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豊間根こ線橋（仮）
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平成28年2月25日現在
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写真は(仮称)豊間根川橋[左写真]と、（仮称）豊間根こ線橋[右写真]です。
床部分のｺﾝｸﾘｰﾄ打設が終わり、壁部分の鉄筋を組み立てております。
3月の完成を目指し、鋭意作業を進めております。

写真は(仮称)荒川川橋です。
橋台が概ね完成し、最後の仕上げ
を残すのみとなりました。

写真は国道４５号豊間根橋です。
５５０ｔクレーンで撤去作業を実施し
ています。

写真は豊間根新田地区です。
掘削した土砂は田名部・勝山地区
で盛土材に使用されています。

写真は山田IC(ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ)予定地
です（山田町山田地区）。
上部より掘削を開始しました。

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：⑬ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石施工：⑫東京鐵骨橋梁

写真は(仮称)山田第1ﾄﾝﾈﾙの釜石
側入口（間木戸地区）です。先日貫
通式が行われました。(裏面参照！)

写真は津軽石荷竹地区です。
掘削及び土砂搬出を実施中です。
よろしくお願いいたします。

写真は(仮称)七田川橋です。
A2橋台の杭を設置する作業を実施
中です。

施工：⑧奥村組

写真は津軽石馬越地区です。
道路改良工事が契約となりました。
よろしくお願いいたします。

写真は（仮称）津軽石ﾄﾝﾈﾙです。
発破による掘削を実施しています。
よろしくお願いいたします。

写真は津軽石根井沢地区[左写真]と宮古南IC（ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ）予定地[右写真]
です。これから掘削及び土砂の搬出が始まります。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

施工：①戸田建設

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：③小原建設 施工：⑤西松建設 施工：⑧奥村組 施工：⑦森組 施工：⑩鴻池組

施工：⑨松尾建設

A2橋台

施工：⑥青木あすなろ建設



宮古市金浜地区で実施していました金浜北地区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4万㎥）及び盛土（約1万㎥）、工事用道路造成、BOXカルバート（1基）の設置

等です。工事以外でも、高浜小学校のグラウンド整備を実施したり、工事状況の取材を受けたり

と交流を深め、児童から感謝状も頂きました。

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！

☆山田第１トンネル貫通式を執り
行いました！（施工担当：戸田建設）

２月２日（火）に、山田第1トンネル（延長９７７ｍ）の「貫通式」を執り行いました。

山田宮古道路の中で、２本目の（全４本中）トンネル貫通となります。施工会社である、戸田

建設主催のもと、佐藤山田町長をはじめとする来賓、関係者約９０名が出席しました。また、山

田南小学校６年生による“虎舞”も披露されました。

☆金浜北地区改良工事が概ね終了しました。
（施工担当：フジタ） ※旧大和小田急建設

▲祝辞（佐藤山田町長）

▲関係者による“樽神輿”&“鏡開き” ▲山田南小学校による“虎舞”

▲記念撮影▲万歳三唱

▲挨拶（永井三陸国道事務所長）▲貫通之儀

宮古市金浜地区にて一昨年の９月より工事を開始し、２月末をもって工事を
完了することになりました。工事は「宮古南インターチェンジ」となる場所に
擁壁を作り、造成とカルバートボックスの据付を行ないました。既に多くの復
興事業が行なわれている中、当工事も進めさせていただくことになり、地域の
皆様には大変ご負担をおかけいたしました。当初よりご理解・ご協力をいただ
きました地域の皆様に、心よりお礼申し上げます。工事期間中は地元の方々の
ご支援と、子供さんたちの元気な笑顔に大変励まされてまいりました。今後、
三陸沿岸道路が開通し、復興・発展がより進みますよう、心から願っておりま
す。ありがとうございました。

工事責任者
西村さん

◆他に協力いただいた皆さん
○土工事・構造物

・排水工事・・・国土開発工業㈱
○BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ工事 ・・昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱
○目地・防水工事・・・ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞﾕﾆｺﾑ㈱
○ｸﾚｰﾝ工事・・・・・・㈱渡辺工業所
○交通誘導・・・・・・㈱MKG ほか

岡本さん 冨元さん 山川さん 飛高さん 森田さん
(神奈川県)    (東京都)  西村さん (宮城県) (東京都) (東京都)

(神奈川県)

▲頂いた“感謝状”

▼運動会前日に
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備を
行いました

▲取材を受け、
丁寧に説明し
ました。

◆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。  ※⑭の「大和小田急建設」は、平成27年10月1日から『フジタ』に名称が変更になりました。

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07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09月上旬 予定 ⑨ 金浜地区道路改良工事 松尾建設（株）　仙台支店 大坪、秋

０１９３
７１－２２１０

平成28年01月27日 ～ 平成28年11月上旬 予定

③ 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28年03月下旬 予定 ⑩ 宮古地区道路改良工事 （株）鴻池組　東北支店 谷村、翁長

０１９３
６５－７８３０

平成27年10月22日 ～ 平成29年06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、筒井
０１９３

８３－５８０５
平成25年12月14日 ～ 平成28年03月下旬 予定 ⑪ 荒川川橋上部工工事 （株）東京鐵骨橋梁　仙台営業所 原田

０５０
１４８５－１７５４

平成27年03月07日 ～ 平成28年10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 上床、瀬尾

０５０
１４８５－１７５４

平成27年02月17日 ～ 平成28年03月下旬 予定

⑥ 荷竹地区道路改良工事 青木あすなろ建設（株）東北支店 古屋、木村
０１９３

６５－８６７７
平成27年08月04日 ～ 平成28年10月上旬 予定 ⑬ 豊間根こ線橋上部工工事 オリエンタル白石（株）　東北支店 丸山、松橋

０２２
２２３－４６９１

平成27年08月07日 ～ 平成28年03月下旬 予定

⑦ 宮古南地区道路改良工事 （株）森組　東北営業所 野中、西川
０１９３

６７－４３７５
平成27年11月20日 ～ 平成29年06月上旬 予定 ⑭ 金浜北地区改良工事 （株）フジタ　東北支店 飛高、西村

０１９３
７７－５８５１

平成26年09月20日 ～ 平成28年02月下旬 予定

工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間


