
三隅・益田道路だより 第７５号 Ｈ３０．１０．１０ 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（植木、北川）、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・益田道路の概要 検索

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「埋蔵文化財発掘調査現地説明会の紹介」､「鎌手小学校で出前講座を開催」､「土田トンネル工事の安全祈願祭 」について紹介します。

鎌手小学校で出前講座を開催埋蔵文化財発掘調査現地説明会の紹介

普源田砦跡：郭や堀切が残る中世の砦跡（浜田市三隅町岡見） ※岡見IC（仮称）予定地

ふ げん だ とりであと くるわ ほりきり

前年度の調査では、戦国時代の川跡の一部、戦国時代の茶道具の破片、建物柱跡など５０近い穴などが確認されましたが、
今年度は、戦国時代の川跡から陶磁器の破片や、川跡が埋没した窪地を利用した江戸時代の水田（石垣）、近代の水田跡
などの遺構が発見されました。

最下層の遺構である戦国時代の川跡からは、中国から輸入された陶磁器が出土し、川跡の南岸でまとまって出土している
ことから、付近に有力者が存在したことが明らかになりました。

皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

島根県埋蔵文化財調査センターでは、浜田市三隅町岡見の「普源田砦跡」と、益田市西平原町の「蔵廻り遺跡」の発掘調査を

実施しています。この度、遺跡の状況が明らかになってきたことから、調査成果の現地説明会が開催されました。

県内の戦国時代の山城跡を発掘調査した例は珍しく、郭や堀切、建物の配置など山城の全体像を解
明する発見となりました。山城跡の見学機会は少ないこともあり、大勢の方（約８０名）が参加されました。

昨年度までの地表調査では、郭（３箇所）、土塁（１箇所）、堀切（２箇所）、竪堀（４箇所）などの遺構が
確認されましたが、今年度は、県内初となる竪穴建物跡１棟、堀立柱建物跡４棟、溝３条などの遺構、
また、1500年代前半を中心とした陶磁器が発見されました。

蔵廻り遺跡：中世の集落遺跡（益田市西平原町） ※鎌手IC(仮称)予定地

用語解説
●郭（くるわ）：山頂や傾斜地を掘削し、造られた平場。 ●堀切（ほりきり）：尾根伝いの攻撃を遮断するため、直角に掘り込んだ空堀。

●土坑（どこう）：人間が土を掘りくぼめてできたと考えられる穴 ●竪堀（たてぼり）：傾斜地での敵の横移動を防ぐために山腹に掘られた空堀。

く ら まわ い せき

※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）

蔵廻り遺跡

普源田砦跡

（山陰道）

益田市立鎌手小学校の３年生（１５名）を対象に出前講座を開催しました。現在工事中の土田トンネル工事を事例に「トンネル
の出来るまで」などについて説明し、沢山の質問が飛び交うなど、とても有意義な講座となりました。

土田トンネルの工事現場見学

三隅・益田道路において、新木部トンネル、古市場トンネルに続き３番目に着手することとなった「土田トンネル工事」
の安全祈願祭が、地元関係者、工事関係者の出席のもと、厳かに執り行われました。

掘り始めたばかりの坑口の様子や掘削機械、トンネルから出る濁水を
きれいにする「濁水処理装置」など、トンネルの工事現場でしか見られ
ない特殊な建設機械などを見学してもらいました。

出前講座

「濁水処理装置」の見学

土田トンネル工事の安全祈願祭

土田トンネル工事現場

掘り始めたばかりの坑口の見学

戦国時代の川跡の説明状況

「堀切2」の説明状況

写真①

＜普源田砦跡調査区全体図＞
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竪堀1～4

掘立柱建物
跡1～4

溝3

溝1

溝2

土坑1

出土品（一部）水田跡の説明状況

お清めをしています。会場の全景 神事の様子

授業の様子

トンネルができる
までの流れを紹介

ドリルジャンボ
※壁に鉄の棒を打ち込みます。

特殊な建設機械の見学

サイドダンプローダー
※バケットが真横に動きます。

写真②

「土坑」の説明状況

陶磁器の破片

普源田砦跡

竪穴建物跡1

土塁

浜田・三隅道路（山陰道）

く ら まわ い せき

ふ げん だ とりで あと

出前講座資料（抜粋）

濁水処理装置
※濁水をきれいにします。



三隅・益田道路だより 第７５号 Ｈ３０．１０．１０ 発行

工事・業務位置図

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

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１０月１０日現在

凡 例
黒字：完成済
青字：現在実施中
赤字：新規発注

● 三隅・益田道路の工事・業務発注状況を紹介します。

※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）

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。

山陰道に関するイベントなども
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

業務名 履行期間 受注者（社名） 管理（主任）技術者

三隅・益田道路
益田地区構造物外設計業務

Ｈ３０．４．２１ Ｈ３１．２．２８ 復建調査設計（株） 坂口 哲也

三隅・益田道路
浜田地区構造物外設計業務

Ｈ３０．４．２４ Ｈ３１．２．２８ （株）荒谷建設コンサルタント 松原 昌利

三隅・益田道路
益田地区井戸観測外業務

Ｈ３０．４．１７ Ｈ３１．３．２９ （株）竹下技術コンサルタント 小山 治香

三隅・益田道路
浜田地区井戸観測外業務

Ｈ３０．４．１８ Ｈ３１．３．２９ 島建コンサルタント（株） 坂田 聖二

三隅・益田道路外
環境管理業務

Ｈ３０．４．２４ Ｈ３１．１０．３１ (株)長大 中村 亮

工事

益田工区 浜田工区
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③④⑥

⑨

⑦⑪ ⑩ ⑤⑧

⑮

⑯
⑰

⑱

⑫

⑲
⑳

㉑

業務

・ 益田地区井戸観測外業務 ・ 浜田地区井戸観測外業務

・ 環境管理業務

・ 浜田地区構造物外設計業務・ 益田地区構造物外設計業務

㉒㉓

㉔

㉕
㉖

㉗
㉘㉙

⑮土田地区改良第２工事

⑤上古市地区改良外工事

⑥古市場第１高架橋下部工事

⑭益田地区伐採作業

⑯土田トンネル工事

⑦古市場第２高架橋下部第２工事

⑧古市場トンネル工事

⑨岡見地区改良第２工事

⑩板ヶ峠第２高架橋下部工事

⑬益田地区外整備工事

⑰新木部トンネル工事

①浜田地区整備工事 ⑪岡見ＩＣ改良第２工事

⑫岡見ＩＣ改良第３工事

⑱木部高架橋下部工事

④三保地区改良工事

③三隅地区改良第２工事

⑲新沖田川橋下部工事

㉑遠田ランプ橋PC上部工事

⑳木部地区改良第２工事

②浜田地区伐採作業

㉔岡見ＩＣ改良第４工事

㉕金山地区改良工事

㉓岡見川橋下部第２工事

㉒三隅川橋下部第４工事

㉖土田地区改良第３工事

㉗古市場第１高架橋下部第２工事

㉘古市場地区改良外第２工事

㉙津田地区改良工事

㉚

㉚大浜第２高架橋下部外工事

㉜益田地区整備第２工事

㉛滝見高架橋下部第３工事

㉜

㉛

この度、益田市土田町地内で行っていた「土田地区改良第２工事」が完成となりました。
地元関係者の皆様方には、県道種三隅線の土砂運搬の際に、騒音や振動等大変ご迷

惑をお掛け致しましたが、無事工事を終えることが出来ました。
ご協力いただき、有り難うございました。

【 工事完成のお知らせ 】

工事概要 工事名：三隅・益田道路土田地区改良第２工事
工 期：平成29年10月6日～平成30年9月28日
請負者：高橋建設株式会社

現場代理人･監理技術者 平野 大介 担当技術者 豊田 裕史

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

浜田地区整備工事
Ｈ３０．３．９ Ｈ３０．９．２８ 徳栄建設（株） 澄川　司

②
三隅・益田道路

浜田地区伐採作業
Ｈ３０．３．２７ Ｈ３０．１２．２８ (株)毛利組 安中　秀元

③
三隅・益田道路

三隅地区改良第２工事
Ｈ２９．１１．１ Ｈ３０．１０．３１ (株)原工務所 山崎　 博

④
三隅・益田道路

三保地区改良工事
Ｈ３０．３．２９ Ｈ３０．１２．２８ (株)原工務所 大倉　達也

⑤
三隅・益田道路

上古市地区改良外工事
Ｈ３０．３．９ Ｈ３０．１２．２８ 大畑建設（株） 村田　剛

⑥
三隅・益田道路

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

⑦
三隅・益田道路

古市場第２高架橋下部第２工事
Ｈ２９．６．２３ Ｈ３０．１１．３０ 今井産業（株） 柚木 　猛

⑧
三隅・益田道路

古市場トンネル工事
Ｈ２８．９．３０ Ｈ３０．１１．３０ 日本国土開発（株） 原 　雅秀

⑨
三隅・益田道路

岡見地区改良第２工事
Ｈ３０．３．１４ Ｈ３１．３．２９ 今井産業（株） 佐々木　哲也

⑩
三隅・益田道路

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

⑪
三隅・益田道路

岡見ＩＣ改良第２工事
Ｈ２９．６．７ Ｈ３０．１０．３１ (株)毛利組 村岡　  彰 

⑫
三隅・益田道路

岡見ＩＣ改良第３工事
Ｈ３０．３．１４ Ｈ３０．１２．２８ 宮田建設工業（株） 河下　禎志

⑬
三隅・益田道路

益田地区外整備工事
Ｈ３０．３．１３ Ｈ３０．９．２８ 堀建設（株） 堀　恭幸

⑭
三隅・益田道路

益田地区伐採作業
Ｈ３０．３．２９ Ｈ３０．１２．２８ 大畑建設（株） 三浦　誠

⑮
三隅・益田道路

土田地区改良第２工事
Ｈ２９．１０．６ Ｈ３０．９．２８ 高橋建設（株） 平野　大介

⑯
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

⑰
三隅・益田道路

新木部トンネル工事
Ｈ２８．１０．１ Ｈ３０．６．２９ （株）鴻池組 小松　孝志

⑱
三隅・益田道路

木部高架橋下部工事
Ｈ２９．１０．３１ Ｈ３０．１０．３１ 大畑建設（株） 村上 裕一郎

⑲
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

⑳
三隅・益田道路

木部地区改良第２工事
Ｈ２９．８．２６ Ｈ３０．１２．２８ 高橋建設（株） 佐々木　登

㉑
三隅・益田道路

遠田ランプ橋PC上部工事
Ｈ３０．３．３０ Ｈ３０．１２．２８ 極東興和（株） 橋高　知志

㉒
三隅・益田道路

三隅川橋下部第４工事
Ｈ３０．６．６ Ｈ３１．３．２９ 高橋建設（株） 波田　泰輔

㉓
三隅・益田道路

岡見川橋下部第２工事
Ｈ３０．６．２３ Ｈ３１．３．２９ 大畑建設（株） 澁谷　成人

㉔
三隅・益田道路

岡見IC改良第４工事
Ｈ３０．６．５ Ｈ３１．１．３１ 大畑建設（株） 岡崎 　拓

㉕
三隅・益田道路

金山地区改良工事
Ｈ３０．６．５ Ｈ３１．２．２８ 今井産業（株） 大房　幸博

㉖
三隅・益田道路

土田地区改良第３工事
Ｈ３０．６．５ Ｈ３１．２．２８ (株)毛利組 佐渡村　誠

㉗
三隅・益田道路

古市場第１高架橋下部第２工事
Ｈ３０．６．２７ Ｈ３１．３．２９ 高橋建設（株） 和﨑　啓典

㉘
三隅・益田道路

古市場地区改良外第２工事
Ｈ３０．６．１９ Ｈ３１．２．２８ 今井産業（株） 大弥　淳二

㉙
三隅・益田道路

津田地区改良工事
Ｈ３０．６．２７ Ｈ３１．２．２８ (株)野村組 石川　竜生

㉚
三隅・益田道路

大浜第２高架橋下部外工事
Ｈ３０．７．１１ Ｈ３１．７．３１ 高橋建設（株） 秋吉　忠司

㉛
三隅・益田道路

滝見高架橋下部第３工事
Ｈ３０．７．２４ Ｈ３１．３．２９ 宮田建設工業（株） 大河　義夫

㉜
三隅・益田道路

益田地区整備第２工事
Ｈ３０．８．２８ Ｈ３１．１．３１ 大畑建設（株） 勝部　祐樹

工期

浜田・三隅道路（山陰道）益田道路（山陰道）


