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宮古盛岡横断道路道路の橋梁工事に伴い県

道宮古港線の夜間通行止めを実施します。通

行される皆様には、ご不便をおかけ致します

が、ご理解とご協力をお願いします。

○規制区間及び時期

県道宮古港線小山田トンネル付近

（規制案内図参照）

８月20日～11月30日

○規制時間

22時00分～翌朝６時00分まで

※日曜日は通行止めを行いません

○お問い合わせ先

三陸国道事務所 宮古西維持出張所

TEL （0193）71-1760

安全パトロールを実施 ～無事故・無災害に向けて～

「けんせつ小町」安全パトロールを実施
～女性目線で工事現場の安全を点検～

（仮）磯鶏トンネルを視察
～ 全日本建設技術協会 実地研修会 ～

平成30年7月19日（木）に上川井地区道路改良工事（岩田地崎建設（株））で、「けんせつ小町

（建設業で働く女性技術者・技能者の愛称）」による現場の安全パトロールを実施しました。最初

に工事の概要や進捗状況、安全対策の状況について説明を受けてから、現場の点検を行いました。

点検後には「現場、事務所ともに整理整頓されており良かった」「熱中症の防止対策を十分に行う

ように」等の意見がありました。今後も安全に作業が出来るよう努めてまいります。

７月20日（金）、磯鶏地区道路工事（大成建設（株））で施工中の（仮）磯鶏トンネル（1,554

ｍのうち845mを磯鶏地区道路工事で施工）において、全日本建設技術協会の実地研修会（参加者

42名）が行われました。

研修会では、宮古箱石道路の事業概要、工事概要の説明を受けてから、トンネル内の工事状況を

視察されました。

県道宮古港線 小山田トンネル付近

８月20日～11月30日 22時00分～翌朝６時00分まで

宮古盛岡横断道路の工事に伴う
ご理解と

ご協力を

お願いします。

平成30年7月25日（水）に千徳地区道路改良工事（（株）小澤組）の安全パトロールを実施しま

した。この工事は、宮古市千徳地内で土の掘削や運搬などをする工事です。パトロールでは、工事で

の事故、災害防止や熱中症への対策などについて点検、確認を行いました。

【熱中症対策】日陰を作ったり

扇風機を設置しています

【規制案内図】
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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

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 65-6570 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

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㈱ 65-8712

松山地区道路改良工事 H30.3.1～H30.12.21 ㈱テラ 65-9810 川井腹帯地区道路改良工事 H29.4.3～H30.9.28

㈱奥村組 65-8361

茂市腹帯地区道路改良工事 H29.7.20～H31.3.27 ㈱森本組 65-6316 上片巣橋上部工工事 H30.1.30～H31.1.31 日本ファブテック㈱ －

茂市地区道路改良工事 H30.7.19～H31.9.30 ㈱新井組 － 国道106号 片巣地区道路工事 H29.12.14～H31.10.24

㈱安藤・間 85-1525

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　新箱石大橋上部工工事 H30.4.1～H32.2.3 高田機工㈱ －

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　箱石地区道路工事 H26.12.17～H30.9.28

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

宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 市 藤 原 ～ 宮 古 市 箱 石 ） 工 事 状 況 平成30年8月15日現在

(仮)新箱石大橋P1橋脚の柱部の施
工を行っています。

(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75
ｍまで進んでいます。

(仮)腹帯橋P1橋脚では、床堀作業
を行っています。

(仮)下腹帯橋A1橋台では、躯体工事が完
了し、埋戻し作業に入っています。A2橋
台では深礎杭の掘削作業を行っていま
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
472ｍまで進んでいます。

(仮)小山田こ道橋の上部工架設を
行っています。

(仮)磯鶏トンネル（磯鶏側）の掘削を行っ
ています。全長1,554ｍ（845mを大成
建設で施工）のうち466ｍまで進んでい
ます。

(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A1橋台では、鉄筋組
立を行っており、A2橋台ではコ
ンクリート打設を行っています。

(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
1,404ｍ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
の施工を行っています。

(仮)茂市橋P2橋脚では、埋戻し作業
を行っており、P3橋脚では鉄筋組立
を行っています。

松山地区で「宮古道路」の仮設道路
の撤去作業を行っています。

(仮)磯鶏トンネル（小山田側）の掘削を
行っています。全長1,554ｍ（709mを
飛島建設で施工）のうち153mまで進ん
でいます。
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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（磯鶏側）

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）

（仮）腹帯第3トンネル（盛岡側）

②施工：飛島建設

小山田地区

⑭施工：大豊建設

（仮）片巣トンネル（宮古側）

⑦施工：森本組

⑧施工：戸田・岩田地崎JV⑪施工：大豊建設⑬施工：西松建設

⑰上片巣橋上部工工事

準備中

⑨上茂市橋上部工工事

準備中

⑲国道106号 新箱石大橋上部工工事
準備中

⑮上川井地区道路改良工事
準備中

⑯施工：奥村組

（仮）川井第1トンネル（宮古側）

（仮）新箱石大橋P1橋脚

P1

（仮）腹帯橋P1橋脚

P1

（仮）茂市橋下部工

P2 P３

（仮）茂市トンネル（宮古側）

④施工：テラ

松山地区

⑥茂市地区道路改良工事

準備中

（仮）下腹帯橋下部工

A2

A1

川井地区

A1

A2

③施工：富士ピー・エス

（仮）小山田こ道橋上部工


