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☆ お知らせ欄に
記事があります。

令和３年１月１５日

☆
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１２／２１に国道４５号を切り替えました！

普代北ＩＣ道路改良工事
松尾建設（株）
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12月21日に国道45号を付替国道45
号へ切替えを行いました。
今回の新設国道45号切り替え工事は、
三陸沿岸道路の普代～野田間の普代
北インターチェンジ（仮称）工事に
伴う切り替え工事です。
今後この区間は三陸沿岸道路供用

に向け本線工事が本格化します。引
き続き工事へのご理解、ご協力の程
宜しくお願いいたします。

①切替え後の長途こ道橋

至 久慈

至 宮古

付替45号

旧45号
三陸沿岸道路

②切替え後の付替え４５号

至 宮古

至 久慈

旧45号

付替45号

三陸沿岸道路

③普代北インターチェンジ（仮称）

付替45号

至 宮古
至 久慈

三陸沿岸道路

① 白井南地区道路改良工事 村本建設（株） (0194-32-3633) 切土、盛土、補強土壁 普代村 三陸沿岸道路 ⑧ 野田久慈地区道路工事 （株）小澤組 （090-2025-6667） 切土、盛土 野田村 Ｄ 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

② 普代野田地区道路工事 （株）植木組 (0194-66-9930) 切土、盛土 普代村・野田村 三陸沿岸道路 ⑨ 玉川野田地区道路改良工事 （株）新井組 (0194-66-8710) 切土、盛土、補強土壁 野田村 Ｅ 久慈大橋（下）外床版工事 （株）森本組 (080-6856-6888) 床版工 久慈市

③ 普代野田地区防護柵工事 （株）小原建設 （090-1496-2031） 土工、防護柵工 普代村・野田村 三陸沿岸道路 ⑩ 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 三陸沿岸道路 Ｆ 久慈大橋（上）外床版工事 （株）植木組 (090-4729-3660) 床版工 久慈市

④ 普代久慈地区標識工事 小田島建設（株） （090-2790-3424） 土工、標識工 普代村・野田村・久慈市 ⑪ 野田久慈地区道防護柵工事 成和建設（株） （080-2845-9523） 土工、防護柵工 野田村・久慈市

⑤ 普代北ＩＣ道路改良工事 松尾建設（株） (0194-36-1750) 切土、盛土、補強土壁 普代村 三陸沿岸道路 ⑫ 宇部館南地区道路改良工事 宮城建設（株） （0194-66-8030） 切土、盛土、補強土壁 久慈市 三陸沿岸道路 Ⅰ 国道４５号　白井地区舗装工事 フジタ道路（株） (0194-32-3637) 舗装工 普代村 三陸沿岸道路

⑥ 国道４５号　堀内地区道路工事 大成・村本ＪＶ (0194-35-3233) トンネル工、橋台工 普代村・野田村 三陸沿岸道路 ⑬ 久慈地区立入防止柵工事 樋下建設（株） （090-8789-5029） 土工、立入防止柵工 久慈市 Ⅱ 国道４５号　沢向玉川地区舗装工事 三井住建道路（株） (0194-22-8910) 舗装工 普代村・野田村 三陸沿岸道路

Ａ 国道４５号　新堀内大橋上部工工事 （株）安部日鋼工業 (050-5358-4363) 上部工 普代村 ⑭ 宇部館北地区道路改良工事 南建設（株） （0194-75-4633） 切土、盛土、補強土壁 久慈市 三陸沿岸道路 Ⅲ 野田地区舗装工事 大有建設（株） (080-2612-6411) 舗装工 久慈市

Ｂ 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 ⑮ 上長内北地区道路改良工事 （株）小原建設 (090-1068-5871) 土工、補強土壁、函渠工 久慈市 三陸沿岸道路 Ⅳ 野田宇部地区舗装工事 大有建設（株） (0194-66-7833) 舗装工 久慈市

⑦ 安家地区構造物工事 佐田建設（株） (050-3646-7065) 流路工 野田村 ⑯ 国道４５号　久慈長内トンネル工事 （株）大林組 (0194-66-7382) トンネル工 久慈市 三陸沿岸道路 Ⅴ 国道45号宇部芦ヶ沢地区舗装工事 世紀東急工業(株) (0194-66-7152) 舗装工 久慈市 三陸沿岸道路

Ｃ 国道４５号　米田大橋上部工工事 （株）安部日鋼工業 (0194-66-9033) 上部工 野田村 ⑰ 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 Ⅵ 国道45号芦ヶ沢長内地区舗装工事 大林道路（株） (090-6258-4759) 舗装工 久慈市

受注者 (電話番号) 主な工事内容 工事場所 ダンプマスク工事名工事名 受注者 (電話番号) 主な工事内容 工事場所 ダンプマスク NONO 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 NO

三陸沿岸道路

三陸沿岸道路

三陸沿岸道路

　三陸沿岸道路　

三陸沿岸道路

三陸沿岸道路

☆
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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。

☆
市街地部分において三陸沿

岸道本線の盛土工事を、また
久慈大橋では旧橋台の補強工
事を行っています。
（久慈市長内町～新井田）

【長内地区道路工事】
東急建設（株）

⑰

久慈大橋三陸沿岸道路を施工
しています。橋の上は非常に
寒いです。
（久慈市長内町新井田）

Ｆ【久慈大橋（下）外床版工事】
(株)森本組

⑫【宇部館南地区道路改良工事】
宮城建設（株）

現在、本線部の掘削工と
久慈宇部ICの盛土工の施工

を行っております。
（久慈市宇部町）

【新堀内大橋上部工工事】
(株)安部日鋼工業

R2年内に張出施工完了
１月はA1側径間と移動作
業車の解体を行います。

（普代村沢向）

A

【堀内地区道路工事】
大成・村本JV

堀内トンネル掘削工、覆
工、電気室の施工を行って
います。

（普代村、野田村）

⑥

⑯ 【久慈長内トンネル工事】
㈱大林組

覆工コンクリートの進捗
が85％を超えました。3月
の完成に向けて安全第一
で工事を進めます。
（久慈市長内町）

現在、盛土工事及び擁壁
工事を行っています。
（普代村力持）

【白井南地区道路改良工事】
村本建設㈱

① Ｃ 【米田大橋上部工工事】
㈱安部日鋼工業

橋梁上部工工事を行っ
ています。壁高欄の施工
が完了しました。現在、
足場の解体中です。
（野田村・米田）

【安家地区構造物工事】
佐田建設(株)

⑦

左側の沢はこれから法
面工を行います。右側の
沢は流路護岸を施工して
います。（野田村安家）

⑭【宇部館北地区道路改良工事】
南建設(株)

本線の掘削工、盛土工、
補強土壁工、植生工を施工
しています。
（久慈市宇部町）

Ⅱ
【沢向玉川地区舗装工事】

三井住建道路（株）

浜山ﾄﾝﾈﾙ擁壁内の情報ﾎﾞｯｸ
ｽ工事を施工中です。玉川地
区土工部は盛土工の施工及び
玉川大橋の踏掛版工事の準備
中です。（普代村・野田村）

【宇部芦ヶ沢地区舗装工事】
世紀東急工業㈱

芦ヶ沢トンネルのコンクリー
ト舗装工事が完了しました。宇
部トンネルは1月末からコンク
リート舗装を行う予定です。
(久慈市宇部町・長内町)

Ｖ

【芦ヶ沢長内地区舗装工事】
大林道路㈱

本線・久慈南ICの道路土工、
排水構造物工、ケーブル配管
工と久慈長内トンネルの監視
員通路工を行っています。
（久慈市長内町）

Ⅳ

久慈長内１号橋の床版工
事を行っています。
（久慈市 広美町交差点）

Ｅ【久慈大橋（上）外床版工事】
(株)植木組

Ｄ 【久慈大橋外上部工工事】
(株)駒井ハルテック

国道45号の交通切替後より、
旧久慈大橋の補強工事（既
設桁補強・支承取替等）を
行っています。
（久慈市長内町～新井田）

⑩ 【野田地区道路改良工事】
(株)不動テトラ

本線の切土工、法面
工および路体盛土工を
行っています。

（野田村～久慈市）

本線の盛土が完了し、
掘削した残土を搬出して
います。
（久慈市長内町）

⑮【上長内北地区道路改良工事】
小原建設（株）

⑨【玉川野田地区道路改良工事】
(株)新井組

現在、№614付近（伏
津舘）で、掘削・土砂
運搬を行っています。

（野田村 野田）

Ⅰ 【白井地区舗装工事】
フジタ道路（株）

B 【新安家大橋上部工工事】
㈱銭高組

安家川上空で橋長231m
の橋梁が完成しました。
（野田村玉川）

【野田宇部地区舗装工事】
大有建設（株）

12月中旬にｱｽﾌｧﾙﾄ舗装が完
了しました。引き続き、中
央部の防護柵の設置を行い
ます。（久慈市宇部町）

Ⅲ

【普代北ＩＣ道路改良工事】
松尾建設(株)

⑤

国道45号の切替が完了し
ました。

（普代村白井）

☆

普代北IC部のカルバー
ト工事を行っています。
(普代村)


