
三隅・益田道路だより

国土交通省浜田河川国道事務所工務課
ＴＥＬ：０８５５－２２－２４８０ 担当（村上、古本、橋本、池田）、現場担当（足立、加田）

益田西道路外事業監理業務 （一社）中国建設弘済会・（株）シーケイ・テック設計共同体
ＴＥＬ：０８５５－２５－５０１６ 担当（小石川、青木、森永）

浜田河川国道事務所ホームページでは、三隅・益田道路だよりのバックナンバーを掲載しています。

再度読んでみたい号がある方は、こちらよりご覧になって下さい。

QRコード
三隅・益田道路だより 検索

● 三隅・益田道路についてのご質問、ご意見、だよりに対するご要望等ありましたら、下記までご連絡下さい。

第１１６号 令和４年３月１０日 発行

平素より三隅・益田道路事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
本号では、 「工事の進捗状況の紹介」、 「鎌手IC（仮称）の工事進捗状況」について紹介します。 皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

※この地図は、国土地理院長の承認を得て、国土地理院発行の２万５千分１地形図を複製したものである。 （承認番号 令元情複 第328号）
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鎌手IC（仮称）の工事進捗状況

②岡見地区第５改良工事

工事の進捗状況の紹介

工事の進捗状況を紹介します。

①三隅川橋鋼上部工事 浜田市三隅町三隅地内で、三隅川橋（仮称）の上部工事を行っています。

②岡見地区第５改良工事 浜田市三隅町岡見地内で、盛土工事を行っています。

鎌手IC（仮称）の工事進捗状況

①三隅川橋鋼上部工事

③遠田IC第２改良工事 益田市遠田町地内で、橋台（A１）１基と橋脚（P１）１基、及びボックスカルバートを
つくっています。

③遠田IC第２改良工事

鎌手IC（仮称）の着手前から現在の状況、将来完成イメージを紹介します。

着手前
(平成２５年１０月)

着手時(令和３年７月)

施工中
(令和２年１２月)

山口方面

松江方面
山口方面

松江方面

山口方面

松江方面

鎌手IC
（仮称）

市道古湊向野田線

市道西平原桜線
市道西平原桜線

着手時(令和３年５月) 施工中(令和４年２月)

山口方面

松江方面 松江方面

ボックスカルバート
をつくっています。

P1橋脚をつくって
います。

A１橋台をつくって
います。

橋台
（Ａ１）

橋脚
（Ｐ１）

ボックス
カルバート

施工中(令和４年２月)

市道岡崎線

市道古湊向野田線

松江方面

山口方面

桁を架設しています。

着手時(令和３年４月) 施工中(令和４年２月)

盛土工事を
行っています。

松江方面松江方面

※公表されている令和７年度の供用は、
片側１車線での供用となります。

現在（施工中）
(令和４年２月)

鎌手IC（仮称）
完成４車線供用のイメージ

松江方面

松江方面

山口方面

山口方面

鎌手IC
（仮称）

ボックスカルバート
をつくっています。

ボックスカルバート
をつくっています。

市道西平原線

市道西平原線



三隅・益田道路だより
● 三隅・益田道路の工事・業務発注状況を紹介します。

工事・業務位置図 【工事一覧表】

※グレー着色は完成工事・業務

令和４年３月１０日現在

業務 ・浜田地区井戸観測他業務
・益田地区井戸観測他業務
・環境管理業務
・古市場地区外跨道橋他設計業務

工事、業務において、三隅・益田道路建設予定地周辺のみなさまに、
ご迷惑をかけることもありますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

※青字は現在実施中

第１１６号 令和４年３月１０日 発行

（山陰道）

工事

益田工区 浜田工区

浜田・三隅道路（山陰道）益田道路（山陰道）

益田道路
（遠田IC～久城IC）

H22年3月27日開通

浜田・三隅道路
原井ＩＣ～西村ＩＣ

H27年3月14日開通
西村ＩＣ～石見三隅ＩＣ

H28年12月18日開通

②三保地区改良第２工事
④金山地区改良第２工事
⑤岡見トンネル工事
⑦滝見高架橋PC上部工事
⑧古市場第２高架橋PC上部工事
⑪板ヶ峠第２高架橋下部第２工事
⑭三隅高架橋鋼上部工事
⑮上古市地区第２改良工事
⑯三隅川橋鋼上部工事
⑰岡見口地区第２改良工事

※この地図は、国土地理院長の承認を得て、国土地理院発行の2万5千分１地形図を複製したものである。（承認番号 令元情複 第328号）

凡 例

黒字：完成済
青字：現在実施中
赤字：新規発注

①新津田川橋P３橋脚下部工事
③大浜地区改良外工事
⑥土田地区改良第５工事
⑨新津田川橋P1橋脚工事
⑩木部高架橋下部第４工事
⑫遠田地区改良第３工事
⑬鎌手ＩＣ改良工事
⑲大浜第２高架橋第２下部工事
⑳遠田IC第２改良工事
 鎌手地区第５改良工事

⑱古市場第３高架橋鋼上部工事
 岡見IC第８改良工事
 岡見地区第５改良工事
 金山地区第３改良工事
 板ヶ峠第２高架橋鋼上部工事
 浜田地区整備工事
 古市場地区外整備工事
 岡見川橋鋼上部工事
 板ヶ峠第１高架橋外ＰＣ上部工事
 馬橋高架橋鋼上部工事

①

②

※赤字は新規発注

③
④

⑧

⑤

⑦

⑥
⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑮
⑭

【業務一覧表】

⑯

三隅･益田道路の情報は、ツイッター 「浜田河川国道事務所」でも
情報発信しています。

QRコード

「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の取り組みを、フェイスブック 「浜田河川国道事務所」
で紹介していますので、合わせてご覧下さい。

「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所

QRコード

⑰

⑱

⑲

⑳

 

 

 

 

・浜田地区外構造物他設計業務
・益田地区構造物他設計業務
・地質調査業務
・益田地区井戸観測他業務

 

 

 遠田地区第４改良工事
 木部地区第５改良工事
 鎌手地区外整備工事
 西平原地区外整備工事

    

 

 

・浜田地区井戸観測他業務
・環境管理業務
・三隅地区外構造物他設計業務
・遠田地区外構造物他設計業務

  

業務名 受注者（社名） 管理（主任）技術者

三隅・益田道路
浜田地区井戸観測他業務

Ｒ２．４．２２ Ｒ３．９．３０ 島建コンサルタント（株） 坂田　聖二

三隅・益田道路
益田地区井戸観測他業務

Ｒ２．４．２２ Ｒ３．６．３０ （株）竹下技術コンサルタント 坂根　陽治

三隅・益田道路外
環境管理業務

Ｒ２．５．２ Ｒ３．１０．３０ （株）荒谷建設コンサルタント 浮田　健一

令和２年度三隅・益田道路
古市場地区外跨道橋他設計業務

Ｒ２．９．４ Ｒ３．５．３１ （株）エイト日本技術開発 安木　清史

令和３年度三隅・益田道路
浜田地区外構造物他設計業務

Ｒ３．５．１５ Ｒ４．３．３１ （株）エイト日本技術開発 山本　博章

令和３年度三隅・益田道路
益田地区構造物他設計業務

Ｒ３．５．１５ Ｒ４．３．２５ セントラルコンサルタント（株） 山本　弘和

令和３年度三隅・益田道路
地質調査業務

Ｒ３．６．２１ Ｒ４．２．２８ 島建コンサルタント（株） 坂田　聖二

令和３年度三隅・益田道路
益田地区井戸観測他業務

Ｒ３．７．７ Ｒ４．９．３０ 出雲グリーン（株） 吉田　富夫

令和３年度三隅・益田道路
浜田地区井戸観測他業務

Ｒ３．９．１４ Ｒ４．９．３０ （株）ハマソク 羽柴　浩幸

令和３年度三隅・益田道路外
環境管理業務

Ｒ３．１０．１５ Ｒ４．１０．３１ （株）長大 中村　亮

令和３年度三隅・益田道路
三隅地区外構造物他設計業務

Ｒ４．１．１８ Ｒ４．７．２９ （株）エイト日本技術開発 鶴海　誠

令和3年度三隅・益田道路
遠田地区外構造物他設計業務

Ｒ４．１．１８ Ｒ４．７．２９  大日本コンサルタント（株） 江崎　浩二

履行期間

図中番号 工事名 受注者（社名） 監理（主任）技術者

①
三隅・益田道路

新津田川橋Ｐ３橋脚下部工事
Ｒ１．９．１１ Ｒ４．７．３１ （株）ノバック 森脇　宣広

②
三隅・益田道路

三保地区改良第２工事
Ｒ１．９．２６ Ｒ３．６．３０ 大畑建設（株） 大畑　貴裕

③
三隅・益田道路

大浜地区改良外工事
Ｒ１．１１．１２ Ｒ３．４．３０ 大畑建設（株） 三浦　誠

④
三隅・益田道路

金山地区改良第２工事
Ｒ１．１２．１３ Ｒ３．５．２８ 祥洋建設（株） 谷口　安綱

⑤
三隅・益田道路

岡見トンネル工事
Ｒ２．１．２５ Ｒ４．６．３０ （株）奥村組 山領　研二

⑥
三隅・益田道路

土田地区改良第５工事
Ｒ２．１．２３ Ｒ４．３．３１ （株）野村組 城一　哲也

⑦
三隅・益田道路

滝見高架橋ＰＣ上部工事
Ｒ２．１．２９ Ｒ３．５．３１ （株）富士ピー・エス 千草　亮介

⑧
三隅・益田道路

古市場第２高架橋ＰＣ上部工事
Ｒ２．１．２２ Ｒ３．５．３１ （株）ピーエス三菱 中司　和宏

⑨
三隅・益田道路

新津田川橋Ｐ１橋脚工事
Ｒ２．３．４ Ｒ３．５．２８ （株）毛利組 村岡　彰

⑩
三隅・益田道路

木部高架橋下部第４工事
Ｒ２．４．１ Ｒ３．４．３０ 大畑建設（株） 和﨑　広樹

⑪
三隅・益田道路

板ヶ峠第２高架橋下部第２工事
Ｒ２．４．２５ Ｒ３．７．３０ 大畑建設（株） 大賀　誠

⑫
令和２年度三隅・益田道路

遠田地区改良第３工事
Ｒ２．８．４ Ｒ３．４．３０ （株）野村組 石川　竜生

⑬
令和２年度三隅･益田道路

鎌手ＩＣ改良工事
Ｒ２．９．３０ Ｒ５．２．２８ 佐藤工業（株） 田代　光永

⑭
令和２年度三隅・益田道路
三隅高架橋鋼上部工事

Ｒ２．９．３０ Ｒ４．３．３１ （株）ＩＨＩインフラシステム 高橋　晃一郎

⑮
令和２年度三隅・益田道路
上古市地区第２改良工事

Ｒ２．１２．４ Ｒ４．３．３１ 大畑建設（株） 岡崎　拓

⑯
令和２年度三隅・益田道路

三隅川橋鋼上部工事
Ｒ２．１１．２１ Ｒ５．２．２８ 日本ファブテック（株） 能島 　隆男

⑰
令和２年度三隅・益田道路
岡見口地区第２改良工事

Ｒ３．３．１ Ｒ４．３．３１ 今井産業（株） 柚木　猛

⑱
令和２年度三隅・益田道路

古市場第３高架橋鋼上部工事
Ｒ３．２．２５ Ｒ４．５．１０ （株）アルス製作所 金原　弘之

⑲
令和２年度三隅・益田道路

大浜第２高架橋第２下部工事
Ｒ３．４．１ Ｒ４．３．３１ （株）増岡組 中森　貴弘

⑳
令和２年度三隅・益田道路

遠田ＩＣ第２改良工事
Ｒ３．４．１ Ｒ４．３．３１ 大畑建設（株） 豊中　允

 
令和２年度三隅・益田道路

岡見ＩＣ第８改良工事
Ｒ３．３．１８ Ｒ４．３．３１ 今井産業（株） 佐々木　哲也

 
令和２年度三隅・益田道路

鎌手地区第５改良工事
Ｒ３．４．１ Ｒ４．１．３１ 高橋建設（株） 平野　大介

 
令和３年度三隅・益田道路

遠田地区第４改良工事
Ｒ３．４．２０ Ｒ４．３．３１ （株）野村組 石川　竜生

 
令和３年度三隅・益田道路

岡見地区第５改良工事
Ｒ３．４．２３ Ｒ４．１２．２３ 高橋建設（株） 和﨑　啓典

 
令和３年度三隅・益田道路

木部地区第５改良工事
Ｒ３．６．１ Ｒ４．３．３１ 大畑建設（株） 寺井　一平

 
令和３年度三隅・益田道路

金山地区第３改良工事
Ｒ３．６．２２ Ｒ４．１２．２３ 大畑建設（株） 宮﨑　裕一

 
令和３年度三隅・益田道路

板ヶ峠第２高架橋鋼上部工事
Ｒ３．８．６ Ｒ５．６．３０ （株）横河ブリッジ 鷹城　哲也

 
 令和３年度三隅・益田道路

浜田地区整備工事
Ｒ３．８．３ Ｒ３．１１．３０  祥洋建設（株） 野上　勝利

 
令和３年度三隅・益田道路
古市場地区外整備工事

Ｒ３．８．２ Ｒ４．１．２０ （株）毛利組 毛利　昌稔

 
令和３年度三隅・益田道路

鎌手地区外整備工事
Ｒ３．８．３ Ｒ３．１１．３０ 大畑建設（株） 大賀　正和

 
令和３年度三隅・益田道路
西平原地区外整備工事

Ｒ３．８．３ Ｒ４．２．２８ 大畑建設（株） 大賀　正和

 
令和３年度三隅・益田道路

岡見川橋鋼上部工事
Ｒ３．８．１７ Ｒ４．１２．２３ （株）アルス製作所 日原　輝正

 
令和３年度三隅・益田道路

板ヶ峠第１高架橋外ＰＣ上部工事
Ｒ３．１０．２ Ｒ５．２．２８ （株）ＩＨＩインフラ建設 上野　雅

 
令和３年度三隅・益田道路
馬橋高架橋鋼上部工事

Ｒ３．１１．２ Ｒ６．２．２９ 日本橋梁（株） 有居　賢人

工期


