
本格的な夏を迎え熱中症などにお気を付けください。

国道工事の方は、P1橋脚は7LOT目の沈下掘削を行っております。P2橋脚は6LOTの沈下掘削を行っています。

掘削作業時、P１橋脚及びＰ2橋脚ともに発破掘削及び夜間作業を行っております。引き続き、皆さまにはご迷惑をお掛

けしますが、これからもご協力お願い申し上げます。

夏季休暇は8月11日（水）～8月17日（木）となっています。

第22号
平成28年8月１日発行

夜間作業の予定

Ｐ1橋脚沈下掘削 8月1日（月）～8月31日（水）予定

Ｐ2橋脚沈下掘削 8月1日（月)～8月31日（水）予定

発破作業の予定

P1橋脚発破掘削 8月1日（月）～8月31日（水）予定

P2橋脚発破掘削 8月1日（月）～8月31日（水）予定

コンクリート打設予定

Ｐ1橋脚 8月 打設なし

P2橋脚 8月 打設なし

夏季休暇

８月11日（木）～8月17日（水）

お 知 ら せ

発行者 ：戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名 ：国道45号下安家道路工事
事務所 ：下閉伊郡普代村23地割小谷地20
ＴＥＬ ：0194-36-1250

問い合わせ先担当者：橋本までお願いします。
携帯 ：090-1059-3720

P１橋脚
新安家大橋施工写真

P2橋脚

前月に比べ1.0mほど下がりました。躯体天

端が地面付近に到達するまで沈下させてい

きます。

躯体を沈下させるために躯体に水を貯め荷重

を加えています。

7LOT部分の躯体まで構築が終わりました。

天端まで躯体沈下させます。

P2も岩盤が作業室前面にきているので、全

面発破掘削を行っております。



暑さが日ごとに増してきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

国道工事の方は、P1橋脚は6LOT目の沈下掘削を行っております。P2橋脚は6LOTの沈下掘削を行っています。

掘削作業時、P１橋脚及びＰ2橋脚ともに発破掘削及び夜間作業を行っております。引き続き、皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、

これからもご協力お願い申し上げます。

第21号
平成28年7月１日発行

夜間作業の予定

Ｐ1橋脚沈下掘削 7月1日（金）～7月30日（土）予定

Ｐ2橋脚沈下掘削 7月1日（金)～7月30日（土）予定

発破作業の予定

P1橋脚発破掘削 7月1日（金）～7月30日（土）予定

P2橋脚発破掘削 7月1日（金）～7月30日（土）予定

コンクリート打設予定

Ｐ1橋脚 7月 打設なし

P2橋脚 7月 打設なし

お 知 ら せ

発行者 ：戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名 ：国道45号下安家道路工事
事務所 ：下閉伊郡普代村23地割小谷地20
ＴＥＬ ：0194-36-1250

問い合わせ先担当者：橋本までお願いします。
携帯 ：090-1059-3720

P１橋脚
新安家大橋施工写真

P2橋脚

躯体の外足場を撤去し、躯体天端が地面

付近に到達するまで沈下させていきます。

岩盤が作業室内全面に出ており発破を行い

ながら沈下掘削を行っていきいます。

7LOTのコンクリート打設を行いました。７
LOT部分の躯体まで沈下させます。

自動削孔機械を使用して削孔し発破掘

削を行っています。



暑さが日ごとに増してきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

国道工事の方は、P1橋脚は6LOT目の沈下掘削を行っております。P2橋脚は5LOTの沈下掘削を行っています。

掘削作業時、P１橋脚及びＰ2橋脚ともに発破掘削及び夜間作業を行っております。引き続き、皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、

これからもご協力お願い申し上げます。

第20号
平成28年6月１日発行

夜間作業の予定

Ｐ1橋脚沈下掘削 6月1日（水）～6月30日（木）予定

Ｐ2橋脚沈下掘削 6月1日（水)～6月30日（木）予定

発破作業の予定

P1橋脚発破掘削 6月1日（水）～6月30日（木）予定

P2橋脚発破掘削 6月1日（水）～6月30日（木）予定

コンクリート打設予定

Ｐ1橋脚7ロット 6月1日（水）

P2橋脚6ロット 6月4 日（土）

※ 天候等により、予定は変更になる場合があります。

お 知 ら せ

発行者 ：戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名 ：国道45号下安家道路工事
事務所 ：下閉伊郡普代村23地割小谷地20
ＴＥＬ ：0194-36-1250

問い合わせ先担当者：橋本までお願いします。
携帯 ：090-1059-3720

P１橋脚
新安家大橋施工写

P2橋脚

削孔した穴に黄色筒を入れてその中

に火薬を挿入しています。

～函内発破掘削状況

Ｐ１、Ｐ２ともに岩盤がでてきており火

薬を入れる穴を削孔してます。

岩盤が発破により砕かれます。

発
破

細かくなった岩石を重機で土砂

バケツに入れて外に出します。

ブレーカ―という機械で、亀裂の入っ

た岩盤をさらに起こして、外にだします。



日ごとに暖かさを感じられるようになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

国道工事の方は、P1橋脚は5ロット目の沈下掘削を行っています。P2橋脚は5LOTの構築作業を行っています。

予想された深さから岩盤が出てこないので、まだ発破掘削作業を行っていませんが、今月からはいよいよ発破作業が開始

される予定です。

今後は夜間作業並びに発破掘削作業も開始される予定となり、皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、これからもご協力

お願い申し上げます。

第18号
平成28年4月１日発行

現在の工事の進行状況です。

夜間作業の予定

Ｐ1橋脚沈下掘削 4月１日（金）～4月8日（木）予定

Ｐ2橋脚沈下掘削 4月11日（月)～4月30日（土）予定

発破作業の予定

P1橋脚発破掘削 4月1日（金）～4月8日（木）予定

P2橋脚発破掘削 4月１日（金）～4月30日（木）予定

コンクリート打設予定

Ｐ2橋脚5ロット 4月6日（水） 夜間までかかります。

※ 天候等により、予定は変更になる場合があります。

お 知 ら せ

発行者 ：戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名 ：国道45号下安家道路工事
事務所 ：下閉伊郡普代村23地割小谷地20
ＴＥＬ ：0194-36-1250

問い合わせ先担当者：橋本までお願いします。
携帯 ：090-1059-3720

P１橋脚

新安家大橋全体写真

久慈方面 宮古方面

P2橋脚

P1橋脚基礎部は黒の斜線部分までコンクリートの

P1橋脚 5LOT部を空中から撮影

P1橋脚基礎部

22.5m

P1橋脚全体

P2橋脚5LOT部の打設に向けて型枠の組立中です

P2橋脚基礎部は黒の斜線部分までコンクリートの

P2橋脚全体 P2橋脚基礎

15.5m

P2橋脚3月末現在の状況 P1橋脚3月末現在の状況



日ごとに暖かさを感じられるようになりましたが,いかがお過ごしでしょうか。

国道工事の方は、P1橋脚は5ロット目のコンクリート打設に向けて施工中です。P2橋脚も5ロット目の鉄筋組立が始まり

ました。

今後も夜間作業並びに発破掘削作業となり皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、これからもご協力お願い申し上げます。

第17号
平成28年3月１日発行

現在の工事の進行状況です。

夜間作業予定

Ｐ1橋脚沈下掘削 3月8日（火）～3月31日（木）予定

Ｐ2橋脚沈下掘削 3月中予定なし

発破作業

P1橋脚発破掘削 3月8日（火）～3月31日（木）予定

コンクリート打設予定

Ｐ1橋脚5ロット 3月3日（木） 夜間までかかります。

※ 天候等により、予定は変更になる場合があります。

お 知 ら せ

発行者 ：戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名 ：国道45号下安家道路工事
事務所 ：下閉伊郡普代村23地割小谷地20
ＴＥＬ ：0194-36-1250

問い合わせ先担当者：橋本までお願いします。
携帯 ：090-1059-3720

P１橋脚

新安家大橋全体写真

久慈方面

宮古方面

P2橋脚

P1 ５LOT施工状況

コンクリート打設に向けて型枠組立中です。

奥が見えないくらい鉄筋が配筋されています。

縦の鉄筋も本数が多くなっています。

P2  ５LOT目の施工状況

鉄筋の組立が始まりました。



余寒なおきびしい昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか。

国道工事の方は、P1橋脚は5ロット目の施工中です。P2橋脚も4ロット目のコンクリート打設が完了しました。

今後も夜間作業並びに発破掘削作業となり皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、これからもご協力お願い申し上げま

す。

第16号
平成28年2月１日発行

現在の工事の進行状況です。

夜間作業予定

Ｐ2橋脚沈下掘削 1月25日（月）～2月6日（土）予定

Ｐ1橋脚沈下掘削 2月22日（月）～3月19日（土）予定

発破作業

P1橋脚発破掘削 2月22日（月）～3月19日（土）予定

コンクリート打設予定

Ｐ1橋脚5ロット 2月19日（金） 夜間までかかります。

※ 天候等により、予定は変更になる場合があります。

お 知 ら せ

発行者 ：戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名 ：国道45号下安家道路工事
事務所：下閉伊郡普代村23地割小谷地20
ＴＥＬ ：0194-36-1250

問い合わせ先担当者：橋本までお願いします。
携帯 ：090-1059-3720

P１橋脚

新安家大橋全体写真

久慈方面

宮古方面

P2橋脚

～函内の掘削状況～

函内に大きな石が出てきています。

大きな石が岩盤に近づくにつれて

多く出てきています。
バケツに積めないものは重機にﾌﾞﾚｰ

ｶｰという機械を使用し叩き割ります。
小割した石を土砂バケツに積込外

に出します。



新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

国道工事の方は、P1橋脚は5ロット目の施工中です。P2橋脚も4ロット目の施工中です。

今後は夜間作業並びに発破掘削作業となり皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、これからもご協力お願い申

し上げます。

第1５号
平成28年1月１日発行

現在の工事の進行状況です。

夜間作業予定

Ｐ1橋脚沈下掘削 1月6日（水）～1月12日（火）予定

Ｐ2橋脚沈下掘削 1月25日（月）～2月6日（土）予定

発破掘削

P1橋脚沈下掘削 1月7日（木）～1月12日（火）予定

コンクリート打設予定

Ｐ2橋脚4ロット 1月21日（木） 夜間までかかります。

※ 天候等により、予定は変更になる場合があります。

お 知 ら せ

発行者 ：戸田・大豊特定建設工事共同企業体

工事名 ：国道45号下安家道路工事
事務所：下閉伊郡普代村23地割小谷地20
ＴＥＬ ：0194-36-1250

問い合わせ先担当者：橋本までお願いします。
携帯 ：090-1059-3720

P１橋脚

新安家大橋全体写真

久慈方面

宮古方面

P2橋脚

～冬場のコンクリート施工状況～

温度を保つようにシートで足場の周りを囲います。

冬場はコンクリート施工中に凍結させない為に又、所定の品質が得られるように足場内の温度を一

定に保つように養生を行います。

温風ヒーターで囲いの内側を温めます。

ビニールホースで温風を行き渡らせます。温度計を設置し温度管理を行っています。


