
三隅・益田道路だより 第５５号 Ｈ２９．１．１０発行

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、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

【トピックス】

浜田・三隅道路に続けと、現在、石見三隅ＩＣより西側の山を、古市場地区外伐採作業【施工：(株)毛利組】

で伐木作業を、三隅地区改良工事【施工：今井産業(株)】で、切土・盛土工事を進めています。

山を造成して道路を造って行く上で、一番大変なのが伐木作業です。

伐木（伐倒）作業は、急傾斜地を作業員によりチェンソーで伐木を行いますが、集材作業がやりやすいよう

に、そして他の作業員に危険がないように行わなければなりません。

そのため、立木を倒す方向は、周囲の地面の凹凸、障害物の有無、立木の傾き、風の方向などを考慮しな

がら集材するときの都合を考えながら行うため、手間と時間、経験と技術を必要とする、重要な作業です。

この作業をいかにして迅速に行うかが、今後の三隅・益田道路の工程に大きく影響してきます。

～ひと足早く全線開通～

浜田・三隅道路が全線開通しました。

12月18日(日）１９時に、浜田・三隅道路、西村IC～石見三隅ICが開通し、原井IC～石見三隅IC間１４．５ｋｍ

が全線開通しました。 これで、石見がまた一歩身近になりました。

■山陰道浜田・三隅道路全線開通記念イベント開催 【１２月１１日（日）】

全線開通を記念して、しおかぜ駅伝のコースとして使用、一般者にはウォーキングコース

として開放され、その他、様々な催し物が開かれました。

写真：大麻山より浜田・三隅道路を望む

西村ＩＣ

■開通式・祝賀行事【１２月１８日（日） 開通１９：００～】

明けましておめでとうございます。

２０１７年もよろしくお願いします。

浜田・三隅道路に続け、三隅・益田道路。
三隅地区改良工事古市場地区外伐採作業

建設産業イメージアップカレンダー２０１７

前号でも紹介した、島根県内で活躍する女性技術者らで構成する「しまね建設産業イメージアップ女子会（しまね建設女子

魅力向上委員会）」では、さらなる土木のイメージアップを目指し、建設業界で働くかっこいい「けんせつ小町」をモデルにした、

２０１７年度のイメージアップカレンダーを作成しました。このカレンダーは、県内の中学校、土木系コースがある高校、公民館

等に配布されています。カレンダーを目にされた方、今一度、土木の良さを感じ取っていただければうれしいです。

石見三隅ＩＣ

出入口

←三隅・益田道路

３、４月には、益田翔陽高校生物環境

工学科の生徒さんがモデルとなって、土

木の良さを紹介しています。

石見三隅ＩＣ

浜田・三隅道路

国道９号

【※カレンダーは非売品です。】

岡見公民館放課後

子ども太鼓教室による

記念演奏

開通を祝って

浜田青年会議所による

大名行列奴隊

しおかぜ駅伝の

コースに使用

記念ウォーキング

開通を祝って

テープカット

記念パレード

石見神楽&祝いの餅まき

おもてなし等の

ブースコーナー

三隅・益田道路の概要 検索

集材には、バックホーに

装着した、スイングヤーダ

という機械を使って行いま

す。

チェンソーによる

伐木作業

島根県建設産業の担い手確保 検索

地元三隅中学校吹奏

楽部による祝賀演奏

島根県ホームページでは、土木のイメージ

アップ活動について、紹介されています。

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。
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工事・業務位置図

益田道路

H22年3月開通

業務

⑤木部地区改良工事

⑦新津田川橋下部工事

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

⑤

⑦

益田地区整備第２工事（益田地区全域）

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２９年１月１０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 ※グレー着色は完成工事

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
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

⑬

⑭

⑮⑰⑱⑲

⑳

三隅地区整備工事（浜田地区全域）

「酉」は、「とり」と読みますが、実際には「にわとり」のことです。

「酉」という漢字は酒つぼを描いたもので、「酒」に関する字に使わ

れてきました。

収穫した作物から酒を抽出するという意味や、収穫できる状態で

あることから「実る」ということも表します。

三隅・益田道路事業は工事を始めてから約１年。

工事も益々盛んとなり、徐々に目に見えた三隅・益田道路の実り

（道路の姿）が少しづつ現してくるのではないのかなと思います。

そうなれば、益々地元の期待度は、高まってくるかと。

我々も、その高まる期待度を活力として、早期完成に向け、がん

ばっていく所存です。

～酉年にあたり～

←国道９号 三隅・益田道路→

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

１９時に開通しました。

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 Ｈ２９．２．２８ (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 Ｈ２９．１．３１ 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 Ｈ２９．１．３１ 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

浜田地区
三隅・益田道路

三隅地区整備工事
Ｈ２８．１１．１１ Ｈ２９．３．３１ 宮田建設工業(株) 山本　健一

益田地区
三隅・益田道路

益田地区整備第２工事
Ｈ２８．１１．１５ Ｈ２９．３．３１ 大畑建設(株) 伊藤　靖

工期

⑰古市場地区改良外工事

⑱岡見地区改良工事

岡見ランプ橋下部外工事【施工：高橋建設（株）】が

完成しました。

写真は、岡見ＩＣと国道９号との連絡道路で、岡見川

に架かるランプ橋の、国道９号側の橋台です。
とり


