンネル掘削を
施工しています。

(仮)小山田こ道橋P1橋脚では、柱
部のコンクリート打設を行ってい
ます。

国道106号 磯鶏地区道路工事 H28.4.1～H31.9.27 大成建設㈱ 77-5162

宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 市 藤 原 ～ 宮 古 市 箱 石 ） 工 事 状 況 平成29年4月15日現在

飛島建設㈱ 77-5322

国道106号 箱石地区道路工事 H26.12.17～H30.2.28 ㈱安藤・間 85-1525 川井腹帯地区道路改良工事 H29.4.3～H30.3.30 大豊建設㈱ 準備中

国道106号 下川井トンネル工事 H26.12.16～H31.3.29 大成建設㈱ 77-5653 国道106号　小山田地区道路工事 H29.4.1～H31.6.28

工　　　　事　　　　名 工　　　　期 受　注　者 工　　　　事　　　　名 工　　　　期 受　注　者

㈱淺沼組 77-5356

国道106号 腹帯地区道路工事 H26.12.3～H29.6.30 大豊・佐田JV 79-1855 国道106号　茂市トンネル工事 H28.11.26～H31.3.15 前田建設工業㈱ 63-5150

国道106号 茂市地区道路工事 H27.2.19～H31.3.29 戸田・岩田地崎JV 65-7007 小山田松山地区道路改良工事 H28.8.3～H29.5.31
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①施工：戸田・岩田地崎JV

③施工：大成建設 ②施工：大豊・佐田JV

④施工：安藤・間

宮古箱石道路 (宮古市藤原～宮古市箱石) 延長 約33㎞
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（仮）新箱石トンネル（盛岡側）

平成２９年度 宮古箱石道路 工事一覧

⑥施工：淺沼組

（仮）上片巣橋下部工

（仮）腹帯橋P2、P3橋脚

（仮）腹帯第1トンネル（仮）上茂市橋P1橋脚

H32開通目標H32開通目標

磯鶏地区
（仮）下川井トンネル宮古側

藤原地区

⑧国道106号 小山田地区道路工事

準備中

仮設桟橋

（仮）下川井トンネル盛岡側

⑤施工：大成建設

⑨川井腹帯地区道路改良工事

（仮）小山田こ道橋P1橋脚

⑦施工：前田建設工業

準備中
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P1

P2 P3


