
去る６月２１日に鎌手地区と安田地区、６月２２日に三隅地区において、今年度の整備推進委
員会を開催し、昨年度の事業報告の他、今年度の事業実施予定等の説明を行いました。

委員の皆様から三隅・益田道路の事業に関するご質問、ご意見等をお伺いしました。

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（福島、因幡）、現場担当（梅谷、奥山）

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。

三隅・益田道路の概要 検索
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【平成29年度 各地区整備推進委員会について】

安田地区整備推進委員会 鎌手地区整備推進委員会

三隅地区整備推進委員会

豆知識

・トンネル工事では、普通の工事現場で見る機会がない珍しい建設機械を使用しています。

■新木部トンネル工事で使用している建設機械について（その２）

＜サイドダンプローダ＞

■バケットを横に回転出来るため、トンネル内など狭い場所でも、掘削した土砂や岩塊をダンプトラックに容易に積み込むことが出来ます。

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6月に沿線の各地区で行われた「平成29年度の整備推進委員会」と、「三隅地区

改良工事」、「トンネル工事に関する建設機械」について紹介します。

ご出席いただいた方々におかれましては、ご多忙中にも関わらずご参加いただき、
ありがとうございました。

いただいたご意見を尊重して、今後も三隅・益田道路事業を進めて参ります。

約３.０m

狭いトンネル内でも容易に

トラックに積み込めます。

＜推進委員より出された主な意見＞

・トンネルの見学会のみでなく、自分達が住んでいる

地域の工事の見学もお願いしたい。

・工事により地域住民も我慢しているので、癒やし等

配慮した工事を行ってほしい。

・買収地の草刈りをしてほしい。

・工事車両の通行時間等、約束は守ってほしい。

・法定速度など、交通ルール-を守るよう業者を指導

してほしい。

浜田市役所三隅支所

鎌手地区振興センター安田地区振興センター

三隅地区改良工事ができるまで

・石見三隅ＩＣ付近での道路改良工事（掘削、法面施工等）が、この度完了しました。※裏面の①工事

土を乗せるところを「バケット」と言います。

※バケットが横（サイド）に倒れて、土を落とす（ダンプする）ので「サイドダンプ」と言います。

至 益田市

※整備推進委員会とは、三隅・益田道路事業を円滑に早期建設を図ることを目的として設立されています。

安田地区と鎌手地区と三隅地区の３つの委員会があり、地元の皆様と行政側（国、県、市）との架け橋的な役割

として、地区の窓口、取りまとめ、調整をお願いしています。

益田方面へのランプ道路を造るため、

山を掘削しています。

掘削線
法面植栽

法面植栽

バケットが横に

回転します。

国道９号

石見三隅ＩＣランプ 浜田方面

約１.５m

【 トンネル内での作業状況 】

着手前（平成28年10月）
※浜田・三隅道路供用前

工事中（平成29年2月） 工事完了（平成29年7月）



三隅・益田道路だより

工事・業務位置図

益田道路

（遠田IC～久城IC）

業務

⑪新津田川橋下部第２工事

①三隅地区改良工事
②三隅高架橋下部第２工事

③三隅川橋下部第３工事

④古市場地区改良外工事

工事

・ 益田地区井戸観測外業務 ・ 浜田地区井戸観測外業務 【業務一覧表】

工事、業務について、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。

⑩新木部トンネル工事 ⑫遠田ランプ橋下部工事

⑤古市場トンネル工事
⑥岡見地区改良工事

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

⑦岡見ＩＣ改良工事

⑧岡見川橋下部外工事

⑨馬橋高架橋下部外工事
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※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）

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

三隅地区改良工事
Ｈ２８．１０．１ Ｈ２９．７．１４ 今井産業（株） 柚木 　猛

②
三隅・益田道路

三隅高架橋下部第２工事
Ｈ２８．１０．１ Ｈ２９．８．３１ 高橋建設（株） 平野　大介

③
三隅・益田道路

三隅川橋下部第３工事
Ｈ２９．３．１１ Ｈ２９．１２．２８ 大畑建設（株） 宮﨑　裕一

④
三隅・益田道路

古市場地区改良外工事
Ｈ２８．１０．５ Ｈ２９．１１．３０ 大畑建設（株） 青木　景一

⑤
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

⑥
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

⑦
三隅・益田道路
岡見ＩＣ改良工事

Ｈ２９．２．１１ Ｈ２９．１２．２８ 大畑建設（株） 岡崎　 拓

⑧
三隅・益田道路

岡見川橋下部外工事
Ｈ２９．２．１１ Ｈ２９．１１．３０ 大畑建設（株） 村田　 剛

⑨
三隅・益田道路

馬橋高架橋下部外工事
Ｈ２９．２．７ Ｈ２９．１１．３０ 宮田建設工業(株) 大河　義夫

⑩
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

⑪
三隅・益田道路

新津田川橋下部第２工事
Ｈ２９．３．１１ Ｈ２９．１２．２８ 大畑建設（株） 和崎　広樹

⑫
三隅・益田道路

遠田ランプ橋下部工事
Ｈ２８．１０．１ Ｈ２９．７．３１ 大畑建設（株） 永戸　博康

⑬
三隅・益田道路外
浜田地区整備工事

Ｈ２９．４．２６ Ｈ２９．９．２９ (株)毛利組 遠藤　寿紀

⑭
三隅・益田道路

益田地区整備工事
Ｈ２９．４．２８ Ｈ２９．９．２９ 大畑建設（株） 伊藤　 靖

⑮
三隅・益田道路

古市場第１高架橋下部工事
Ｈ２９．６．７ Ｈ３０．５．３１ 高橋建設（株） 秋吉　忠司

⑯
三隅・益田道路

岡見ＩＣ改良第２工事
Ｈ２９．６．７ Ｈ３０．７．３１ (株)毛利組 村岡　  彰 

⑰
三隅・益田道路

板ヶ峠第２高架橋下部工事
Ｈ２９．６．１７ Ｈ３０．１２．２８ 大畑建設（株） 山田　繁美

⑱
三隅・益田道路

古市場第２高架橋下部第２工事
Ｈ２９．６．２３ Ｈ３０．５．３１ 今井産業（株） 柚木 　猛

⑲
三隅・益田道路

木部高架橋下部工事
Ｈ２９．６．２９ Ｈ３０．６．２９ 大畑建設（株） 村上 裕一郎

工期

【工事一覧表】

業務名 受注者（社名） 管理（主任）技術者

三隅・益田道路
浜田地区井戸観測外業務

Ｈ２９．４．１９ Ｈ３０．３．３１ （株）藤井基礎設計事務所 松尾　正興

三隅・益田道路
益田地区井戸観測外業務

Ｈ２９．４．１５ Ｈ３０．３．３１ (株)ハマソク 桐田　源二

三隅・益田道路
浜田地区構造物外設計業務

Ｈ２９．５．３１ Ｈ３０．３．３１ (株)ウエスコ 和田　 浩 

三隅・益田道路外
環境管理業務

Ｈ２９．５．２５ Ｈ３０．３．３０ (株)ウエスコ 大嶋　辰也

三隅・益田道路
益田地区構造物外設計業務

Ｈ２９．８．４ Ｈ３０．３．３０ 復建調査設計（株） 坂口　哲也

履行期間

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。 ドローンに

よる空撮動画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

※赤字は新規発注

⑭益田地区整備工事 ⑬浜田地区整備工事

⑭ ⑬
益田工区 浜田工区

・ 環境管理業務
・ 浜田地区構造物外設計業務

②

③④
⑥

⑨

⑦⑫

⑪

①
⑩

⑤

⑧

（山陰道）

⑮⑯ ⑰
⑱

⑲

⑲木部高架橋下部工事 ⑮古市場第１高架橋下部工事
⑯岡見ＩＣ改良第２工事 ⑰板ヶ峠第２高架橋下部工事
⑱古市場第２高架橋下部第２工事

※グレー着色は完成工事

平成２９年８月10日現在

・ 益田地区構造物外設計業務


