
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

【平成３０年９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)

工事箇所

凡 例

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)

⑮
①

⑫

⑪

⑧【長内地区道路工事】 東急建設(株)

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

⑭

⑫【秋田地区道路改良工事】南建設(株)

⑧

全 体 図

久慈市普代村・野田村

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）

本線の切土工施工中です。
（久慈市・長内町）

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

熊の沢川の場所打函渠工、上長内跨線
橋A2橋台の施工中です。
（久慈市・長内町）

函渠工・土工事を施工中。
函渠施工に伴い国道45号の迂回を8
月27日より開始しました。
ご通行の際は、ご迷惑をお掛けし
ますがよろしくお願いします。
（久慈市・長内町）

道路改良部は地盤改良工、また久慈
大橋左岸では橋脚の基礎杭を施工中
です。
（久慈市・長内町）

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）

国道45号う回
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【平成３０年９月 現在】

工事箇所

凡 例

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

普 代 村

①【国道４５号 白井地区道路工事】
鹿島建設(株)

①

⑨⑤④ ②

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

⑥
⑦

⑦【米田大橋下部工工事】大日本土木(株)

普代村・野田村

全 体 図

久慈市

⑩

⑬

⑬【玉川北地区道路改良工事】
(株)新庄・鈴木・柴田組

11月架設予定！

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)

玉川大橋P3橋脚・A2橋台の躯体を施工し
ています。
（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）

現在、土留め用鋼矢板の打込
み工事中、引続き掘削作業を
開始します。
（米田地区・野田村）

道路土工、地盤改良工、
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）

トンネル貫通しました。ｲﾝﾊﾞｰﾄ、
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=1660ｍ/2058ｍ
（力持地区・普代村）

野田IC橋・野田ONﾗﾝﾌﾟ橋の
橋桁を施工中です。
（野田IC橋・野田村）

主な工事は沢向トンネル、堀内ト
ンネル、新堀内大橋、新安家大橋
の下部工です。
現在、堀内トンネル工事着手する
為の道路土工を施工中です。
（普代村、野田村）

新安家大橋上部工のP1柱頭部(PC、
鉄筋組立)、PC柱頭部(型枠支保工)を
施工中です。
（下安家地区・野田村）

９月から始まる土砂搬出に伴い、
パイロット道路造成及びカルバート工の
基礎工事を行っています。
（玉川地区・野田村）

貫通した瞬間！！
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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。

「北リアスみちづくり女性の会」の皆さんが現場を見学！

9月6日現在、クレーンで架設を行っている

施工者さんと記念写真 上部部工工事について、施工者
さんから説明を受けている

国道４５号のう回を行っています

国道４５号 長内地区道路工事

久慈市長内町第１７地割地先（久慈南IC付近）において、
平成３０年８月２７日から、三陸沿岸道路工事に伴い国道
４５号の一部をう回しています。

う回は、平成31年１１月３０日までの予定です。
通行される皆さまにはご不便をお掛けしますが、ご理解

とご協力をお願いいたします。

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。

A2

野田IC（仮称）完成予想図

P1 P2 P3 P4 P5

A1

宮
古
側

八
戸
側

至八戸

至宮古

「北リアスみちづくり女性の会」

久慈地域の三陸沿岸道路をはじ
めとする、道路ネットワークの早
期の完成を目指す事を目的とする
組織で、女性の視点から道路整備
への提言などを行っています。

A1 A2

（現在）

八
戸
側

宮
古
側

長内地区の地盤改良工区を上空から撮影

久慈大橋（左岸）を上空から撮影

地盤改良について施工者さんか
ら説明を受けている

日本に数台しかない貴重な桁下で鋼
管杭を打てる機械を見学

施工者さんと記念写真

総高さ約40ｍある三点式の地盤改良機
を見学。ビルの高さで10階以上に相当

足場を登り橋脚の上に移動

橋脚の上から現
場を望む

安全帯を身につけて
いざ！上に！

三陸鉄道

至久慈市街

至
八
戸

至八戸

至
宮
古

久慈大橋

長内地区

野田IC橋外上部工工事野田IC橋外上部工工事

国道４５号 長内地区道路工事 野田IC橋外上部工工事野田IC橋外上部工工事

長内トンネル

久慈大橋

＊IC、橋、トンネルの名称は全て仮称です。
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【平成３０年５月 現在】

左岸(P2）
①【国道４５号 白井地区道路工事】

鹿島建設(株)

⑰【秋田北地区道路改良工事】
昭栄建設(株)

②【北ノ越南地区道路改良工事】(株)ノバック

全 体 図

久慈市

工事箇所

凡 例

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

久 慈 市

普代村・野田村

⑤【熊の沢地区道路改良工事】松尾建設(株)

⑰
①

⑭

②
⑬

⑩【長内地区道路工事】 東急建設(株)

⑬【芦ヶ沢地区道路工事】
三井住友建設(株)

⑩

⑤

⑯【熊の沢北地区道路改良工事】(株)小原建設

⑯

⑭【秋田地区道路改良工事】南建設(株)

工事の準備中です。掘削しながら、
土砂を洋野町へ運搬します。
（野田村・工業高校西側）

本線の盛土工、函渠部の擁壁工、排水工
及び護岸工を施工中です。
（久慈市・宇部町）

現在、工事準備中です。主な工事
は芦ヶ沢トンネル、函渠工、土工
です。
国道45号切替工事の際にはご迷惑
をお掛けしますがよろしくお願い
します。（久慈市・長内町）

現在、工事準備中です。主な工事は
切土工事です。
（久慈市・長内町）

久慈大橋右岸で二重締切、左岸でヤード
整備工事に着手しました。道路改良部は
準備工事を行っています。
（久慈市・長内町）

北ノ越川 左岸・右岸のﾌﾞﾛｯｸ積み、及び天
端ｺﾝｸﾘｰﾄ、河床のフトンかごを施工中です。

（久慈市・宇部町）

現在、施工開始に向けて準備中です。
（野田村～久慈市）

熊の沢川の場所打函渠工、本線の土工、
排水工を施工中です。
（久慈市・長内町）

⑩

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

【平成３０年５月 現在】

工事箇所

凡 例

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

普 代 村

掘削中

③【沢向地区道路改良工事】
ライト工業（株）

①【国道４５号 白井地区道路工事】鹿島建設(株)

①

⑪⑦

⑥【玉川大橋下部工工事】宮城建設(株)

⑥ ④

③

④【玉川南地区道路改良工事】宮城建設(株)

⑦【泉沢地区道路改良工事】
(株)ノバック

⑧【国道４５号 堀内地区道路工事】
大成・村本JV

⑧
⑨

⑨【米田大橋下部工工事】大日本土木(株)

普代村・野田村

全 体 図

久慈市

主な工事は沢向トンネル、堀内ト
ンネル、新堀内大橋、新安家大橋
の下部工です。
現在、堀内トンネル工事着手する
為の仮桟橋を施工中です。
（普代村、野田村）

⑫

⑮

現在、用地内の伐採中です。
工事施工ヤードの造成を進め
ていきます。
（米田地区・野田村）

玉川大橋P3橋脚の基礎杭を施工していま
す。地下へ円形に20m掘り下げていきま
す。（玉川地区・野田村）

村道の付替道路と上代川の付替水路を
施工中です。
（玉川地区・野田村）

地盤改良工、函渠工、排
水構造物工を施工中です。
（泉沢地区・野田村）

土砂・岩の掘削、搬出と法面
工（植生）を行っています。
（沢向地区・普代村）

トンネル掘削（発破）覆工ｺﾝｸﾘｰﾄを施工
中です。
掘削延長 L=1920ｍ/2058ｍ
覆工延長 L=1130ｍ/2058ｍ
（力持地区・普代村）

現在、工事準備中です。
主な工事は、切土、土砂運搬、路体盛土
工事です。（玉川地区・野田村）

⑮【玉川北地区道路改良工事】
(株)新庄・鈴木・柴田組

８月架設予定！

11月架設予定！
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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。

国道４５号ではお馴染みの、なにわナンバー鹿島建設（株）
の水色に黒文字のダンプマスク

安全衛生連絡協議会による国道45号の清掃活動

国交省のダンプトラックはマスク をしている？！

三陸沿岸道路「野田久慈道路（普代～久慈）」の改築事
業の施工業者によって組織されています。事故防止や安全
衛生の確保、技術的向上や構造物等の品質向上に努め、工
事の円滑な進捗を図ることを目的として活動しています。

今回は、３月に実施した国道４５号（普代村～久慈市長
内町）の清掃状況について紹介します。

普代村～久慈市までの約２５km区間を４班に分けて総勢
１１０名で道路清掃を行いました。

●安全衛生連絡協議会とは

工事現場を見学しませんか？

三陸沿岸道路「野田久慈道路」
工事のダンプトラックには車両の
前後に 必ず “ダンプマスク” 
（車両幕）が付いています。どこ
のダンプトラックか識別できるよ
うに「三陸沿岸道路 国交省
○○建設」など明記され会社ごと
に色が違います。

三陸国道事務所ホームページか
ら「工事の現場見学」の申し込み
ができます。

昨年は、主にトンネル工事の現
場見学会を開催し、掘削状況の見
学や発破による実貫通の体験など
をして頂きました。

今年度は野田久慈道路では初め
ての橋桁工事の現場見学会を考え
ています。

（前面） （背面）

道の駅「のだ」付近 久慈市長内町はるな食堂
付近

久慈市長内町長内こ線橋
付近

野田村下安家付近普代村白井地区付近普代村白井地区付近

久慈市長内町付近
ごしごしとデリネータの
汚れを落としています。

ごしごし

ごしごし

堀内トンネル掘削のため
仮桟橋を施工中！
掘削開始は10月予定！

新安家大橋は、橋の土台と
なる橋脚は完了！
橋桁の架設は11月予定！

三陸国道事務所ホーム
ページの「工事現場を
見学しませんか？」を
クリックして下さい！

ココです

ココです

今年度も運転マナーに注意し
安全運転に努めて参ります！

普代村、久慈市では新たにト
ンネル工事が進められ、さら
に工事が本格的になります！

仮桟橋

堀内トンネル
坑口

安家川

安家トンネル

新
安
家
大
橋

安家
トンネル








