
三隅・益田道路だより
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「遠田地区改良工事完了のお知らせ」、「安全協議会による安全パトロール」、「女性の会による現場見学会及び意見交換会を開催」、「山陰道ポータルサイトの開設」 について紹介します。

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

第６８号 Ｈ３０．３．９ 発行

※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(温泉津・江津間)早期建設を促進する女性の会」による現場見学会及び意見交換会を開催

ビデオ映像でトンネル工事の施
工手順を紹介しました。

⼯事の施⼯⼿順を説明 トンネルの施⼯状況を説明 浜⽥河川国道事務所で
意⾒交換を実施

三隅・益田道路安全協議会による安全パトロールを実施

３⽉１⽇、「山陰道（温泉津・江津間）早期建設を促進する女性の会」の皆さんと現場⾒学会
及び意⾒交換会を開催しました。現場⾒学会では、三隅・益⽥道路の古市場トンネル⼯事の現
場を⾒学して頂きました。また、意⾒交換会では、⼭陰道や県道浅利渡津線の整備状況につい
て紹介し、⼭陰道整備に関する意⾒交換を⾏いました。

安全に⼗分配慮して
⼯事を進めています。

普段なかなか近寄れないトンネ
ル内部の状況や、特殊な建設機
械を紹介しました。

山陰道の早期全線開通に対する
熱い思いや願いを頂きました。

工事現場で安全パトロールを実施

延⻑247ｍの内､約200ｍの
所まで掘り進んでいます。

※安全協議会とは、円滑で安全な工事を行っていくため、工事受注者と浜田河川国道
事務所により設立した協議会です。

工事完了のお知らせ

工事着手前（平成2９年８月） 工事完了（平成３０年２月）施工中（平成2９年11月）

遠田地区改良工事ができるまで

・益田市遠田地区で、樹木の伐採、工事用進入路工事が、完了しました。※下図及び裏面の㉓工事

「山陰道ポータルサイト」の開設

三隅・益田道路安全協議会が、「新沖田川橋下部工事」現場の安全パ
トロールを実施しました。

安全パトロールでは、工事の施工状況や安全対策の実施状況について
確認を行い、気付いたところや改善案について意見を出し合いました。

このような取り組みを定期的に行っており、無事故無災害で安全に工
事が完成するよう務めています。

地域の皆様方から早期完成への強い期待を寄せられている
「山陰道」について、「山陰道の概要」や「事業の進捗状況」､
「山陰道会議」などを情報発信する『山陰道ポータルサイト』
を開設しました！

地域の皆様や関係機関の皆様が情報を共有出来るよう、最新
情報を随時更新していきますので、是非ご覧下さい。
※事業進捗情報について、現在は島根県分のみの公開となって
おりますが、鳥取県分、山口県分の事業進捗情報については随
時更新していきます。

「山陰道」に興味のある方は、こちらよりご覧になって下さい。

⼭陰道ポータルサイト 検索
QRコード

伐採が完了しました。 工事用進入路工事が、
完了しました。

浜田方面

国道９号

益田市街 益田市街

浜田方面

※将来は、赤線辺りが本線となる予定です。

工期：平成29年8月25日～平成30年3月30日（平成30年2月27日完成）

新沖⽥川橋下部⼯事
（安全パトロール実施箇所）

古市場トンネル⼯事
（⼥性の会現場⾒学箇所）遠⽥地区改良⼯事

（⼯事完了箇所）

受注者：大畑建設(株)からのコメント

監理技術者
⻄村さん

＜工事概要＞ 工事名：三隅・益田道路遠田地区改良工事
工 期：平成29年8月25日～平成30年3月30日
請負者：大畑建設株式会社

現場代理⼈
三浦さん

益田市遠田町地内で「三隅・益田道路遠田地区改良工事」が完成
となりました。工事期間中、地元の皆様におかれましては、何か
とご迷惑をお掛けしましたが、無事工事を完成することができま
した。ご理解、ご協力ありがとうございました。

※･････伐採範囲

⼭陰道の早期開通を望みます！



三隅・益田道路だより 第６８号 Ｈ３０．３．９ 発行

工事・業務位置図

業務

工事

・ 益田地区井戸観測外業務 ・ 浜田地区井戸観測外業務

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。

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

・ 環境管理業務
・ 家屋調査業務

・ 浜田地区構造物外設計業務・ 益田地区構造物外設計業務

益田道路
（遠田IC～久城IC）

H22年3月27日開通

【業務一覧表】

【工事一覧表】
※グレー着色は完成工事

平成３０年３月９日現在

凡 例
黒字：完成済
青字：現在実施中
赤字：新規工事

⑪新津田川橋下部第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

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

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

⑭益田地区整備工事

⑬浜田地区整備工事

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
㉔木部地区改良第２工事

㉓遠田地区改良工事

⑳三隅地区整備工事

㉒益田地区外伐採作業

㉑三隅地区伐採作業

②三隅高架橋下部第2工事

①三隅地区改良工事

㉕新沖田川橋下部工事

㉗西平原地区外整備工事

㉘土田地区改良第２工事 ㉖三隅地区改良第２工事

※赤字は新規工事

● 三隅・益田道路の工事・業務発注状況を紹介します

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
いますので、ぜひ、こちらも
ご覧になって下さい。

QRコード

※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）

㉙土田トンネル工事

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

三隅・益田道路
家屋調査業務

Ｈ２９．１２．２２ Ｈ３０．３．３０ （株）エイト日本技術開発 澁谷　賢司

履行期間

図中
番号

工事名 工期 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 Ｈ２９．７．２１ 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 Ｈ３０．３．３０ 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 Ｈ３０．３．３１ 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 Ｈ３０．３．３０ 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 Ｈ３０．１．３１ 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 Ｈ３０．３．３０ 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

⑳
三隅・益田道路

三隅地区整備工事
Ｈ２９．８．８ Ｈ３０．３．３０ 今井産業（株） 新道 忠士

㉑
三隅・益田道路

三隅地区伐採作業
Ｈ２９．８．９ Ｈ３０．３．３０ (株)毛利組 安中 秀元

㉒
三隅・益田道路

益田地区外伐採作業
Ｈ２９．８．１１ Ｈ３０．３．３０ 大畑建設（株） 藤井 恒好

㉓
三隅・益田道路

遠田地区改良工事
Ｈ２９．８．２５ Ｈ３０．３．３０ 大畑建設（株） 西村 政宜

㉔
三隅・益田道路

木部地区改良第２工事
Ｈ２９．８．２６ Ｈ３０．８．３１ 高橋建設（株） 佐々木 登

㉕
三隅・益田道路

新沖田川橋下部工事
Ｈ２９．１０．２４ Ｈ３１．３．２９ 大豊建設（株） 西浦 秀志

㉖
三隅・益田道路

三隅地区改良第２工事
Ｈ２９．１１．１ Ｈ３０．３．３０ (株)原工務所 山崎 博

㉗
三隅・益田道路

西平原地区外整備工事
Ｈ２９．１１．２ Ｈ３０．３．３０ 徳栄建設(株) 澄川 司

㉘
三隅・益田道路

土田地区改良第２工事
Ｈ２９．１０．６ Ｈ３０．３．３０ 高橋建設（株） 平野 大介

㉙
三隅・益田道路

土田トンネル工事
Ｈ３０．２．２ Ｈ３１．３．２９ 東急建設（株） 宮田 文彦

⑭ ⑬
益田工区 浜田工区

㉒ ⑳ ㉑㉗ ㉗

③
④

⑥

⑨

⑦

⑪

⑩
⑤

⑧

⑮⑯ ⑰
⑱

⑲

㉔

㉓

②①⑫

㉕

㉖

㉘

（山陰道）

㉙


