
施工：⑨大和小田急建設調査： 根井沢穴田Ⅳ遺跡ｄ

写真は豊間根荒川地区です。
盛土作業を進めています。

よろしくお願いいたします。

施工：③大日本土木 施工：④東急建設【機械掘削】 施工：⑥植木組 施工：⑩本間組

三陸沿岸道路
山田宮古道路 工事状況のお知らせ vol.31 東北地方整備局 三陸国道事務所

宮古道路
平成22年3月開通
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荒川川橋（仮）
L=67m

山田第２トンネル（仮）
L=1,985m

山田第１トンネル（仮）
L=977m

豊間根こ線橋（仮）
L=30.5m

平成27年05月29日現在

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

写真は山田第１トンネルの釜石側
入口（間木戸地区）です。
掘削が５００ｍ進みました。

田名部川橋（仮）
L=25m

豊間根トンネル（仮）
L=709m

山田道路 平成14年8月開通

平成２９年度開通目標

七田川橋（仮）
L=44m

津軽石トンネル（仮）
L=484m

ａ 間木戸Ⅰ遺跡

調査中

ｂ 石峠Ⅱ遺跡

調査中
Ｃ 荷竹日向Ⅰ遺跡

調査終了
d    根井沢穴田Ⅳ遺跡

調査終了

写真は津軽石荷竹地区です。

七田川橋の杭打ち作業を開始いた
します。よろしくお願いいたします。

写真は石峠地区です。手前で植木
組さんが土砂搬出、奥で西松建設
さんが除根作業を実施しています。

写真は山田第２トンネルの宮古側
入口（豊間根下田名部地区）です。
掘削が４４０ｍ進みました。

写真は山田第２トンネルの釜石側
入口（大沢地区）です。
掘削が４６０ｍ進みました。

荷竹日向Ⅰ遺跡の調査が終了しま
した。５棟の竪穴住居跡、５基の落
とし穴等が確認されました。

写真は津軽石馬越地区です。

６月で土砂搬出作業（小澤組さん
分）が終了予定です。

施工：①戸田建設【発破掘削】

施工：②熊谷組・アイサワ工業
株木建設JV【発破掘削】

施工：②熊谷組・アイサワ工業
株木建設JV【発破掘削】 施工：⑤西松建設 ⑥植木組

工事箇所 （２７箇所）

埋文調査箇所 （ ３箇所）

施工：⑧奥村組

根井沢穴田Ⅳ遺跡の調査が終了
しました。小面積ながら、製鉄炉を
伴う工房跡が４基も見つかりました。

写真は津軽石根井沢地区です。

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの設置が完了しまし
た。土砂搬出作業は継続中です。

ｅ 荷竹日影Ⅰ遺跡

調査開始

写真は金浜地区です。

４基目のﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄを設置して
います。

施工：⑦小澤組調査： 荷竹日向Ⅰ遺跡ｃ

写真は豊間根下田名部地区です。
大日本土木さん担当分が完成いた
しました。（詳細は裏面で！）

写真は豊間根トンネルの釜石側入
口（豊間根勝山地区）です。

掘削が４９０ｍまで進みました。

豊間根川橋（仮）
L=95m



◆工事等一覧表      ※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先 工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先

① 山田第１トンネル工事 戸田建設（株）  東北支店 菅原、西脇
０１９３

７７－４５０４
平成26年01月07日 ～ 平成28年02月下旬 予定 ⑧ 津軽石道路工事　 （株）奥村組　東北支店 佐藤、高柳

０１９３
７７－４１９７

平成26年11月01日 ～ 平成28年11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
０１９３

８３－５７３５
平成25年11月26日 ～ 平成28年02月上旬 予定 ⑨ 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

０１９３
７７－５７８５

平成26年08月29日 ～ 平成27年10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
０１９３

８３－５４３３
平成26年04月02日 ～ 平成27年05月下旬 予定 ⑩ 金浜南地区道路改良工事 （株）本間組　東北支店 長井、佐々木

０１９３
７７－４７２３

平成26年07月30日 ～ 平成27年09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
０１９３

８３－５８０５
平成25年12月14日 ～ 平成27年11月中旬 予定 ⑪ 金浜北地区改良工事 大和小田急建設（株）　東北支店 飛高、西村

０１９３
７７－５８５１

平成26年09月20日 ～ 平成27年12月下旬 予定

⑤ 山田北道路改良工事 西松建設（株）　東北支店 五十嵐、杉山
０１９３

８６－３２００
平成27年02月06日 ～ 平成29年02月下旬 予定 ⑫ 豊間根川橋上部工工事 （株）東京鐵骨橋梁　仙台営業所 高木、松田

０２２
２２３－９０８８

平成27年02月17日 ～ 平成27年10月上旬 予定

⑥ 石峠改良工事 （株）植木組　東北支店 今川、児玉
０１９３

７７－４９０７
平成26年06月26日 ～ 平成27年06月中旬 予定 ⑬ 豊間根南地区道路改良工事 （株）小原建設　 平賀、鈴木

０１９３
８３－５００５

平成27年04月02日 ～ 平成27年10月中旬 予定

⑦ 津軽石北地区道路改良工事 （株）小澤組 佐々木、阿部
０１９３

６７－９１５２
平成26年10月01日 ～ 平成27年07月下旬 予定 ⑭ 荒川川橋上部工工事 （株）東京鐵骨橋梁　仙台営業所 高木

０２２
２２３－９０８８

平成27年03月07日 ～ 平成28年02月中旬 予定

工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間

☆国道４５号豊間根橋の通行が仮橋に切替わり
ました！ 安全運転でお願いいたします。

☆高浜小学校の６年生（９名）が工事状況の
取材に訪れました！（担当：大和小田急建設）

☆下田名部地区道路改良工事が終了しました。
（施工担当：大日本土木）

現在、工事が全面展開しています。 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

☆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。
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！

総合的な学習の一環として、宮古市高浜地区の現在の様子を、岩手県内陸の人たちに伝えるパ
ンフレットづくりに取り組んでいる高浜小学校の６年生（９名）が、５月１５日（金）、金浜北

地区改良工事（大和小田急建設）の現場事務所に取材に訪れました。

「どのくらい工事の期間があるのですか？」「どのような気持ちで働いているのですか？」等の

質問に対し、工事責任者の西村さんが「工事期間は今年いっぱいの予定です」「山田宮古道路が

１日でも早く完成し、喜んでもらえるように取り組んでいます」と答えました。

出来上がったパンフレットは、６月上旬の修学旅行時に宿泊客や観光客等に配布する予定です。

◆他に協力いただいた皆さん
○土工事・排水工事･･･(株)小川建設、(株)金山
○BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ工事･･･昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)
○地盤改良・法面工事･･･ｹﾐｶﾙｸﾞﾗｳﾄ(株)  
○舗装工事･･･(株)石井建設
○仮設工事･･･ｼﾞｪｺｽ(株)  ○測量･･･北村技術(株)

山田町豊間根下田名部地区で実施していました下田名部地区道路改良工事が概ね終了しまし
た。主な工事内容は、土砂掘削（約12万㎥）及び盛土（約９万㎥）、法面工、BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ

（１基）、仮橋の設置等です。工事区間周辺の清掃活動を定期的に実施したほか、地域から長

年の要望がありました、町道田名部新田線の舗装も行いました。

山田町豊間根地区で工事を開始し、１４
か月の月日を経て５月末で完了する事とな
りました。主な工事は山を掘削した土砂を
３０ｔ及び１０ｔダンプで運搬し、盛土す
る工事です。早朝から夕方まで大きな機械
で作業する中、近隣の皆様方のご理解とご
協力をいただき、事故もなく無事竣工をむ
かえる事ができたことに、心より感謝いた
します。また、”がんばろう！東北”にわ
ずかばかりでも携わることができ、誇りに

思います。 後に、三陸沿岸道路の一日も早い開通及び東北の
復興を祈念いたします。

工事責任者
植村さん

▲地域要望で町道の舗装を実施しました

垣内さん 伊藤さん 植村さん
（岡山県） （愛知県） （千葉県）

赤塚さん 貴島さん
（新潟県） （鹿児島県）

国道４５号の豊間根橋の通行が、5月25日（月）、仮橋に切り替わりました。今後は豊間根
橋の撤去作業に入りますので、引き続きよろしくお願いいたします。（施工担当：西松建設）

スピードの出しすぎに注意し、安全運転の程よろしくお願いいたします。

▲取材前のあいさつ ▲丁寧にわかりやすく説明しました ▲鋭い質問もたくさん出ました！

▲ゴールデンウィーク中は鯉のぼりが揚がってました▲通行が仮橋に切り替わりました。


