
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（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・益田道路だより 検索

皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

矢上高校による工事現場見学会

みすみフェスティバルで山陰道パネル展を開催

益田市安田、鎌手地区にお住まいの方々による現場見学会

第７７号 Ｈ３０．１２．１０ 発行

１１月７日に島根県立矢上高校の皆さん（１０名）が、三隅・益田道路の上古市地区改良外工事と古市場第２高架
橋下部第２工事の現場を見学し、施工方法や最新の技術を学びました。１１月８日に益田市安田、鎌手地区にお住まいの方々（32名）を対象とした工事現場見学会を行いました。

見学会では、土田トンネルの工事現場を見ていただき、 「トンネルの造り方」、「建設機械」の大きさなどを
実感していただきました。

ゆうひライン女性の会による現場見学会

１１月６日にゆうひライン女性の会※（２３名）による現場見学会を開催しました。現場見学会では、三隅・益田
道路の工事の進捗を実感していただきました。現場見学終了後、意見交換を行い、山陰道の早期全線開通に
対する熱い思いや願いをいただきました。

１１月１１日に三隅中央公園で開催された「みすみフェスティバル」で、島根県埋蔵文化財調査センター、

三隅・益田道路安全協議会、浜田河川国道事務所の共同で「つなげよう山陰道！」ブースを出展させてい
ただきました。山陰道のパネル展示の他、三隅・益田道路の埋蔵文化財調査で発掘された陶磁器などの

展示や、冬用タイヤの早期装着の啓発、道路パトロールカーの乗車体験も行いました。天気も良く多くの
方々が来場され、大変良い活動となりました。

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「益田市安田、鎌手地区にお住まいの方々による現場見学会」､「みすみフェスティバルで山陰道パネル展を開催」､「矢上高校による工事現場見学会」､
「ゆうひライン女性の会による現場見学会」について紹介します。

【ドリルジャンボ】
ダイナマイトや鉄棒を入

れる為の穴を掘る機械。
３箇所同時に掘ることが
出来ます。

トンネル坑口部の見学 「濁水処理装置」の見学

建設機械の見学 建設機械の見学 建設機械の見学

掘削状況の見学

【サイドダンプローダー】
狭い坑内でバケットを真

横に傾けてダンプトラック
に積み込みを行います。

【大型ブレーカ】
岩石の小割、岩盤掘削に

使用します。

道路パトロールカーの乗車体験

埋蔵文化財調査発掘物の展示「つなげよう山陰道！」ブース

多くの方々に山陰道の整備状況を
知っていただきました。

盛土工事の運搬・敷き均し・
締め固め方法を紹介

上古市地区改良外工事現場

古市場第２高架橋下部第２工事現場

下部工（橋脚）の
施工方法を紹介

ＩＣＴ（新技術）を活用した法面掘
削方法を紹介。
※この建設機械（バックホー）は、
３次元の設計データと、衛星から
の位置情報を元に正確な掘削が
できます。

上古市地区改良外工事現場

フェイスブックＱＲコード

※ゆうひライン女性の会は、暮らしの安全・安心を願う生活者の立場、女性の立場から、高速道路の必要性や
役割について理解を深め、関係機関・県内外に意見を積極的に発信し、浜田－益田－萩間の山陰道早期整
備を求める地域応援団となることを目的として活動しています。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。

古市場第２高架橋下部第２工事現場 上古市地区改良外工事現場 浜田河川国道事務所での意見交換

衛星受信
アンテナ

トンネル工事から出る濁水
をきれいな水に処理し、排
水しています。

地山を補強するため
の鉄の棒を挿入する
穴を掘っています。



三隅・益田道路だより
● 三隅・益田道路の工事・業務発注状況を紹介します。

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

【業務一覧表】

【工事一覧表】

※グレー着色は完成工事

平成３０年１２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

※赤字は新規発注

※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
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益田工区 浜田工区
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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

浜田・三隅道路（山陰道）益田道路（山陰道）

益田道路
（遠田IC～久城IC）
H22年3月27日開通

㉝三隅地区改良第３工事

・ 古市場地区構造物外設計業務・ 土田地区構造物外設計業務

㉞古市場地区外整備工事

㉞

㉝
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㉟

㉟三保地区外整備工事

この度、浜田市三隅町古市場地内で施工しておりました「古市場トンネル工事（L=247m）｣
が無事に竣工致しました。主な工事内容は、トンネルや橋台の構築と橋台部周辺の盛土です。

約２年間に渡って、地元関係者の皆様から多大なご協力を賜り、感謝申し上げます。

工事概要 工事名：三隅・益田道路古市場トンネル工事
工 期：平成28年9月30日～平成30年11月30日
請負者：日本国土開発㈱

工事完成のお知らせ

現場代理人 宗石 和樹 監理技術者 原 雅秀

↑浜田方面

↓ 益田方面

業務名 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

三隅・益田道路
古市場地区構造物外設計業務

Ｈ３０．１０．１９ Ｈ３１．２．２８ 大日本コンサルタント(株) 山下 寛

三隅・益田道路
土田地区構造物外設計業務

Ｈ３０．１０．１９ Ｈ３１．２．２８ 復建調査設計（株） 矢木 一光

三隅・益田道路外
地質調査業務

Ｈ３０．１１．１３ Ｈ３１．２．２８ 出雲グリーン（株） 原 忠利

履行期間

・ 地質調査業務

㊱岡見地区外整備工事

㊱

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 Ｈ３１．１．３１ 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 Ｈ３０．３．２９ 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 Ｈ３０．１２．２５ 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

㉝
三隅・益田道路

三隅地区改良第３工事
Ｈ３０．１０．２ Ｈ３０．３．２９ 大畑建設（株） 豊中 允

㉞
三隅・益田道路

古市場地区外整備工事
Ｈ３０．１１．１ Ｈ３１．２．２８ 祥洋建設(株) 新田 孝弘

㉟
三隅・益田道路

三保地区外整備工事
Ｈ３０．１１．１３ Ｈ３１．３．２９ (株)毛利組 梅川 昌良

㊱
三隅・益田道路

岡見地区外整備工事
Ｈ３０．１１．３０ Ｈ３１．２．２８ 宮田建設工業（株） 長尾 力

工期


