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国土交通省浜田河川国道事務所工務課

ＴＥＬ：０８５５－２２－２４８０ 担当（八幡、福島、因幡）、現場担当（梅谷、中村）

三隅・益田道路事業推進支援業務 （一社）中国建設弘済会

ＴＥＬ：０８５５－２５－０４２１ 担当（小石川、松本、中島）

浜田河川国道事務所ホームページでは、山陰道の整備について情報発信しています。

ホームページ（山陰道のページ）:

http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/modules/douro2/index.php?id=22

QRコード

【トピックス】

【国土交通省から

工事内容の説明】

■ゆうひライン女性の会、現場見学会＆意見交換会開催

９月の益田市立鎌手小学校に続き、１０月２７日には益田市立安田小学校の４年生、３７名が三隅・益田道路

新津田川橋下部工事（施工：(株)野村組）の現場に見学に来られました。

今回の見学会は、新津田川橋の橋脚の鉄筋組み立て状況を近づいて見学、小型バックホー等の建設機械の

搭乗も体験しました。

【安田小学校の児童による工事見学会】

新津田川橋下部工事現場見学

【現場作業見学の様子】

【山本益田市長も参加】 【地元ケーブルTVが取材】

【三隅川橋橋脚工事再開】

浜田市三隅町内、三隅川に架

かる予定の、三隅川橋の橋脚

工事が、１０月２１日より再開さ

れました。

三隅川は、６月１５日～１０月

２０日が出水期（洪水になる可

能性が高い期間）であり、工事

による災害防止のため、工事を

休止していました。

右岸側（東側）が三隅川橋下

部工事（施工：祥洋建設(株)）、

左岸側（西側）が三隅川橋第２

下部工事（施工：(株)原工務所）

が施工しています。

１１月７日に、三隅・益田道路の現場見学及び、今後の山陰道に対する要望等について、ゆうひライン女性

の会１７名と浜田河川国道事務所及び、島根県、益田市と意見交換を行いました。山陰道の早期全線開通

に対する願い、意見が多数あり、活発な意見交換会となりました。

※ゆうひライン女性の会とは、 浜田－益田－萩間の山陰道早期整備を願う地域の応援団で

す。「早くつながれ山陰道」を合い言葉に、国・県・市にへと、遠くは東京へと、ご活動されてい

ます。また、ゆうひライン女性の会 | Facebookでは、山陰道に関するいろいろな情報を発信さ

れていますので、みなさんご覧になって下さい。

■遠田高架橋下部工事完成
三隅・益田道路で、一番初めに発注された構造物工事である益田市遠田町地内の遠田高架橋下部工

事（施工：大畑建設（株））が、１０月末で地域の皆様のご理解・ご協力により無事完成しました。

この工事では、遠田高架橋の橋台２基の内１基を、橋脚７基の内４基を完成させました。

【Ｈ２７．１０末 工事着手 】 【Ｈ２８．１０末 工事完成】【Ｈ２８．７末】

【現場作業見学の様子】

フェイスブック ＱＲコード

【Ｈ２８．１０．２４】

【Ｈ２８．１０．３１】

三隅川橋下部工事三隅川橋第２下部工事

■ＢＢ大鍋フェステバルでパネル展示
１１月3日（文化の日）に、浜田港・しまねお魚センター周

辺特設会場で開催された「ＢＢ大鍋フェステバル」では、浜

田・三隅道路施工業者で構成する浜田・三隅道路安全協議

会がブースを設け、山陰道（浜田・三隅道路、三隅・益田道

路）事業を紹介するパネル展示を行いました。

早期全線開通に期待するご意見が多数あり、地元の感心

の高さを感じ取ることができました。

滝見高架橋下部工事

（施工：大畑建設(株)）

古市場第２

高架橋下部工事

（施工：大畑建設）

意見交換会

意見交換会
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工事・業務位置図

益田道路

H22年3月開通

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

開通予定

業務

⑤木部地区改良工事

⑦新津田川橋下部工事

⑪土田地区改良工事

③三隅川橋下部工事

④三隅川橋下部第２工事

⑥古市場第２高架橋下部工事

⑫岡見ランプ橋下部外第２工事

⑬古市場トンネル工事

古市場地区外伐採作業（全域）

工事

⑯

③④⑥⑨
⑩

⑧

⑪⑤

⑦

益田地区構造物設計業務

益田地区井戸観測外業務

浜田地区構造物設計業務

浜田地区井戸観測外業務

環境管理業務 地質調査業務

【工事一覧表】 平成２８年１１月１１日現在

工事、業務とも、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、

三隅・益田道路早期開通のため、全業者がんばっていますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いし

ます。

⑫

※青字は変更箇所

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

遠田高架橋下部工事
Ｈ２７．１０．８ Ｈ２８．１０．３１ 大畑建設(株) 宮崎　裕一

②
三隅・益田道路

三隅高架橋下部工事
Ｈ２７．１０．１５ Ｈ２８．９．３０ 大畑建設(株) 大賀　誠

③
三隅・益田道路

三隅川橋下部工事
Ｈ２７．１０．２７ Ｈ２９．３．３１ 祥洋建設(株) 田村　浩三

④
三隅・益田道路

三隅川橋下部第２工事
Ｈ２７．１０．２３ Ｈ２９．３．３１ (株)原工務所 中田　克哉

⑤
三隅・益田道路

木部地区改良工事
Ｈ２７．１０．２３ Ｈ２９．１．３１ (株)毛利組 村岡　彰

⑥
三隅・益田道路

古市場第２高架橋下部工事
Ｈ２７．１２．５ Ｈ２９．３．２０ 大畑建設(株) 岡崎　克美

⑦
三隅・益田道路

新津田川橋下部工事
Ｈ２７．１１．２５ Ｈ２８．１２．２８ (株)野村組 石川　竜生

⑧
三隅・益田道路

岡見ランプ橋下部外工事
Ｈ２７．１２．１２ Ｈ２８．１２．２０ 高橋建設(株) 秋吉　忠司

⑨
三隅・益田道路

滝見高架橋下部工事
Ｈ２８．１．２７ Ｈ２８．１１．３０ 大畑建設(株) 村田　剛

⑩
三隅・益田道路

板ヶ峠第１高架橋下部工事
Ｈ２８．１．２７ Ｈ２８．１１．３０ 大畑建設(株) 澁谷　成人

⑪
三隅・益田道路

土田地区改良工事
Ｈ２８．２．２３ Ｈ２８．１１．３０ (株)毛利組 横田　正広

全域
三隅・益田道路

三隅地区他伐採作業
Ｈ２８．３．２９ Ｈ２８．９．３０ (株)原工務所 米村　章

浜田地区
三隅・益田道路

浜田地区整備工事
Ｈ２８．４．２８ Ｈ２８．９．３０ (株)毛利組 遠藤　寿紀

益田地区
三隅・益田道路

益田地区整備工事
Ｈ２８．５．１２ Ｈ２８．１０．３１ 大畑建設(株) 伊藤　靖

⑫
三隅・益田道路

岡見ランプ橋下部外第２工事
Ｈ２８．５．２８ Ｈ２９．３．２０ 大畑建設（株） 藤井　恒好

⑬
三隅・益田道路

古市場トンネル工事
Ｈ２８．９．３０ Ｈ３０．３．３０ 日本国土開発（株） 原　雅秀

⑭
三隅・益田道路

新木部トンネル工事
Ｈ２８．１０．１ Ｈ３０．３．３０ （株）鴻池組 小松　孝志

⑮
三隅・益田道路

三隅地区改良工事
Ｈ２８．１０．１ Ｈ２９．３．３０ 今井産業（株） 柚木　猛

⑯
三隅・益田道路

三隅高架橋下部第２工事
Ｈ２８．１０．１ Ｈ２９．３．３０ 高橋建設（株） 平野　大介

⑰
三隅・益田道路

古市場地区改良外工事
Ｈ２８．１０．５ Ｈ２９．３．３０ 大畑建設（株） 青木　景一

⑱
三隅・益田道路

岡見地区改良工事
Ｈ２８．１０．１ Ｈ２９．１２．２８ 江津土建（株） 川本　匡志

⑲
三隅・益田道路

沖田川仮橋外工事
Ｈ２８．１０．１ Ｈ２９．３．３０ 今井産業（株） 佐々木　哲也

⑳
三隅・益田道路

遠田ランプ橋下部工事
Ｈ２８．１０．１ Ｈ２９．３．３０ 大畑建設（株） 永戸　博康

全域
三隅・益田道路

古市場地区外伐採作業
Ｈ２８．１０．１ Ｈ２９．３．３０ （株）毛利組 遠藤　寿紀

工期

※グレー着色は完成工事

工事用車輌に、ご注意願います。

⑭新木部トンネル工事

⑲沖田川仮橋外工事

⑳遠田ランプ橋下部工事

⑧岡見ランプ橋下部外工事

⑨滝見高架橋下部工事

⑩板ヶ峠第１高架橋下部工事

⑮三隅地区改良工事

⑯三隅高架橋下部第２工事

⑰古市場地区改良外工事

⑬

⑭

⑮⑰⑱⑲

⑳

三隅川橋橋脚工事

再開に伴い、浜田市

三隅中央公園内通路

を、土砂、建設機材を

運搬する工事用車輌

が通行します。

通行時には、ガード

マンを配置し、安全に

は十分注意しますので、

ご理解とご協力をよろ

しくお願いします。

⑱岡見地区改良工事

開通日決定！
【浜田・三隅道路】西村IC～石見三隅

IC間の開通が、平成２８年１２月１８日

に決定しました。

詳しいことについて

は、浜田河川国道事

務所ホームページで

ご確認下さい。



三隅・益田道路現場見学会
益田市立安田小学校

（益田市津田町地内・新津田川橋下部工事）
平成２８年１０月２７日（木）









ゆうひライン女性の会現場見学会
（三隅・益田道路 滝見高架橋下部工事）

平成２８年１１月７日（月）

滝見高架橋P１橋脚

仮設工事用道路
（古市場トンネル工事用道路）

浜田市三隅町古市場地内



ゆうひライン女性の会現場見学会
（三隅・益田道路 古市場第２高架橋下部工事）

平成２８年１１月７日（月）

滝見高架橋Ａ１橋脚

仮設工事用道路
（古市場トンネル工事用道路）

浜田市三隅町古市場地内

工事用仮橋

古市場第２高架橋P1橋脚用基礎
（直径７ｍ×長さ１１．５ｍ）

↓



ゆうひライン女性の会との意見交換会
（国土交通省浜田河川国道事務所会議室）

平成２８年１１月７日（月）



みんなの願い「早くつながれ山陰道！」


