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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。 

みんなで一緒に 

みちづくり女性の会現場見学 

ああああ 

 ７月２６日に「北リアスみちづくり女性の会」のみなさんが長内地区道路工事（施工者；東
急建設）、野田IC橋上部工工事（施工者；横河住金ブリッジ）の現場見学を行いました。 
 長内地区道路工事では、久慈大橋で行っている橋の土台となる下部工の施工や、長内地区で
施工している、大型機械による地盤改良を見学しました。野田IC橋においては、普段は登るこ
とのできない橋脚の上まで登り、現場を望み工事の進捗を実感していただきました。 

野田IC橋外上部工工事は、 

長内地区道路工事は、 

三陸国道事務所HP、久慈維持出
張所HPから申し込み出来ます。 
申し込みをお待ちしています！ 

国道４５号 長内地区道路工事 

野田IC橋外上部工工事 

シバザクラを植えて復興支援に感謝の想いを届けよう♪ 
『シバザクラいっぱいプロジェクト』 が６月９日（日）に野田村十府ヶ浦公園にて開催されま
した。 
 この活動は、国道４５号、三陸鉄道車窓から見える十府ヶ浦公園遊歩道素意をシバザクラで彩
る活動として野田村三陸夢アートプロジェクト実行委員会が主催した植栽活動です。 

 シバザクラ いっぱいプロジェクトに参加しました！ 

   現場進捗状況  

  ②国道４５号 堀内地区道路工事 
     （大成・村本ＪＶ） ☆ 

  ⑳国道４５号 長内地区道路工事 
       （東急建設(株)） ☆ 

野田久慈道路 工事箇所一覧 

国道45号沿道部は久慈ショッピングセ

ンター出入口部での工事に着手しまし
た。久慈大橋は掘削工事を中心に一部
橋脚躯体工事を行っています。 

(久慈市長内町) 

堀内・沢向トンネルは掘削作業を行っ
ています。長途こ道橋、新堀内大橋、
新安家大橋は橋台下部工を施工中です。

（普代村、野田村） 

参加者全員で集合写真 多くの方が参加しました 

野田久慈道路工事関係者も参加しました。 

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) (0194-66-8075) 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(株) (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) (0194-66-7265) 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)ピーエス三菱 (0194-66-8606) 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) (0194-66-7708) 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 (0194-66-7382) 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

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
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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【国道４５号 新堀内大橋上部工工事】(株)安部日鋼工業 

Ｅ（国道４５号 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) 

Ｉ【宇部２号橋上部工工事】(株)ピーエス三菱 

Ｋ【国道４５号 久慈大橋外上部工工事】(株)駒井ハルテック 

☆ 

⑰【上長内南地区道路改良工事】(株)植木組 

⑳ 

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

☆ ＴＯＰＩＣＳ欄に 

   記事があります。 

Ｄ【国道４５号 玉川大橋上部工工事】 
オリエンタル白石㈱ 

3橋脚のうち、P1橋脚では柱頭
部を、P3橋脚では脚頭部を施
工中です。（野田村・玉川） 

⑱【熊ノ沢中地区道路改良工事】 
(株)小原建設 

掘削した土砂を洋野町へ運搬して 
います。７月からはカルバート工 
に着手します。(久慈市長内町) 

 

⑩【伏津館地区道路改良工事】 
（株）小原建設 

掘削・土運搬、橋台工(A1、A2)
の施工をおこなっています。 
   (野田村・野田) 

⑮【北ノ越北地区道路改良工事】 
大旺新洋㈱ 

現在、本線土工事並びに、 
補強土壁工施工中です。 

（久慈市宇部町） 

⑯【国道４５号 芦ヶ沢地区道路工事】 
会社名 三井住友建設株式会社 

現在、国道45号函渠工・土工事・トンネルの仮設備工を
行っています。トンネル掘削は、8月より本格的に掘削を
行う予定です。          （久慈市長内町）  

③【安家地区構造物工事】 
佐田建設(株) 

５月末から流路のコンクリート
打設が始まりました。引き続き
掘削、土砂運搬、法面保護、流
路工の作業を行います。（野田
村安家） 

⑭【宇部地区道路改良工事】 
㈱小原建設 

宇部ICの盛土、本線を掘削し土
砂を洋野町へ運搬しています。 

（久慈市宇部町） 

⑲【国道４５号 久慈長内トンネル工事】 
㈱大林組 

起点側より工事を着手しました。 

7月より本格的にトンネル掘削
工を開始していきます。 

（久慈市長内町）） 

⑧【泉沢南地区道路改良工事】 
北星鉱業㈱ 

掘削、盛土、排水工作業を継続
して行っています。洋野工区へ
の残土運搬6月末終了。 

（野田村・泉沢） 

Ｃ【国道４５号新安家大橋上部工工事】 
（株）錢高組 

Ｐ１張出し施工の移動作業車は後退
し、解体準備中です。８月に安家川
上空で中央閉合（連結）します。 

（野田村 下安家地区） 

Ｈ【宇部1号橋外上部工工事】 
(株)日本ピーエス 

宇部1号橋の主桁架設が完了しま
した。横桁の施工を行っています。 

（久慈市宇部町） 

④【上玉川地区道路改良工事】 
村本建設㈱ 

村道玉川米田線を迂回し、地
盤改良工事を行っています。

（野田村・玉川） 

⑥【上代川地区道路改良工事】 
南建設㈱ 

掘削、土砂運搬、路体盛土、
排水工、現場打函渠の地盤改
良を施工中です。（野田村・
土内） 

写真 
 

 

写真 
 

 

【長内地区道路工事】 
会社名 東急建設株式会社 

国道45号沿道部は久慈ショッピングセンター出入口部で
の工事に着手しました。久慈大橋は掘削工事を中心に一
部橋脚躯体工事を行っています。(久慈市長内町) 

 

⑤【国道45号 米田大橋下部工工事】 
大日本土木(株) 

米田地区に架かる橋の７基の橋脚を
交互に構築中で、足場が徐々に組み
上がっています。（野田村・米田） 

写真 
 

 

写真 
 

 

【国道４５号 堀内地区道路工事】 
大成・村本JV 

堀内・沢向トンネルは掘削作業を行っています。長途こ
道橋、新堀内大橋、新安家大橋は橋台下部工を施工中で
す。（普代村、野田村） 

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、
掘削土砂を洋野町と普代村に運
搬しています。 

（野田村～久慈市） 

 

 

⑪【秋田南地区道路改良工事】 
南建設(株) 

野田IC北側を施工中です。県道
へ大型ダンプが出入りし、洋野
町へ運搬しています。 

（野田村・工業高校西側） 

J【上長内こ線橋上部工工事工事】 
日本鉄塔工業(株) 

現在、桁架設を行っています。
高力ボルト締付、塗装を行って8
月中に施工完了予定です。 

（久慈市長内町） 

②【国道４５号 堀内地区道路工事】(大成・村本ＪＶ)） 

⑳【国道４５号 長内地区道路工事】(東急建設(株)） 

☆ 

Ａ【力持高架橋上部工工事】 
高田機工㈱ 

鋼桁の架設が完了しました。 
吊り足場の組立を行っています。 
  （普代村 力持） 


