
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。

第８２号 令和元年 ５月１０日 発行

平成３１年４月の完成工事

※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 平23 中複 第86号）

（山陰道） 浜田・三隅道路（山陰道）

ふ げん だ とりで あと

● 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、「環境管理業務の取り組み」、「事業推進支援業務」、「平成３１年４月の完成工事」について紹介します。

環境管理業務の取り組み

平成３1年４月に完成した工事を紹介します。

板ヶ峠第2高架橋下部工事 工期：平成29年６月1７日～平成31年４月2６日 受注者：大畑建設(株)

浜田市三隅町岡見地内の橋梁下部工事です。山を掘削し、橋梁の下部工１基を施工しました。

監理技術者 佐々木 俊輔現場代理人 岡崎 克美

この度、浜田市三隅町岡見地内で「板ヶ峠第2高架橋下部
工事」が完成しました。工期は22ヵ月と長期に渡る工事で
したが、地元関係者及び工事関係者のご理解・ご協力の
おかげで無事完了することができました。
誠にありがとうございました。（大畑建設㈱）

板ヶ峠第2高架橋下部工事

②施工中（平成30年10月）①工事着手前（平成30年６月）

山を掘削し、下部工の

基礎を造っています。
山を掘削していきます。

山口方面

松江方面

山口方面

松江方面

環境管理業務では、工事の影響によって移植した植物の状況や、周辺にいる鳥類に異変はないか、
また、工事毎に環境保全措置は適切に実施されているかなど、定期的に調査を行っています。

工事ごとに環境保全措置（低騒音型建設機械の使用、
沈砂地の設置など）が適切に行われているか確認を
行っています。

移植した植物の生育状況（植物の状況、個体数
など）の調査を行っています。

道路周辺での鳥類の調査（目視確認、鳴き声確認
など）を行っています。

各工事や業務を受注した業者に対し、環境保全措置
の周知・徹底や環境配慮に係る意識の向上を目的と
して、環境研修会を行っています。

環境研修会環境巡視活動

事業推進支援業務

事業推進支援業務は、三隅・益田道路事業と福光・浅利道路事業の効率化、かつ確実な事業促進を
図ることを目的とした業務です。

◎受注者 ：（一社）中国建設弘済会

◎工 期 ：２０１９年４月１０日～２０２１年３月３１日

◎業務範囲：三隅・益田道路１５．２ｋｍ 福光・浅利道路６．５ｋｍ

◎業務内容：

①測量・調査・設計業務等に対する指導・調整等

②地元及び関係行政機関との協議・調整

③事業監理等 当該業務を行います（一社）中国建設弘済会です。
地元関係者の皆様には協議・打合せ、事業に関
する問合わせへの対応等色々とお世話になりま
す。誠心誠意、迅速な対応に努めて参ります。
ご協力の程よろしくお願いいたします。

【管理技術者】
小石川 武則

【主任技術者】
松本 竜太

【主任技術者】
室住 光一

③施工中（平成3１年2月）

植物調査 鳥類調査
下部工（A1）が

完成しました。

板ヶ峠第2高架橋下部工事完成（平成31年４月）

下部工の躯体部を

造っています。

松江方面

山口方面



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】

※グレー着色は完成工事

令和元年５月１０日現在

※赤字は新規発注

業務 ・ 環境管理業務

※青字は現在実施中

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 R１．７．３１ 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 R１．９．３０ 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 R１．１１．２９ 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 R１．１１．２９ 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 R１．７．３１ 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 R２．１．３１ 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 R２．２．２８ 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 R２．１．３１ (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 R１．９．３０ 宮田建設工業（株） 長尾　 力

⑪
三隅・益田道路

益田地区整備工事
Ｈ３１．３．１３ R１．９．３０ 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 R１．１１．２９ （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 R２．３．３１ 大畑建設（株） 宮﨑　裕一

工期

第８２号 令和元年 ５月１０日 発行

・益田地区井戸観測外業務
・益田地区構造物外設計業務

・浜田地区井戸観測外業務
・浜田地区構造物外設計業務

業務名 受注者（社名） 管理（主任）技術者

三隅・益田道路外
環境管理業務

Ｈ３０．４．２４ Ｒ１．１０．３１ (株)長大 中村 　亮

三隅・益田道路
浜田地区井戸観測外業務

Ｈ３１．４．１８ Ｒ２．３．３１ (株)ワールド測量設計 國清　智之

三隅・益田道路
益田地区井戸観測外業務

Ｈ３１．４．１７ Ｒ２．３．３１ (株)大建コンサルタント 城市　彰

三隅・益田道路
浜田地区構造物外設計業務

Ｒ元．５．８ Ｒ２．１．３１ シンワ技研コンサルタント(株) 長富　健次郎

三隅・益田道路
益田地区構造物外設計業務

Ｒ元．５．８ Ｒ２．１．３１ (株)ウエスコ 青山　勝

履行期間

（山陰道）

工事

益田工区 浜田工区

⑧
①

④

⑦

③

⑬

②

⑥

浜田・三隅道路（山陰道）益田道路（山陰道）

⑤

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

⑪ ⑩

凡 例
黒字：完成済
青字：現在実施中
赤字：新規発注

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

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

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

トピックス

４月２８日（日）、清流高津川の川沿いをサイクリングで楽
しむイベント「第３回高津川源流ライド」が開催されました。

約８０人の方が参加され、高津川の河口付近から、山口
県岩国市をゴール、または折り返し地点となる24kmから
124kmのコースを堪能されました。

■「第３回高津川源流ライド」開催

■三隅つつじ祭り開催

５月３～５日、中国地方屈指のつつじの名所・三隅公園で
「つつじ祭り」が開催されました。天候にも恵まれ、多くの
方々（約7,000人）が来場されました。

■万葉まつり開催
４月２９日（月）、益田市の万葉公園において、「第31回益

田万葉まつり」が開催されました。天候にも恵まれ、多くの
方々で賑わいました。また、山陰道の整備状況を紹介する
パネル展示も行いました。

⑫
⑨


