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復興支援道路の進捗を実感する目的として、11月8日（木）に「明日を拓く宮古のみち女性の会」の45名

の方が参加され、腹帯橋、腹帯第3トンネル及び茂市接続部を視察し復興を肌で感じていだだきました。

普段では立ち入ることのできない工事中の腹帯第3トンネル坑内（283m）を歩き、「どのようにして掘っ

たのですか」、「道路の完成はいつですか」、「完成前のトンネルを間近で見られて良い体験が出来た」、

「カーブ区間を走らなくなるので盛岡まで早く・安全に行け、便利になりますね」など。腹帯橋、茂市接続で

は「橋脚の高さはどれくらいですか」、「地震は大丈夫ですか」など熱心に質問や感想があり、復興を実感し

ていただいたと思います。

参加者から「三陸沿岸の復興のために工事されている方々へはとても感謝しています」、「怪我や事故の無

いように頑張ってください」と感謝、激励をいただきました。

今後も地域の期待を励みに早期開通に向けて工事を進めていきます。

サーモンくん みやこちゃん

宮古箱石道路の事業進捗状況

他イベント情報など

みやこハーバーラジオ

「復興のつち音」

12/25，１/８ 11:30～ （予定）

12/26，１/９ 16:30～（再放送予定）

出演：宮古箱石道路安全協議会

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。
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〒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

三陸国道事務所 ホームページは

三陸国道 で検索出来ます。

工事現場紹介 茂市地区道路改良工事

このたび、宮古箱石道路の「茂市地区道路改良工事」

を担当いたします「株式会社新井組」です。当工事では、

茂市工区において橋脚１基と腹帯工区においてボックス

カルバート2基を施工します。現在、工事のための準備

を行っていますが、年明けより、工事が本格的に始まる

予定です。

工事期間中は、大型工事車両の通行などで、近隣・沿

道の皆様方には何かとご不便、ご迷惑をおかけいたしま

すが、安全管理に万全を期して工事を進めてまいります

ので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
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中村 広之

工事現場紹介 茂市橋上部工工事

茂市橋上部工工事を施工させていただく「日本ファブテック株式会社」

です。

上茂市橋のすぐ隣に、約180mの橋桁を架けて行きます。現在は、設計

図面の最終チェックを実施中です。

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。
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設計部による設計照査

工事現場紹介 下腹帯橋上部工工事

このたび、宮古箱石道路のうち「下腹帯橋上部工工

事」を施工させて頂きます「株式会社 角藤」です。

本工事は（仮）腹帯第１トンネルと（仮）腹帯第２ト

ンネルの間に橋長50mの橋梁を製作・架設する工事で

す。

橋梁部材は長野県の北部に位置する高山村にある橋梁

工場で製作を行いますが、現在は鋼材手配と設計図書

の照査を進めています。

当面は工場製作期間となりますが、製作から現場架

設に至るまで無事故・無災害と早期完成を目指して工

事を進めていきますので、周辺地区の皆様には何卒ご

理解・ご協力をお願いいたします。

下田 現場代理人

（工場製作）

道路の清掃を行いました

11月15日（木）宮古箱石道路安全協議会では、宮古市川井総合

事務所前の国道と県道の清掃を行いました。当日は晴天に恵まれ、

額に汗を掻きながらの作業となりました。

今後も定期的に活動してまいります。
今年もあと数日となりました。

今年最後の「宮古箱石道路通信

№57」の発行になり、毎月１回

の発行なので今年で5年目となり

ました。引き続き地域のためにな

る広報誌となるよう頑張りますの

で応援宜しくお願いします。

（M）
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事業概要を説明 トンネル坑内と法面工を見学 （仮）茂市接続を見学

茂市腹帯工区で復興を実感していただきました
～ 明日を拓く 宮古のみち女性の会 ～
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(仮)上片巣橋の上部工架設を行っ
ています。

(仮)片巣トンネルの掘削を行って
います。全長559ｍのうち79ｍ
まで進んでいます。

(仮)上川井橋A1橋台、A2橋台が
完成しました。

(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1,834ｍ
まで進んでいます。

(仮)腹帯第3トンネルが10/9に貫通
しました。これから覆工コンクリート
の打設の準備を行っています。

(仮)茂市橋P3橋脚では、埋戻しを行って
おり、P2橋脚ではコンクリート打設を、
P1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、「宮古道路」の仮設道
路撤去が完了し、法面の排水工を施工
しています。

(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359ｍまで進んでい
ます。

(仮)小山田こ道橋上部工では、床
版工の鉄筋組立を行っています。

(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622ｍまで進んでいま
す。

宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 市 藤 原 ～ 宮 古 市 箱 石 ） 工 事 状 況 平成30年11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。

川井地区で工事用道路の仮橋の施工
を行っています。

(仮)川井第2トンネルの掘削を行っ
ています。全長1,782ｍのうち
362ｍまで進んでいます。

(仮)腹帯橋P1橋脚では、フーチン
グ部の施工が完了し、柱部の施工
を行っています。

(仮)下腹帯橋A1橋台は、施工が完了しま
した。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
670ｍまで進んでいます。

㈱安藤・間 85-1525

下腹帯橋上部工工事 H30.9.4～H31.7.5 ㈱角藤 － 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～H31.2.28

㈱奥村組 65-8361

茂市橋上部工工事 H30.9.7～H31.9.25 日本ファブテック㈱ － 上片巣橋上部工工事 H30.1.30～H31.1.31 日本ファブテック㈱ 65-9466

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 片巣地区道路工事 H29.12.14～H31.10.24

大豊建設㈱ 77-3750

茂市腹帯地区道路改良工事 H29.7.20～H31.3.27 ㈱森本組 65-6316 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

茂市地区道路改良工事 H30.7.19～H31.9.30 ㈱新井組 － 川井腹帯地区道路改良工事 H29.4.3～H31.3.28

大成建設㈱ 77-5653

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 川井地区トンネル工事 H29.11.15～H32.5.29 西松建設㈱ 77-3777

松山地区道路改良工事 H30.3.1～H30.12.21 ㈱テラ 65-9810 国道106号 下川井トンネル工事 H26.12.16～H31.3.29

大豊建設㈱ 72-2001

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　腹帯橋上部工工事 Ｈ30.9.20～Ｈ32.3.19 宮地エンジニアリング㈱ －

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 腹帯上川井地区道路改良工事 H29.7.19～H31.3.25

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 国道106号 腹帯地区道路工事 H26.12.3～H31.3.29 大豊・佐田JV 79-1855

工　　　　事　　　　名 工　　　　期 受　注　者 工　　　　事　　　　名 工　　　　期 受　注　者
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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(株)

（仮）下川井トンネル（宮古側） （仮）腹帯第3トンネル（盛岡側） （仮）磯鶏トンネル（小山田側）（仮）片巣トンネル（宮古側）

⑩上茂市橋上部工工事

準備中

㉒国道106号 新箱石大橋上部工工事

準備中

（仮）川井第2トンネル（盛岡側）（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）

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

A1

（仮）上片巣橋上部工

（仮）小山田こ道橋上部工川井地区

P1

⑨茂市橋上部工工事

準備中

⑪下腹帯橋上部工工事

準備中

⑭国道106号 腹帯橋上部工工事

準備中

川井地区

③施工：(株)富士ピー・エス⑤施工：前田建設工業(株)⑧施工：戸田・岩田地崎JV⑬施工：大豊建設(株)⑯施工：西松建設(株)⑱施工：岩田地崎建設(株)㉑施工：(株)安藤・間

⑲施工：(株)奥村組⑳施工：日本ファブテック(株) ⑰施工：大豊建設(株) ⑮施工：大成建設(株) ⑫施工：大豊・佐田JV ⑦施工：(株)森本組 ④施工：(株)テラ ②施工：飛島建設(株)
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