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『やまびこフェスタ』でパネル展開催！！
～パネル展 ゲーム等で大盛況～

平成29年９月２日（土）、道の駅やまびこ館で開催された

『やまびこフェスタ』において、宮古盛岡横断道路の整備効果

や工事の進捗状況を説明するため『パネル展』を開催（宮古箱

石道路安全協議会）しました。

当日はあいにくの雨模様でしたが、多くの方々に参加いただ

きました。特に好評だったのが、バックホウによる『飴すくい

ゲーム』で、子供から大人まで楽しんでいただきました。また、

来場された方々からは「横断道路はいつ頃完成するのですか」

といった質問が多く、早期完成への期待の大きさが伝わってき

ました。

大盛況の展示ブース 飴すくいゲームで楽しむ子供たち 山本宮古市長が激励

トンネルがどのように作られていくの

かを動画で見ていただきました。

質問も多く受け、横断道路への期待が

感じられました。

パネルで工事の進捗状況を見ていただ

きました。

工事現場紹介 腹帯上川井地区道路改良工事

工事現場紹介 茂市腹帯地区道路改良工事

この工事は、宮古箱石道路において下図に示すように主に2箇所を施工する工事になります。

①腹帯工区においては高さ約35mになるP1橋脚を河川内に施工する工事。

②上川井工区において延長280mの区間で切土(V=9,000ｍ3)、盛土(V=30,000ｍ3)を施工する工事。

腹帯工区では河川内での施工になりますので閉伊川の綺麗な水や生き物たちに影響を与えない様に細心の注

意をはらって施工を行います。

上川井工区ではダンプトラックでの運行が頻繁になりますので、道路を汚さないようにすると共に、一般の

方の迷惑にならない運行を徹底するようにいたします。

この復興支援道路を安全かつ早期完成を

目指し、工事関係者一同頑張って参ります

ので、皆様のご理解とご協力をいただけま

すよう宜しくお願いいたします。

❖工事名称：腹帯上川井地区道路工事

❖工事場所：岩手県宮古市腹帯地内～川井地内

❖工事期間：平成29年7月19日～平成31年3月25日
❖施工者 ：大豊建設株式会社 腹帯道路改良②作業所

宮古市腹帯第一地割28‐1 TEL：0193‐72‐2001

①腹帯工区

②上川井工区

腹帯駅陸中川井駅 現場事務所

(腹帯工区)

現場事務所

(上川井工区)

この工事は、茂市地区にて高さ約22ｍの橋脚3基 腹帯地区にて延長40ｍ V＝6000ｍ3の掘削工事を

行う株式会社 森本組です。聞き慣れない会社名かと思いますが、宮古市に営業所を構え、防潮堤やポンプ場

などの工事も行わせていただいています。

工事中は地区周辺の方々には大型車の

通行など、ご迷惑をお掛けしますが、地

域住民の立場にたち、国道106号線を利

用される、住民の方々が快適に通行でき

る宮古箱石道路が早期完成するように、

職員一丸となって安全に工事を行います。

何卒ご理解とご協力

のほどよろしくお願

いします。

茂市地区施工箇所

腹帯地区施工箇所

工事名 茂市腹帯地区道路改良工事

施 工 株式会社森本組

工 期 平成29年7月～平成31年3月（予定）

山本 監理技術者

箱石地区道路工事（安藤・間Ｊ

Ｖ）では、昨年に引き続き、箱石

地区対抗ゲートボール大会に参戦

しました。昨年は残念ながら一回

戦敗退でしたが、今年は若手を投

入した結果初優勝と成りました。

大会終了後には懇親会があるなど

楽しい一日と成りました。
大会風景

みんな真剣です！！

賞状・優勝トロフィーと共に

記念撮影

安藤・ハザマチーム 箱石地区対抗ゲートボール大会で初優勝

清水現場代理人 七崎監理技術者
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工　　　　事　　　　名 工　　　　期 受　注　者 工　　　　事　　　　名 工　　　　期 受　注　者

前田建設工業㈱ 79-1685

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　小山田地区道路工事 H29.4.1～H31.8.15 飛島建設㈱ 77-5322

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 国道106号　茂市トンネル工事 H28.11.26～H31.3.15

大豊建設㈱ 77-3750

国道106号 箱石地区道路工事 H26.12.17～H30.2.28 ㈱安藤・間 85-1525 腹帯上川井地区道路改良工事 H29.7.19～H31.3.25 大豊建設㈱ 72-2001

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 川井腹帯地区道路改良工事 H29.4.3～H30.3.20

宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 市 藤 原 ～ 宮 古 市 箱 石 ） 工 事 状 況 平成29年9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
1330ｍまで進んでいます。

(仮)上片巣橋A1橋台の足場解体を
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77ｍまで進んでいます。

(仮)腹帯第１トンネル起点側で
は、(仮)上茂市橋P1橋脚を施工し
ています。

(仮)茂市トンネル工事用道路と、
(仮)下茂市橋のP1橋脚を施工して
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。

㈱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 茂市腹帯地区道路改良工事 H29.7.19～H31.3.27

(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
333ｍ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。

(仮)上川井橋下部工施工のため伐
採を完了し、掘削を進めていま
す。

(仮)腹帯第3トンネルは坑口より
100ｍ地点の覆工コンクリート打
設をしています。

函渠工施工のための掘削を行って
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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（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

（仮）上片巣橋下部工 茂市地区道路工事

全景
（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

茂市トンネル

起点側

⑤施工：大成建設⑥施工：前田建設工業

（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）

⑦施工：飛島建設

松山地区

⑨腹帯上川井地区道路改良工事

準備中

⑩茂市腹帯地区道路改良工事

準備中

⑧施工：大豊建設

川井地区
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