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工事現場紹介 上茂市橋上部工工事

工事場所：岩手県宮古市茂市 地内

工事期間：平成30年3月30日～平成31年7月9日（予定）

神田 監理技術者岩切 現場代理人

本工事は、現在、図面等の最終確認をしており、主材料である鋼材手配を手始めとして10月頃より製作を開

始する予定です。完成すれば閉伊川に約140mの橋が架かります。

地域の皆様のご理解・ご協力をいただきながら、復興道路の一日も早い完成を目指し、工事完了まで安全第

一で進めてまいりますので何卒よろしくお願いいたします。

工事現場紹介 新箱石大橋上部工工事

『国道106号 新箱石大橋上部工工事』を施工させて頂きます『高田機工株式会社』です。

本工事は宮古市箱石地内において閉伊川を横渡する橋長143.5mの橋梁を架設する工事です。

橋梁部材は和歌山県海南市にある和歌山工場で製作を行い、分割した橋梁部材を現地まで輸

送して現地で連結することで橋梁が完成します。

当面は工場製作期間となり、現場作業開始はＨ31年２月頃を予定しています。

無事故･無災害･早期完成を目指して工事を進めていきたいと思いますので、周辺地区の皆さ

まには何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
山内 現場代理人
（工場製作）

【高田機工㈱ 和歌山工場】 【完成予想図】

工事名称：国道106号 新箱石大橋上部工工事

工事場所：岩手県宮古市箱石地内

工事期間：平成30年4月1日～平成32年2月3日

工事現場紹介 上川井地区道路改良工事

このたび宮古箱石道路のうち、上川井地区道路改良工事を担当する事になりました岩田

地崎建設株式会社です。本工事では、上川井地区のランプ部造成工事と腹帯地区の腹帯橋

橋脚1基を施工します。

工事中は、機械の音、土を運搬するダンプ、工事材料を運搬する大型トラックなどの通

行および交通規制等で、近隣・沿道の住民の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、工事

車両の安全運転の徹底、騒音･振動を極力少なくするよう努め、安全第一で工事を進めてい

きますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。
監理技術者

山形 尚治

●工事名称

上川井地区道路改良工事

●工事場所

宮古市腹帯～川井地内

●工事期間

平成30年3月30日から

平成31年3月11日まで

ランプ

国道改良

国道106号 国道106号

腹帯橋P5橋脚

ＪＲ山田線

【 腹帯地区 】【 上川井地区 】

～ 閉伊川河川愛護 ～ “ 閉伊川に鮎の稚魚５万匹を放流 ”

宮古箱石道路安全協議会では閉伊川河川愛護の一環とし

て、５月22日（火）箱石地区道路工事（（株）安藤・間）、

5月23日（水）腹帯地区道路工事（大豊・佐田ＪＶ）、５

月24日（木）茂市地区道路工事（戸田・岩田地崎ＪＶ）が、

現場近くの閉伊川に鮎の稚魚合わせて５万匹を放流しまし

た。閉伊川の苔をたくさん食べて大きく育ってくれるとい

いですね。

大きくなるのが待ち遠しいです。

【箱石地区】

【腹帯地区】

みやこハーバーラジオ

「復興のつち音」

6/26，7/10 11:30～ （予定）

6/27，7/11 16:30～（再放送予定）

出演：宮古箱石道路安全協議会

【茂市地区】

【完成予想図】

JR施工
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(仮)片巣トンネル（宮古側）では、
トンネルの坑口付けを行っていま
す。

(仮)上川井橋では、橋台の深礎杭
を施工しています。

(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
1,096ｍまで進んでいます。

(仮)腹帯第3トンネル（盛岡側）で
は、法面上部の掘削とアンカー工
を施工しています。

(仮)茂市橋P2橋脚では、鉄筋の組立作業
を行っており、P3橋脚では締切鋼矢板の
打設を行っています。

松山地区では、道路拡幅のための
盛土や舗装を行っています。

松山地区では、函渠工の施工が完
了しました。

宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 市 藤 原 ～ 宮 古 市 箱 石 ） 工 事 状 況 平成30年5月15日現在

(仮)新箱石大橋P1橋脚の鉄筋の組
立作業を行っています。

(仮)川井第1トンネルの掘削を行っ
ています。全長1,764ｍのうち10
ｍまで進んでいます。

(仮)腹帯橋P1橋脚では、締切鋼矢
板の打設を行っています。

(仮)下腹帯橋A1橋台では、躯体の構
築作業を行っています。A2橋台で
は、土留壁の施工を行っています。

(仮)茂市トンネルの掘削を行って
います。全長1,885ｍのうち221
ｍまで進んでいます。

(仮)磯鶏トンネル（宮古側）の掘削を行っ
ています。全長1,554ｍ（845mは大成
建設で施工）のうち296ｍまで進んでい
ます。

㈱安藤・間 85-1525

国道106号 腹帯地区道路工事 H26.12.3～H30.8.31 大豊・佐田JV 79-1855 国道106号　新箱石大橋上部工工事 H30.4.1～H32.2.3 高田機工㈱ －

上茂市橋上部工工事 H30.3.30～H31.7.9 日本ファブテック㈱ － 国道106号　箱石地区道路工事 H26.12.17～H30.9.28

㈱奥村組 65-8361

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 上片巣橋上部工工事 H30.1.30～H31.1.31 日本ファブテック㈱ －

茂市腹帯地区道路改良工事 H29.7.20～H31.3.27 ㈱森本組 65-6316 国道106号 片巣地区道路工事 H29.12.14～H31.10.24

大豊建設㈱ 77-3750

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 上川井地区道路改良工事 H30.3.30～H31.3.11 岩田地崎建設㈱ －

松山地区道路改良工事 H30.3.1～H30.12.21 ㈱テラ － 川井腹帯地区道路改良工事 H29.4.3～H30.9.28

大成建設㈱ 77-5653

小山田こ道橋上部工工事 H30.1.23～H31.2.14 ㈱富士ピー・エス － 国道106号 川井地区トンネル工事 H29.11.15～H32.5.29 西松建設㈱ 77-3777

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 下川井トンネル工事 H26.12.16～H31.3.29

現場事務所TEL

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 大豊建設㈱ 72-2001

工　　　　事　　　　名 工　　　　期 受　注　者 工　　　　事　　　　名 工　　　　期 受　注　者
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⑪施工：大成建設 ⑨施工：大豊・佐田JV

⑰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）新箱石大橋P1橋脚

平成３０年度 宮古箱石道路 工事一覧

H32開通目標H32開通目標

（仮）磯鶏トンネル（宮古側）（仮）茂市トンネル（宮古側）

坑口全景

①施工：大成建設⑤施工：前田建設工業

（仮）下川井トンネル（宮古側）川井地区
（仮）腹帯第3トンネル（盛岡側）

②施工：飛島建設

松山地区

⑬施工：大豊建設

（仮）片巣トンネル（宮古側）
（仮）茂市橋下部工

⑥施工：森本組

⑦施工：戸田・岩田地崎⑩施工：大豊建設

（仮）腹帯橋P1橋脚

（仮）下腹帯橋下部工

⑫施工：西松建設

（仮）川井第1トンネル（宮古側）

③小山田こ道橋上部工工事

準備中
⑯上片巣橋上部工工事

準備中

⑧上茂市橋上部工工事

準備中

⑱国道106号 新箱石大橋上部工工事
準備中

⑭上川井地区道路改良工事
準備中

⑮施工：奥村組

P2

P３

P1
P1

A2

A1

④施工：テラ

松山地区


