
Ａ 力持高架橋上部工工事 高田機工(株) 上部工 普代村

① 普代北ＩＣ道路改良工事 松尾建設（株） 切土、盛土、補強土壁 普代村

② 国道４５号　堀内地区道路工事 大成・村本ＪＶ (0194-35-3233) トンネル工、橋台工 普代村、野田村

Ｂ 国道４５号　新堀内大橋上部工工事 （株）安部日鋼工業 上部工 普代村

Ｃ 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

Ｄ 国道４５号　玉川大橋上部工工事 オリエンタル白石(株) 上部工 野田村

④ 上玉川地区道路改良工事 村本建設(株) (0194-66-8322) 土工、函渠工 野田村

⑤ 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

⑥ 上代川地区道路改良工事 南建設(株) (0194-66-7033) 土工 野田村

Ｅ 国道４５号　米田大橋上部工工事 (株)安部日鋼工業 上部工 野田村

⑦ 野田地区床版工事 (株)加賀田組 (0194-66-8852) 床版工 野田村

⑧ 泉沢南地区道路改良工事 北星鉱業(株) (0194-66-7955) 土工 野田村

⑨ 泉沢北地区道路改良工事 岩田地崎建設(株) (0194-66-8120) 切土、盛土、下部工、補強土壁 野田村

Ｆ 野田１号橋外上部工工事 古河産機システムズ (0285-23-8670) 上部工 野田村

Ｇ 野田２号橋外上部工工事 川田建設(株) (0194-66-9501) 上部工 野田村

⑩ 伏津館地区道路改良工事 小原建設(株) (0194-66-7760) 切土、盛土、下部工 野田村

⑪ 秋田南地区道路改良工 南建設(株) (0194-75-3663) 土工 野田村

⑫ 野田北地区道路改良工事 宮城建設(株) 切土、盛土、補強土壁 野田村

⑬ 野田地区道路改良工事 (株)不動テトラ (0194-66-8705) 切土、盛土、擁壁工 野田村、久慈市

Ｈ 宇部１号橋外上部工工事 (株)日本ピーエス (0194-66-8350) 上部工 久慈市

⑭ 宇部地区道路改良工事 (株)小原建設 (0194-66-7444) 切土、盛土、函渠工 久慈市

⑮ 北ノ越北地区道路改良工事 大旺新洋(株) (0194-66-7420) 切土、盛土、下部工、函渠工 久慈市

Ｉ 宇部２号橋上部工工事 (株)ＰＳ三菱 上部工 久慈市

⑯ 国道４５号　芦ヶ沢地区道路工事 三井住友建設(株) (0194-66-7380) 土工、トンネル工、函渠工 久慈市

⑰ 上長内南地区道路改良工事 (株)植木組 土工、補強土壁、函渠工、地盤改良工 久慈市

Ｊ 上長内こ線橋上部工工事 日本鉄塔工業(株) 上部工 久慈市

⑱ 熊の沢中地区道路改良工事 (株)小原建設 (0194-66-7511) 土工、補強土壁、函渠工、地盤改良工 久慈市

⑲ 国道４５号　久慈長内トンネル工事 (株)大林組 トンネル工 久慈市

⑳ 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

Ｋ 国道４５号　久慈大橋他上部工工事 (株)駒井ハルテック (0738-65-1234) 上部工 久慈市

野田久慈道路　工事箇所一覧

NO 工事名

安家地区構造物工事 佐田建設(株) 野田村流路工

受注者 工事場所(電話番号)

(050-3646-7065)

主な工事内容

③

H３１年４月１７日

発行；国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 普代久慈工区
〒028-0051 久慈市川崎町16-35 国土交通省久慈維持出張所内
TEL 0194-75-3786

＊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。

・運搬車両の識別
土砂運搬を行うダンプトラックには、前と後ろにダンプマスク（三陸沿岸道路、国交省、会社

名）が着いています。これは、左表の通り各工事ごとにダンプマスクの色が決まっている為、ダン
プマスクを見ることによって、どの工事のダンプトラックなのかが識別出来るようになっています。

普代久慈工区のダンプマスク一覧（H31.４.３現在）

土砂運搬に際しての取り組み（ダンプマスク）

・国道４５号　堀内地区道路工事（赤） ・泉沢北地区道路改良工事（茶色） ・国道45号 久慈長内トンネル工事（水色）

　三　陸　沿　岸　道　路　 三　陸　沿　岸　道　路 　三　陸　沿　岸　道　路　

国交省　大成・村本JV 　国交省　岩田地崎建設㈱ 国交省　（株）大林組

・安家地区構造物工事(黄緑&黄) ・長内地区道路工事(ピンク)

　三　陸　沿　岸　道　路　 　三　陸　沿　岸　道　路　 　三　陸　沿　岸　道　路　

国交省　佐田建設(株) 国交省　南建設㈱ 国交省　東急建設(株)

・上玉川地区道路改良工事（紫） ・国道45号 野田地区道路改良工事（朱）

　三　陸　沿　岸　道　路　 　三　陸　沿　岸　道　路　

国交省　村本建設㈱ 　　国交省　(株)不動テトラ ・熊の沢中地区道路改良工事　

・伏津館地区道路改良工事

・米田大橋下部工工事（白） ・北ノ越北地区道路改良工事 ・宇部地区道路改良工事（黄緑）

　三　陸　沿　岸　道　路　 　三　陸　沿　岸　道　路　

国交省　大日本土木(株) 国交省　(株)小原建設

・泉沢南地区道路改良工事（濃朱） ・芦ヶ沢地区道路工事（ベージュ）

　三　陸　沿　岸　道　路　 　三　陸　沿　岸　道　路　

国交省　北星鉱業(株) 国交省　三井住友建設(株)

・秋田南地区道路改良工事（紺）
・上代川地区道路改良工事（紺）

三陸沿岸道路
国交省 大旺新洋㈱国交省 大旺新洋㈱
三陸沿岸道路

現場進捗状況

野田２号橋の主桁架設を４月９～11
日に行いました。上部工としては新安
家大橋、野田ＩＣ橋（野田村）に続く
作業です。大型車による運搬に際して
は地域住民の方々のご協力を頂きあり
がとうございます。

４月１日より、久慈市長内町の久慈

南ＩＣ（仮称）施工箇所において、国
道４５号線迂回路のカーブをＲ６０→
５０へ切替えしました。カーブが従来
より急になっていますので安全運転に
ご協力下さい。ご迷惑をおかけします。

Ｇ 野田２号橋外上部工工事（川田建設(株)）☆

⑯ 芦ヶ沢地区道路改良工事（三井住友建設）☆

野田久慈道路 工事箇所一覧



【平成３１年４月 現在】

⑯

Ａ

④

②

③
⑤

Ｃ

⑧
②

普 代 村

久 慈 市

左岸(P2）

国道45号う回路

①

Ｃ【新安家大橋上部工工事】
(株)銭高組

③【安家地区構造物工事】
佐田建設(株)

④【上玉川地区道路改良工事】
村本建設(株)

⑥【上代川地区道路改良工事】
南建設(株)

⑧【泉沢南地区道路改良工事】
北星鉱業(株)

⑩【伏津館地区道路改良工事】
(株)小原建設

⑤【米田大橋下部工工事】
大日本土木(株)

⑳【長内地区道路工事】 東急建設(株)

⑮【北ノ越北地区道路改良工事】
大旺新洋(株)

⑭【宇部地区道路改良工事】
(株)小原建設

⑪【秋田南地区道路改良工事】
南建設(株)

流路の掘削と法面保護の施工中です。
（野田村・安家）

７基の橋脚の支持層までの掘削が完
了、今後はコンクリート工事を主に
進めていきます。(野田村・米田）

新安家大橋上部工は、P1橋脚から10BL、
P2橋脚からは6BL張出し施工を完了してい
ます。8月に安家川上空で連結します。

(1BL=5m) （野田村下安家地区）

野田インターの北側を掘っています。
インターチェンジの形がわかってき
ました。（野田村・工業高校西側）

掘削、土砂運搬、路体盛土、排水工
を施工中です。
（野田村・土内）

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄが完成しました。
本線の土工事が本格的に始まります。
（久慈市 宇部町）

野 田 村

A【力持高架橋上部工工事】高田機工(株)

①【普代北IC道路改良工事】松尾建設(株)

⑥

Ｂ

Ｅ

⑭

⑮
⑯

⑳

⑳

Ｄ ⑨ ⑩
⑪

⑫

⑬

⑰

⑱ ⑲
⑦

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

②【堀内地区道路工事】大成・村本ＪＶ

⑦【野田地区床版工事】(株)加賀田組

⑨【泉沢北地区道路改良工事】岩田地崎建設(株)

⑫【野田北地区道路改良工事】宮城建設(株)

Ｂ【新堀内大橋上部工工事】(株)安部日鋼工業

Ｄ【玉川大橋上部工工事】オリエンタル白石(株)

Ｅ（米田大橋上部工工事】(株)安部日鋼工業

Ｆ【野田１号橋外上部工工事】古河産機システムズ(株)

Ｇ【野田２号橋外上部工工事】川田建設(株) Ｈ【宇部１号橋外上部工工事】(株)日本ピーエス

Ｉ【宇部２号橋上部工工事】(株)ＰＳ三菱

Ｊ【上長内こ線橋上部工工事】日本鉄塔工業(株)

Ｋ【久慈大橋外上部工工事】日本鉄塔工業(株)

☆

☆

掘削、残土運搬、盛土作業を継続
して行っています。
（野田村・泉沢）

村道玉川米田線を迂回し、カル
バート工事を開始します。
（野田村・玉川）

⑰【上長内南地区道路改良工事】(株)植木組

⑱【熊の沢中地区道路改良工事】(株)小原建設

⑲【久慈長内トンネル工事】(株)大林組

⑯【芦ヶ沢地区道路工事】三井住友建設(株)

擁壁工と函渠工を施工中です。ﾎﾞｯｸ
ｽｶﾙﾊﾞｰﾄ施工後、本線切土・土砂を
洋野町へ運搬します。

掘削し洋野工区へ土砂運搬、橋台工
(Ａ1)の施工を行っています。

(野田村・野田)

国道45号沿道の工事に着手しました。久慈

大橋は久慈川の流れを変えて基礎杭と掘削
工事を行っています。（久慈市長内町）

⑳

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

⑬【国道４５号 野田地区道路改良工事】
(株)不動テトラ

本線の切土工・排水工を行い、掘削
土砂を洋野町に運搬しています。

（野田村～久慈市）

☆ ＴＯＰＩＣＳ欄に
記事があります。


