
【平成３０年１２月 現在】

左岸(P2）
①【国道４５号 白井地区道路工事】

鹿島建設(株)

⑮【秋田北地区道路改良工事】
昭栄建設(株)

三陸沿岸道路 「野田久慈道路（普代～久慈）」 L=２５km  W=１３．５m

久 慈 市

③【熊の沢地区道路改良工事】
松尾建設(株)

⑯

①

⑫

⑪

⑪【芦ヶ沢地区道路工事】
三井住友建設(株)

⑧

③

⑭【熊の沢北地区道路改良工事】
(株)小原建設

⑭⑫【秋田地区道路改良工事】南建設(株)

⑧ 本線の切土工施工中です。
（久慈市・長内町）

国道45号う回

⑯【秋田南地区道路改良工事】南建設(株)

㉕【北ノ越北地区道路改良工事】
大旺新洋(株)

⑧【長内地区道路工事】 東急建設(株)

⑰【宇部地区道路改良工事】
(株)小原建設

工事用道路設置後、路体盛土・擁
壁等の施工を行います。
（久慈市・北ノ越）

東北地方整備局 三陸国道事務所
三陸沿岸道路 普代久慈工区 安全衛生連絡協議会

野田側で土砂掘削・運搬、久慈側は
カルバート施工中です。12月竣工予
定。（野田村～久慈市）

熊の沢川の護岸工、土工事を施工
中です。12月で施工完了します。
（久慈市・長内町）

本線の盛土工、函渠部の擁壁工、排水
工を施工中です。
（久慈市・宇部町）

準備中です。

（野田村・工業高校西側）

土工・排水工を施工中です。掘削
土砂を洋野町へ運搬しています。
（野田村・工業高校西側）

現在、場内工事用道路造成中です。
（久慈市・北ノ越）

国道45号場所打函渠工・芦ヶ沢ﾄﾝﾈ
ﾙ起点側においては、道路土工を施
工中です。
（久慈市・長内町）

久慈大橋右左岸で基礎杭を施工中で
す。また工区起点方の準備工事に着
手しました。(久慈市・長内町）
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①【国道４５号 白井地区道路工事】
鹿島建設(株)

①

⑨㉔

④

⑥

㉓

⑦

⑦【米田大橋下部工工事】大日本土木(株)

久慈市

⑩

⑬【玉川北地区道路改良工事】
(株)新庄・鈴木・柴田組

⑨ 野田IC橋外上部工工事
(横河住金ブリッジ)

⑩【新安家大橋上部工工事】(株)銭高組 ④【玉川大橋下部工工事】宮城建設(株)
②【玉川南地区道路改良工事】宮城建設(株)

パイロット道路切替とプレキャス
トカルバートの施工準備を行って
います。（玉川地区・野田村）

㉓【安家地区構造物工事】
佐田建設(株)

掘削、残土運搬、路体盛土を施
工中です。
（野田村・泉沢）

⑲【上玉川地区道路改良工事】
村本建設(株)

⑱【上代川地区道路改良工事】
南建設(株)

㉒【泉沢南地区道路改良工事】
北星鉱業(株)

㉔【伏津館地区道路改良工事】
(株)小原建設

⑤【泉沢地区道路改良工事】
(株)ノバック

⑥【国道４５号 堀内地区道路工事】
大成・村本JV

【平成３０年１２月 現在】

道路土工、擁壁工、函渠工、排
水構造物工を施工中です。
（泉沢地区・野田村）

新安家大橋上部工のP1橋脚は移動作
業車組立完了し張出し施工を開始し
ます。P2橋脚は、柱頭部完了し、足
場を解体します。
（下安家地区・野田村）

工事の準備中です。計画が進み次第、
流路を掘削します。
（野田村・安家）

堀内トンネル終点側
押え盛土施工状況
（普代村、野田村）

玉川大橋P3橋脚・A2橋台の施工完了
後、擁壁工を施工中です。
（玉川地区・野田村）

村道の道路函渠と上代川沿いの水
路函渠を施工中です。
（玉川地区・野田村）

掘削、洋野工区への土砂運搬を
開始しました。
（野田村・土内）

野田IC橋・野田ONﾗﾝﾌﾟ橋の
足場解体中です。
（野田IC橋・野田村）

現在、刈払い終了し空中測量を
予定しています。
（野田村・野田）

上部工工事の為の仮桟橋の施工
中です。
（野田村・玉川）

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄを施工中です。
掘削延長 L=2085ｍ/2058ｍ
覆工延長 L=1845ｍ/2058ｍ
（力持地区・普代村）

現在、土留め用鋼矢板の打込
が終了し、掘削作業、橋脚の
構築作業を行っています。
（米田地区・野田村）
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＊PPP ;  Public Private Partnership
官民連携・公民協働の意

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため国内初の「事業促進PPP(*)」を導入しています。
事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメン
トを行うことにより事業の促進を図るものです。

「野田久慈道路だより」は、三陸沿岸道路の普代村から久慈市間を担当する事業促進PPPが、事

業者と地域の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。

堀内地区道路工事にてトンネル工事に着手！
工事開始に伴う起工式を実施

もっと良い道路をつくるために！ ～道路技術懇談会の開催～

国道４５号 堀内地区道路工事国道４５号 堀内地区道路工事

平成３０年１２月３日 「ロイヤルパークかわさき」にて
道路技術懇談会を開催しました。

本懇談会は産学官が連携して道路工事の施工技術レベル
アップと品質確保に対するさらなる意識向上を図るために
開催しているもので、今回が３回目となります。

創意工夫した施工例や大学の先生より、品質向上に取り
組む事例の紹介や留意点について講習頂き、参加者は真剣
な面持ちメモをとっていました。

主催：三陸国道事務所、青森河川国道事務所
共催：土木学会３５０委員会
（野田久慈だよりH28.6.1号にも関連記事を掲載していま
す。）

玉川保育園に宮城レンジャー現る

１２月１日野田村の玉川保育園のお遊戯会に「玉川
戦隊 宮城レンジャー」現れ、流行語大賞にノミネー
トされた“ＵＳＡ”の華麗な？ダンス披露しました。

宮城レンジャーの出没は９月の運動会以来で、会場
は大いに盛り上がりました。

※玉川戦隊宮城レンジャーは、玉川保育園に近接して
施工を行っている宮城建設(株)関係者によって結成さ
れた工事終了までの期間限定ユニットです。

国道45号堀内地区道路工事
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１１月２７日に国道４５号堀内地区道路工事のうち沢向トンネル（256ｍ）および堀内ト
ンネル（1,587ｍ）の本格着手に当たり工事受注者である大成・村本特定建設工事共同企業
体主催により、起工式が執り行われました。

当日は約８０名が出席して、無事故・無災害の工事完成を祈念しました。

玉川南地区道路改良工事玉川南地区道路改良工事

Ｎｏ 工事名 受注者（電話番号） 主な工事内容 工事場所
ダンプマスク

の色

1 国道４５号白井道路工事 鹿島建設(株)           (0194-36-1570）トンネル工、函渠工
普代村、野田

村、久慈市
三陸沿岸道路

2 玉川南地区道路改良工事 宮城建設(株)　　  　　（0194-66-7016) 排水工、擁壁工、土工 野田村 三陸沿岸道路

3 熊の沢地区道路改良工事 松尾建設(株)　　    　（0194-53-9622) 函渠工、橋台工　12月竣工！ 久慈市 三陸沿岸道路

4 玉川大橋下部工工事 宮城建設(株)　    　　（0194-66-7016) 橋台工、土工 野田村 三陸沿岸道路

5 泉沢地区道路改良工事 (株)ノバック　　　　　（0194-66-7720) 橋台工、函渠工、土工 野田村 三陸沿岸道路

6 国道４５号堀内地区道路工事 大成・村本JV           (0193-77-5127) トンネル工、橋台工 普代村、野田村 三陸沿岸道路

7 国道４５号米田大橋下部工工事 大日本土木(株)         (0194-66-8820) 下部工 野田村 三陸沿岸道路

8 国道４５号長内地区道路工事 東急建設(株)           (0194-53-0311)
下部工、函渠工、

地盤改良工
久慈市 三陸沿岸道路

9
国道４５号

野田IC橋外上部工工事
(株)横河住金ブリッジ   (0194-66-8600) 上部工 　　　　12月竣工！ 野田村

10
国道４５号

新安家大橋上部工工事
(株)銭高組             (0194-66-8325) 上部工 野田村

11 国道４５号芦ヶ沢地区道路工事 三井住友建設(株)       (0194-66-7380) トンネル工、函渠工 久慈市 三陸沿岸道路

12 秋田地区道路改良工事 南建設(株)             (0194-75-3663) 土工 野田村 三陸沿岸道路

13 玉川北地区道路改良工事 (株)新庄・鈴木・柴田組 (0194-66-9290) 函渠工、土工 野田村 三陸沿岸道路

14 熊の沢北地区道路改良工事 (株)小原建設           (0194-66-7477) 土工 久慈市 三陸沿岸道路

15 秋田北地区道路改良工事 昭栄建設(株)           (0194-75-3417) 函渠工、土工 　12月竣工！ 野田村、久慈市 三陸沿岸道路

16 秋田南地区道路改良工事 南建設(株)             (0194-75-3663) 土工 野田村 三陸沿岸道路

17 宇部地区道路改良工事 (株)小原建設           (0194-66-7444) 函渠工、土工 久慈市 三陸沿岸道路

18 上代川地区道路改良工事 南建設(株)             (0194-66-7033) 土工 野田村 三陸沿岸道路

19 上玉川地区道路改良工事 村本建設(株)           (0194-66-8322) 函渠工、土工 野田村

20 力持高架橋上部工工事 高田機工(株) 上部工 普代村

21 上長内こ線橋上部工工事 日本鉄塔工業(株) 上部工 久慈市

22 泉沢南地区道路改良工事 北星鉱業(株)                         (0194-66-7955) 土工 野田村

三陸沿岸道路

24 伏津舘地区道路改良工事 (株)小原建設                         土工、構台工 野田村 三陸沿岸道路

野田久慈道路　工事箇所一覧

23 安家地区構造物工事 佐田建設(株)　　　　　　（050-3646-7065） 函渠工、砂防工、擁壁工 野田村

25 北ノ越北地区道路改良工事 大旺新洋(株)                         (0194-66-7420) 函渠工、土工、橋台工 久慈市 三陸沿岸道路

田中誠柳 三陸国道事務所所長
高橋正博 県北広域振興局土木部長による鍬入の様子

柾屋伸夫 普代村長、小田祐士 野田村長
による鍬入の様子神事の様子


