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宮古道路
平成22年3月開通

山田北
ＩＣ （仮）

荒川川橋（仮）
L=67m

豊間根トンネル（仮）
L=709m

工事箇所 （１３箇所）

伐採作業箇所 （ ３箇所）

田名部地区で伐採作業を実施中
です。ご迷惑をお掛けしますが、ご
協力お願いいたします。

七田川橋（仮）
L=44m

豊間根川橋（仮）
L=95m

津軽石トンネル（仮）
L=484m

施工：④矢作建設工業

豊間根こ線橋（仮）
L=30.5m

山田宮古道路（山田～宮古南） 延長 １４km
やま だ みや こ やま だ みや こ みなみ

田名部川橋（仮）
L=25m

山田第２トンネル（仮）
L=1,985m

山田第１トンネル（仮）
L=977m

施工：②日本国土開発
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施工：⑩宮古地方森林組合

H25年12月に調査終了した豊間根
新田Ⅰ遺跡を埋戻し、盛土施工の
準備を行っています。

荒川川右岸で工事用道路の造成
を実施中です。ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの走行
にご注意お願いいたします。

津軽石荷竹地区で実施している
BOXｶﾙﾊﾞｰﾄの据付作業が完了し
ました。

津軽石払川地区で伐採作業を実
施中です。ご迷惑をお掛けします
が、ご協力お願い致します。

大沢地区の伐採作業が概ね終了
いたしました。これから迂回路造
成作業に入ります。

（仮称）山田第１トンネル工事が契
約になりました。よろしくお願いい
たします。（詳細は裏面で！）

津軽石馬越地区からの掘削土は
赤前地区防災集団移転促進事業
(駒形通地区)にも運搬しています。

荒川地区で(仮称)荒川川橋の橋台を施工中です。
12月18日(水)に底版のコンクリート打設(約400m3)が終了いたしました。
引き続き、鉄筋、型枠の組み立て作業を進めております。

施工：④矢作建設工業

山田道路 平成14年8月開通

市道新町根井沢線に待避所を16
箇所設置しました。工事用車両の
通行にご注意お願いいたします。

津軽石根井沢工区で、BOXｶﾙﾊﾞｰ
ﾄの据付をする準備を進めていま
す。

施工：③樋下建設施工：⑨戸田建設 施工⑩：宮古地方森林組合

トンネル入口予定地
（山田IC側）

施工：②日本国土開発施工：⑤村本建設 施工：②日本国土開発施工：①本間組



▲完成イメージ（釜石側入口）

☆上空から事業進捗状況をお知らせいたします。（その２） ※工事及び調査内容は平成2６年１月１０日現在です。

２今後、工事が全面展開していきます。 皆様にはご不便をお掛けいたしますが、１日も早い復興道路の開通を目指しますので、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

☆今年度実施した埋蔵文化財発掘調査の結果をお知らせします。
山田宮古道路工区内では 今年度 ９箇所の発掘調査を実施しました。調査箇所ではたくさんの陥し穴や竪穴住居

跡、古代の製鉄炉、土杭、縄文土器、石器などが発見されました。

調査箇所は下記のとおりです。

◆調査終了箇所・・・・間木戸Ⅱ・Ⅴ遺跡、間木戸一里塚、

（６箇所） 津軽石大森遺跡、払川Ⅱ・Ⅲ遺跡

豊間根新田Ⅰ遺跡、金浜Ⅴ遺跡

◆調査継続箇所・・・・沢田Ⅲ遺跡、間木戸Ⅰ遺跡

（３箇所） 石峠Ⅱ遺跡

☆「（仮称）山田第１ トンネル工事」が契約されました！
山田宮古道路で３本目の「（仮称）山田第１トンネル」の工事が契約とな

りました。今回施工するトンネルは延長は９７７ｍです。

掘削は山田IC側から進めていきます。

皆さんよろしくお願いいたします。

◆工事期間

自：平成２６年 １月 ７日

至：平成２８年 ２月２９日

◆受注者

戸田建設株式会社

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。

平成２４年７月撮影 金浜地区
宮古湾

津軽石地区

平成２５年１１月撮影

金浜Ⅴ遺跡
（調査終了）

道路改良実施中
（施工：②樋下建設）

平成２３年１１月の新規事業化から２年が経過しました。昨年の春から現場も本格的に動き出したことから、昨年度に撮影した上空からの写真と

比較して、事業がどのように進んでいるかお知らせします。 今回は宮古市津軽石馬越～金浜地区をご紹介いたします。

▲石峠Ⅱ遺跡 ▲津軽石大森遺跡

宮古南ＩＣ予定地

ＪＲ山田線
（休止中）

市道法ノ脇馬越線

金浜Ⅴ遺跡
（調査終了）

（施工：樋下建設）

道路改良実施中

◎工事等に関する問い合わせ先

◆工事等一覧表
工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 問い合わせ先 工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 問い合わせ先

① 豊間根地区改良工事 （株）本間組　東北支店 　　長井、鈴木 ０１９３－８６－２２４０ 平成25年3月6日 ～ 平成26年02月下旬 予定 ⑥ 山田第２トンネル工事 熊谷組・アイサワ工業･株木建設JV 　　藤原、小西 決まり次第お知らせします。 平成25年11月26日 ～ 平成28年02月上旬 予定

② 津軽石地区改良工事 日本国土開発（株）　東北支店 　　内田、菅野 ０１９３－７７－５３０７ 平成25年3月23日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑦ 豊間根川橋下部工工事 徳倉建設（株）　東北支店 　　佐野 決まり次第お知らせします。 平成25年11月29日 ～ 平成26年06月下旬 予定

③ 馬越地区改良工事 樋下建設（株） 　　阿部、花田 ０１９３－７７－４７８３ 平成25年7月9日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑧ 豊間根トンネル工事 東急建設（株）　東北支店 　　安野 決まり次第お知らせします。 平成25年12月14日 ～ 平成27年11月中旬 予定

④ 豊間根北地区道路改良工事 矢作建設工業（株）　東北支店 　　大槻、小池 ０１９３－８３－５０７７ 平成25年8月21日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑨ 山田第１トンネル工事 戸田建設（株）  東北支店 　　陰山、鈴木 決まり次第お知らせします。 平成26年1月7日 ～ 平成28年02月下旬 予定

⑤ 大沢地区改良工事 村本建設（株）　東北支店 　　渡辺、丸山 ０１９３－７７－５４２５ 平成25年9月26日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑩ 山田宮古地区伐採作業 宮古地方森林組合 　　中居、中嶋 ０１９３－６３－２１７３ 平成25年7月10日 ～ 平成26年03月中旬 予定

　※工事箇所及び工事期間は、実作業ベースで記載しています。

○発注者　：　国土交通省　三陸国道事務所　建設監督官　佐々木
                                                        ＴＥＬ　０１９３－７１－１７４５

工　　事　　期　　間工　　事　　期　　間

平成25年3月6日 ～ 平成26年02月下旬 予定

平成25年3月23日 ～ 平成26年03月下旬 予定

平成25年7月9日 ～ 平成26年03月下旬 予定

平成25年8月21日 ～ 平成26年03月下旬 予定

平成25年9月26日 ～ 平成26年03月下旬 予定

工　　事　　期　　間

平成25年11月26日 ～ 平成28年02月上旬 予定

平成25年11月29日 ～ 平成26年06月下旬 予定

平成25年12月14日 ～ 平成27年11月中旬 予定

平成26年1月7日 ～ 平成28年02月下旬 予定

平成25年7月10日 ～ 平成26年03月中旬 予定

工　　事　　期　　間


