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工事現場紹介 腹帯地区道路工事
～着実に進む （仮）腹帯橋 ～

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

蟇目地区

【Ｈ28.6の工事状況】 【Ｈ28.9.4 台風10号の被害状況】

Ｐ２ Ｐ３

工事完了報告 小山田松山地区道路改良工事

～株式会社 淺沼組～ 工期：H28.８.３～H29.８.10

腹帯地区道路工事（大豊・佐田JV）の（仮）腹帯橋は

宮古箱石道路で最も長い橋で、橋長が232ｍ有ります。

Ｐ２橋脚は高さ32ｍもあり、平成27年12月に着工し平

成29年８月に完成しました。平成28年8月末に台風10

号の被害を受け大幅に工事が遅れたものの、作業員の努力

により無事完成することが出来ました。

発 行 ： 宮古箱石道路安全協議会

三陸沿岸道路事業促進チーム（PPP宮古箱石）

編集・監修： 国土交通省三陸国道事務所

平成28年8月3日からのスタートであった「小山田松山地区道路改良工事」が、平成29年8月10日を

もちまして工事が完了いたしました。本工事は、小山田地区においてはＰ1橋脚1基と道路掘削及び土砂

搬出（11,920m3）、松山地区においては道路掘削及び土砂搬出（36,010m3）の工事を携わりました。

思い出といたしましては、本工事を施工する前に台風10号（平成28年8月30日）の影響により閉伊

川の氾濫により甚大なる災害が発生し、当現場としては蟇目地区の流木の撤去を含め他の施工会社さんと

国道106号の啓開作業に携わったことを思い出されます。

最後に当現場も関係各位様のおかげを持ちまして無事故・無災害で完了したことをお礼申し上げます。

施工位置

小山田地区

松山地区

【松山地区、小山田地区 位置図】 【小山田地区】 【松山地区】

遠藤 忠 監理技術者

坂川 良彦 現場代理人

①Ｈ28．9．6 の状況

【第４回】 茂市腹帯工区

最も宮古市側の蟇目地区の状況

②Ｈ29．2．3 の状況 ③Ｈ29．8．1 の状況

【Ｈ29.8 完成したＰ２、Ｐ３橋脚】

平成２９年８月２２日（火）、宮古商工会議所（１５名）による「宮古箱石道路」の現場見学会が行われま

した。現場は茂市トンネル工事と茂市地区道路工事で、宮古箱石道路の整備効果と茂市トンネル工事の概要に

ついて説明を受け見学しました。見学者からは「トンネルの掘削は一日どのくらいですか？」との質問があり

「３～４ｍ/日です。」と回答しました。茂市地区道路工事では掘削中のトンネルに入り、工事の進捗につい

て説明を受けました。直接現場に触れることにより、より工事の進捗状況が実感出来たことと思います。

宮古箱石道路の整備効果について

説明を受けました。
茂市トンネル工事の概要を熱心に

聞いてます。

現在掘削中のトンネル内を見学し

ました。

宮古箱石道路の工事進捗を実感！
～宮古商工会議所（１５名）が茂市腹帯工区の工事進捗状況を見学～

空から見た

宮古箱石道路

今回の「空から見た宮古箱石道路」は、茂市

腹帯工区の蟇目地区の状況を紹介します。

蟇目地区は当工区で最も宮古よりで、（仮）

下茂市橋を渡り茂市トンネルを抜けて盛岡方面

へと行くことになります。

写真①は台風10号の被害直後の状況で流木

等に覆われました。

写真②は台風の被害も漸く片付け、次なる工

事の準備に取りかかりました。

写真③は漸く工事の準備が進められ、茂市ト

ンネル工事のための仮桟橋、（仮）下茂市橋の

下部工工事の為の仮締め切りの工事を進めてい

ます。

【Ｈ29.2 順調に進むＰ２，Ｐ３橋脚】
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㈱淺沼組 77-5356

国道106号 腹帯地区道路工事 H26.12.3～H30.3.30 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㈱ 79-1685

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（完了） H28.8.3～H29.8.10

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～H30.3.20 大豊建設㈱ 77-3750

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

宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 市 藤 原 ～ 宮 古 市 箱 石 ） 工 事 状 況 平成29年8月15日現在

(仮)新箱石トンネルの掘削を行っ
ています。全長1,493ｍのうち
1227ｍまで進んでいます。

(仮)上片巣橋A1橋台の鉄筋組立を
行っています。

(仮)腹帯第1トンネルの掘削を行っ
ています。全長1,774ｍのうち
44ｍまで進んでいます。

急斜面に落石防護柵を設置するた
めの足場を組んでいます。

(仮)小山田こ道橋P1橋脚は、
8/10をもって完成いたしまし
た。

藤原・磯鶏地区で山を掘削して土
砂を搬出しています。

大豊建設㈱ 72-2001

茂市腹帯地区道路改良工事 H29.7.19～H31.3.27 ㈱森本組 －
国道106号 磯鶏地区道路工事 H28.4.1～H31.9.27 大成建設㈱ 77-5162 腹帯上川井地区道路改良工事 H29.7.19～H31.3.25

(仮)下川井トンネルの掘削を行ってい
ます。全長2,050ｍのうち245ｍ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拡幅工
事を行っています。

川井腹帯地区道路改良工事では、
準備工の伐採が完了しました。

(仮)腹帯第3トンネルの覆工コンク
リート打設準備を進めています。

(仮)茂市トンネルを施工するため
の工事用道路を施工しています。

一般国道45号「宮古道路」を掘削
し、函渠工の掘削を行っています。
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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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H31開通目標 H32開通目標

（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）腹帯第1トンネル

起点側坑口

（仮）腹帯第1トンネル

H32開通目標H32開通目標

磯鶏地区

藤原地区

工事用道路（宮古側）

⑤施工：大成建設

（仮）小山田こ道橋P1橋脚

⑦施工：前田建設工業

A1

P1

（仮）下川井トンネル（宮古側）（仮）下川井トンネル（盛岡側） （仮）腹帯第3トンネル（宮古側）

⑧施工：飛島建設

松山地区

⑩腹帯上川井地区道路改良工事

準備中

⑪茂市腹帯地区道路改良工事

準備中

⑨施工：大豊建設

川井地区

A1

P1

P2


