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埋文調査箇所 （ ３箇所）

伐採作業箇所 （ １箇所）

写真は豊間根田名部地区です。
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（水路ﾎﾞｯｸｽ）を据付
中です。

a     沢田Ⅲ遺跡

調査中

施工：②熊谷組・アイサワ工業
株木建設ＪＶ

工事用道路造成中（林道間木戸線）

写真は国道４５号豊間根橋です。
上流側に仮橋を設置いたします。
（詳細は裏面で！）

写真は山田第１トンネルの釜石側
入口側（間木戸地区）です。

掘削は１７５ｍまで進みました。

A1橋台

C    石峠Ⅱ遺跡

今年度分の
調査終了

写真は豊間根勝山地区です。
（仮称）豊間根こ線橋（橋台２基）の
躯体を立ち上げています。

P1橋脚

写真は豊間根新田地区です。

ボックスカルバート周辺の盛土作
業を鋭意進めています。

トンネル入口予定地
（釜石側）
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A1橋台

写真は山田第２トンネルの宮古側
入口側（豊間根田名部地区）です。
掘削は１７５ｍまで進みました。

田名部川橋（仮）
L=25m

豊間根トンネル（仮）
L=709m

荒川川橋（仮）
L=67m

b     間木戸Ⅰ遺跡

調査中

山田第２トンネル（仮）
L=1,985m

山田第１トンネル（仮）
L=977m

写真は豊間根トンネルの釜石側入
口側（豊間根勝山地区）です。
掘削は１７１ｍまで進みました。

豊間根こ線橋（仮）
L=30.5m

平成26年11月25日現在

d    荷竹日向Ⅰ遺跡

調査中

豊間根川橋（仮）
L=95m

据付中

据付完了

平成２９年度開通目標

写真は金浜地区です。市道金浜４
号線を拡幅して、工事用道路を造
成しています。

写真は石峠地区です。
町道石峠線と並行して工事用道路
を造成しています。

津軽石ﾄﾝﾈﾙ及び、津軽石荷竹～
馬越地区の道路改良工事が契約
になりました。（詳細は裏面で！）

写真は間木戸地区です。山田ＩＣ（ｲ
ﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ）内の盛土作業を実施し
ております。２段目を施工中です。

山田道路 平成14年8月開通

写真は荒川地区です。石峠地区か
ら掘削した土砂を運搬し、盛土作業
を実施していきます。

津軽石
根井沢地区

津軽石トンネル（仮）
L=484m

施工：⑨本間組

工事用道路造成中（市道金浜４号線）

施工：②熊谷組・アイサワ工業・
株木建設JV 施工：③大日本土木

施工：⑪本間組

施工：⑥植木組 施工：⑨本間組

施工：④東急建設

施工：②熊谷組・アイサワ工業・
株木建設JV

施工：②熊谷組・アイサワ工業・
株木建設JV

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

施工：⑤森組

施工：⑧大和小田急建設

・工事用道路の準備を実施しています。

※津軽石根井沢地区

施工：⑩大和小田急建設 ※金浜地区

・工事用道路の準備を実施しています。

施工：⑦小澤組 ※津軽石馬越地区

・土砂掘削の準備を実施しています。

施工：④東急建設

施工：①戸田建設

津軽石ﾄﾝﾈﾙ
（延長 484m）

施工：⑬奥村組

国道45号

津軽石
荷竹地区

払川
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☆工事の進捗状況を山田町観光協会
公式ブログにて情報発信しております！

☆「（仮称）津軽石トンネル工事」が契約されました！

山田町内で実施している工事現場を、山田町観光協会の公式ブログ「山田とことこ日記」で紹介し
ていただいております。今までトンネル工事の安全祈願祭（2件）および、４件の工事現場を取材し

ていただきました。これからも取材をお願いしてまいりますので、皆さんも「山田とことこ日記」を

是非ご覧ください！

URLはこちら↓

http://yamada-kankou.sblo.jp/category/3906911-1.html

☆豊間根橋の架替えに伴い、仮橋を設置します！
～ 施工：熊谷組・ｱｲｻﾜ工業・株木建設JV ～

山田町豊間根第２地割の荒川川に架かる国道４５号豊間根橋の架替え工事を実施いたします。
豊間根橋は昭和41年に供用を開始しましたが、耐震補強も困難な状況にあります。

三陸沿岸道路の施工に伴う工事車両が、今後更に増加することを考慮し、国道通行車両の安全を確保

いたします。工事中は、皆様方にご迷惑をおかけしないよう、安全面等に十分配慮してまいりますの

で、走行・通行する際は、ご注意ならびにご理解とご協力をお願いいたします。

○工事期間 平成26年1１月 4日 ～ 平成27年 3月下旬（予定）

○作業時間 午前８：００～午後5：００（月曜日から土曜日を予定）

※仮橋の進入路造成のため、既設豊間根橋の前後において、工事規制（片側交互通行）を

させていただく期間もありますので、ご了承ください。

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、平成２９年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。

ご意見・ご感想をお寄せください。 国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
〒027-0029 宮古市藤の川4番１号 ＴＥＬ0193－71－1745
ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html

発 行：山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム（ＰＰＰ山田宮古）

編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官現場見学会の申し込みも待ってるよ！

山田宮古道路で 後となる４本目の「（仮称）津軽石トンネル」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４８４ｍです。掘削は釜石側（払川地区）から予定しております。宮古市

津軽石荷竹～馬越区間の道路改良（切土工・盛土工・ボックスカルバート工・排水工等）も実施します。

皆様にはご迷惑をお掛けしないよう工事を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

▲完成イメージ（釜石側入口）

◆工事期間

自：平成２６年１１月 １日

至：平成２８年１１月３０日

◆受注者

株式会社奥村組 東北支店

▲ ダンプトラックのゼッケン番号は工事一覧表の番号に合わせております。

◆工事等一覧表
工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者

① 山田第１トンネル工事 戸田建設（株）  東北支店 　　菅原、西脇 平成26年01月07日 ～ 平成28年02月下旬 予定 ⑧ 根井沢地区改良工事 大和小田急建設（株）　東北支店 　　加古、佐藤 平成26年08月29日 ～ 平成27年03月下旬 予定

② 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 平成25年11月26日 ～ 平成28年02月上旬 予定 ⑨ 金浜南地区道路改良工事 （株）本間組　東北支店 　　長井、佐々木 平成26年07月30日 ～ 平成27年03月下旬 予定

③ 下田名部地区道路改良工事 大日本土木（株）  東北支店 　　植村、伊藤 平成26年04月02日 ～ 平成27年01月下旬 予定 ⑩ 金浜北地区道路改良工事 大和小田急建設（株）　東北支店 　　飛高、西村 平成26年09月20日 ～ 平成27年03月下旬 予定

④ 豊間根トンネル工事 東急建設（株）　東北支店 　　安野、石澤 平成25年12月14日 ～ 平成27年11月中旬 予定 ⑪ 豊間根地区道路改良工事 （株）本間組　東北支店 　　早川、荻原 平成26年04月02日 ～ 平成27年02月下旬 予定

⑤ 石峠地区道路改良工事 （株）森組  東北営業所 　　植木、竹下 平成26年04月02日 ～ 平成27年02月下旬 予定 ⑫ 豊間根川橋下部工工事 徳倉建設（株）　東北支店 　　佐野、北折 平成25年11月29日 ～ 平成27年01月下旬 予定

⑥ 石峠改良工事 （株）植木組　東北支店 　　今川、児玉 平成26年06月26日 ～ 平成27年02月上旬 予定 ⑬ 津軽石道路工事　 （株）奥村組　東北支店 　　佐藤、高柳 平成26年11月01日 ～ 平成28年11月下旬 予定

⑦ 津軽石北地区道路改良工事 （株）小澤組 　　佐々木 平成26年10月01日 ～ 平成27年03月下旬 予定 ⑭ 山田宮古地区伐採作業　 宮古地方森林組合　 　　中居 平成26年04月21日 ～ 平成27年01月下旬 予定

　※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間


