
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（植木、北川、上田）、現場担当（奥山、山本）

福光・浅利道路外事業推進支援業務 （一社）中国建設弘済会
ＴＥＬ：０８５５－２５－０４２１ 担当（小石川、松本、室住）

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

皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

● 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。

平成３１年３月の完成工事の紹介

現場代理人･監理技術者
渋谷 成人

この度、浜田市三隅町地内において「三隅･益田道
路上古市地区改良外工事」が完成となりました。
地元の皆様のご協力により、無事工事を完成させる

ことができました。ありがとうございました。（大畑建設㈱）

現場代理人 垣田 真志 監理技術者 村田 剛

②施工中（平成30年９月）①工事着手前（平成30年4月） ③施工中（平成31年2月）

山口方面

この度、浜田市三隅町地内で
行っておりました「三隅川橋下
部第4工事」が完成となりまし

た。工事期間中は近隣の皆様
には多大なご迷惑をお掛けした
ことと思いますが、ご協力のお
かげで、無事故・無災害で終わ
らせることができました。
有難うございました。
（高橋建設㈱）

現場代理人
兼監理技術者 波田 泰輔

上古市地区改良外工事 工期：平成30年３月９日～平成31年３月2９日

浜田市三隅町地内で道路改良工事（盛土・掘削・橋台１基）を施工しました。

受注者：大畑建設(株)

【北川技官】

【奥山監督官】

平成３１年度の三隅・益田道路担当メンバーの紹介

【山本監督官】

【植木係長】 【上田技官】

昨年度より、引き続き「三隅・益田道路」の岡
見IC(仮称)～遠田IC区間の現場を担当します
奥山です。今年度で３年目になります。
この２年間で、橋梁下部、トンネル、改良工

事 が完成しました。今年度も各地区で工事を
実施していきます。ご迷惑をおかけしますが、
早期開通を目指して頑張りますので、引き続
きご協力をお願いします。

昨年度より引き続き、「三隅・益田道路」の石見
三隅IC～岡見IC（仮称）区間の現場を担当しま
す山本です。

安全第一で、皆様の期待に早期にお応えでき
るよう精一杯頑張りたいと思います。
引き続きよろしくお願いします。

昨年度より引き続き、
「三隅・益田道路」の工事
発注を担当します北川で
す。

早期開通に向けて、誠
心誠意務めていきたいと
思いますので、ご協力の
程よろしくお願いします。

今年度より、「三隅・益
田道路」の工事発注を担
当することになりました
上田です。
早期開通に向けて、全力
で務めていきたいと思い
ますので、ご協力の程よ
ろしくお願いします。

昨年度より引き続き、
「三隅・益田道路」の工
事発注を担当します植
木です。
今年度も引き続き工事

を促進していきたいと思
いますので、ご協力の
程よろしくお願いしま
す。

浜田市三隅町地内で、道路改良工事（盛土・掘削等）を施工しました。

岡見地区改良第２工事 受注者：今井産業(株)工期：平成30年３月１４日～平成31年３月2９日

監理技術者 佐々木 哲也現場代理人 長谷川 浩

この度、浜田市三隅町地内で行っていました「岡見地
区改良第2工事」が完成となりました。工事期間中は、

地区の皆様方にはご理解・ご協力して頂き無事完成を
むかえる運びとなりました。約1年間もの間、ご協力いた
だきありがとうございました。（今井産業㈱）

②施工中（平成30年8月） ③施工中（平成31年2月）①工事着手前（平成30年４月）

岡見地区改良第２工事 完成（平成31年3月）

三隅川橋下部第４工事 工期：平成30年６月６日～平成31年３月2９日 受注者：高橋建設(株)

浜田市三隅町地内で橋梁下部工事（橋脚１基）を施工しました。

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「平成３１年３月の完成工事」、「平成3１年度の三隅・益田道路担当メンバー】」について紹介します。

第８１号 Ｈ３１．４．１０ 発行

松江方面

山口方面

山を切り開いています。

掘削、盛土を行う工事が

完成しました。
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山口方面 山口方面

松江方面
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山口方面 山口方面 山口方面

松江方面 松江方面

道路の線形が

見えてきました。

①工事着手前（平成30年7月） ②施工中（平成30年11月） ③施工中（平成30年12月）

三隅川→

山口方面

松江方面

山口方面

掘削が進みました。

掘削、盛土工事を

行っています。

松江方面
松江方面

橋脚の基礎工を

造っています。 橋脚の躯体部を

造っています。

山口方面

松江方面

三隅川→

橋脚（Ｐ１）が

完成しました。

三隅川橋下部第４工事 完成（平成31年3月）

完成したP1橋脚

上記の写真場所

上古市地区改良外工事 完成（平成31年3月）

山口方面

松江方面
掘削、盛土を行う工事が
完成しました。

橋台（Ａ１）が

完成しました。



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

【業務一覧表】

【工事一覧表】 平成３１年４月１０日現在 ※赤字は新規発注

三隅･益田道路の情報は、フェイスブック
「つなげよう山陰道」でも情報発信していま
す。

山陰道に関するイベントなども掲載してい
ますので、ぜひ、こちらもご覧になって下さ
い。

QRコード

第８１号 Ｈ３１．４．１０ 発行

業務名 受注者（社名） 管理（主任）技術者

三隅・益田道路外
環境管理業務

Ｈ３０．４．２４ Ｈ３１．１０．３１ (株)長大 中村 　亮

履行期間

（山陰道）

⑫

②

③

⑥

浜田・三隅道路（山陰道）益田道路（山陰道）

⑤
⑬

⑦

⑨

①

⑧

三隅・益田道路全線で工事を
進めておりますが、大型の工事
用車輌が国道や県道等を頻繁に
通行しております。

大変ご迷惑をおかけしており
ますが、安全には十分注意して
通行しますので、ご理解とご協
力の程よろしくお願い致しま
す。

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

凡 例
黒字：完成済
青字：現在実施中
赤字：新規発注

工事

益田工区 浜田工区⑪ ⑩

業務 ・ 環境管理業務

②土田トンネル工事
③新沖田川橋下部工事
⑤馬橋高架橋下部第２工事
⑥大浜第２高架橋下部外工事
⑦鎌手地区改良工事
⑨土田地区改良第４工事

①板ヶ峠第２高架橋下部工事
④岡見口地区改良工事
⑧岡見地区改良第３工事
⑩浜田地区外整備工事

益田道路
（遠田IC～久城IC）

H22年3月27日開通

⑪益田地区整備工事
⑫遠田地区改良第２工事
⑬遠田高架橋下部第２工事

④

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

板ヶ峠第２高架橋下部工事
Ｈ２９．６．１７ Ｈ３１．４．２６ 大畑建設（株） 佐々木　俊輔

②
三隅・益田道路

土田トンネル工事
Ｈ３０．２．２ Ｈ３１．７．３１ 東急建設（株） 宮田　文彦

③
三隅・益田道路

新沖田川橋下部工事
Ｈ２９．１０．２４ Ｈ３１．９．３０ 大豊建設（株） 西浦　秀志

④
三隅・益田道路

岡見口地区改良工事
Ｈ３１．２．８ Ｈ３１．１１．２９ 大畑建設（株） 和﨑　広樹

⑤
三隅・益田道路

馬橋高架橋下部第２工事
Ｈ３１．２．１９ Ｈ３１．１１．２９ 大畑建設（株） 大賀　 誠 

⑥
三隅・益田道路

大浜第２高架橋下部外工事
Ｈ３０．７．１１ Ｈ３１．７．３１ 高橋建設（株） 秋吉　忠司

⑦
三隅・益田道路

鎌手地区改良工事
Ｈ３１．３．５ Ｈ３２．１．３１ 大畑建設（株） 西村　政宜

⑧
三隅・益田道路

岡見地区改良第３工事
Ｈ３１．３．１ Ｈ３２．２．２８ 今井産業（株） 佐々木 哲也

⑨
三隅・益田道路

土田地区改良第４工事
Ｈ３１．２．２６ Ｈ３２．１．３１ (株)毛利組 村岡 　彰

⑩
三隅・益田道路

浜田地区外整備工事
Ｈ３１．３．９ Ｈ３１．９．３０ 富田建設工業（株） 長尾　 力

⑪
三隅・益田道路

益田地区整備工事
Ｈ３１．３．１３ Ｈ３１．９．３０ 大畑建設（株） 勝部　祐樹

⑫
三隅・益田道路

遠田地区改良第２工事
Ｈ３１．３．２８ Ｈ３１．１１．２９ （株）毛利組 遠藤　寿紀

⑬
三隅・益田道路

遠田高架橋下部第２工事
Ｈ３１．３．３０ Ｈ３２．３．３１ 大畑建設（株） 宮﨑　裕一

工期


