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空から見た

宮古箱石道路
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宮古箱石道路の事業進捗状況
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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

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。

工事の進捗状況

（Ｌ＝７km）

宮古箱石道路（宮古～箱

石）（Ｌ＝約33km）は全線

2020年度開通に向け急ピッ

チで工事が進められています。

今回は「空から見た」工事

の進捗状況「蟇目～腹帯地区

（Ｌ＝７km）」について紹介

します。

腹帯地区では、改良工事、（仮）腹帯橋の下部工、（仮）腹帯

第３トンネルの工事を進めています。左側の写真は盛岡方面から

宮古方面を見ています。右側は宮古方面から盛岡方面を見ており

（仮）腹帯橋の橋台２基と橋脚２基が完成しています。

宮古市腹帯地区

茂市地区は宮古方面と盛岡方面に向かうため

の出入り口になり、左側の写真は茂市接続箇所

になります。下の左側の写真は（仮）茂市橋の

下部工工事が進められており、橋台１基と橋脚

２基が完成してます。下の右側の写真は（仮）

上茂市橋の下部工工事が進められており、橋台

１基と橋脚２基が完成しています。また、既設

の高徳橋の下流で（仮）上茂市橋の工事が進み、

その先で（仮）腹帯第１トンネルの掘削が進め

られ、１月末現在延長1,774ｍのうち1,600ｍ

の掘削が完了しています。

蟇目～腹帯地区は延長７Ｋｍの道路で蟇目地区は盛岡方向へ向か

うときの入り口になります。現在（仮）下茂市橋と（仮）茂市トン

ネルの工事が進められています。（仮）下茂市橋は下部工工事が進

められており、橋脚１基が完成しています。（仮）茂市トンネルは

１月末現在延長1,885mのうち840ｍの掘削が完了しています。

（仮）磯鶏トンネル藤原側

トンネル内部の様子

宮古市茂市地区

宮古市蟇目地区
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、

同院発行の電子地形図（タイル）を複製した

ものである。（承認番号 平30東複、第23号）
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No. 　　　現場事務所TEL No.

① ⑫

② ⑬

③ ⑭

④ 国道106号　磯鶏地区舗装工事 H30.12.4～H32.2.28 鹿島道路㈱ ⑮

⑤ 国道106号 茂市トンネル工事 H28.11.26～H31.3.15 前田建設工業㈱ ⑯

⑥ 茂市地区道路改良工事 H30.7.19～H31.12.20 ㈱新井組 ⑰

⑦ 茂市腹帯地区道路改良工事 H29.7.20～H31.3.27 ㈱森本組 ⑱

⑧ 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 ⑲

⑨ 茂市橋上部工工事 H30.9.7～H31.9.25 日本ファブテック㈱ ⑳

⑩ 上茂市橋上部工工事 H30.3.30～H31.7.9 日本ファブテック㈱ ㉑

⑪ ㉒
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－

－

－

－

㈱奥村組

大成建設㈱

79-1685

65-6316

65-7007

(仮)上片巣橋の上部工架設が完了
し、桁部の塗装工を行っておりま
す。

(仮)片巣トンネルの掘削を行って
います。全長559ｍのうち192
ｍまで進んでいます。

(仮)上川井橋A1橋台、A2橋台が
完成し、橋台の埋戻しを行ってい
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1,990ｍ
まで進んでいます。

(仮)腹帯第3トンネルでは坑門工の鉄筋組
立を行っています。

(仮)茂市橋P3橋脚では、躯体の施工を
行っており、P2橋脚は完成、P1橋脚では
締切鋼矢板の掘削を行っています。

(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486まで進んでいま
す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　宮 古 箱 石 道 路 （ 宮 古 ～ 箱 石 ） 工 事 状 況 平成31年1月15日現在

(仮)新箱石大橋P1橋脚は、締切鋼矢板
の撤去が完了し、現在は新箱石トンネ
ルの仕上げを行っています。

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
542ｍまで進んでいます。

(仮)腹帯橋P1橋脚の柱部の施工を
行っています。

(仮)下腹帯橋A1橋台は、躯体の施工が完
了し、埋戻しを行っています。A2橋台で
は均しコンクリート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
812ｍまで進んでいます。

(仮)小山田こ道橋上部工では、床
版工を行っています。

(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732ｍまで進んでいま
す。

下腹帯橋上部工工事 H30.9.4～H31.7.5 ㈱角藤 －

㈱安藤・間 85-1525

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　箱石地区道路工事 H26.12.17～H31.2.28

65-8361

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 片巣地区道路工事 H29.12.14～H31.10.24

大豊建設㈱ 77-3750

上川井地区道路改良工事 H30.3.30～H31.6.17 岩田地崎建設㈱ 65-8712

川井腹帯地区道路改良工事 H29.4.3～H31.3.28

77-5653

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 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～H31.3.20 ㈱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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2019年度開通目標 2020年度開通目標

平成３０年度 宮古箱石道路 工事一覧

2020年度開通目標2020年度開通目標

（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（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）

⑥茂市地区道路改良工事

準備中

（仮）下腹帯橋 下部工

（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

（仮）上川井橋下部工

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 ②施工：飛島建設(株)

A1

A2
P2

A2
A1

④国道106号 磯鶏地区舗装工事

準備中


