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つなぎます。かわります。

 朝日温海道路は一日も早い完成を目指しており、
令和2年8月現在で28の工事が進行中です。

 本号では28の工事より、前号に引き続き、施工最
盛期となっている工事（下図❶～❽）について、
ご紹介いたします。

 工事中は、地域の皆さまにご迷惑をお掛けします
が、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

国道７号 朝日温海道路 延長40.8km

新潟県側 延長34.1km
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【令和２年度】 施工最盛期となっている工事の紹介 （第２回）

裏面に続く （❸～❽）

❶ 檜原地区改良その２工事 ㈱水倉組 ❷ 塩野町地区改良その７工事 ㈱新潟藤田組

[工事場所]

・村上市檜原地先
[工期]

・2020.12.5まで

[工事内容] 
・道路⼟⼯
・地盤改良⼯等

[工事場所]

・村上市塩野町地先

[工期]

・2020.11.28まで

[工事内容] 

・地盤改良

・横断管渠 等

工事進捗状況

ホームページでは、
工事の概要や進捗状況
等を紹介しています。

https://www.hrr.mlit.go.jp/niiko
ku/now/nichiendou/index.html

■新潟国道事務所
計画課 TEL 025-244-2159（代）

新潟県新潟市中央区南笹口2-１-65

村上出張所 TEL 0254-52-7121
新潟県村上市小川1313-1

■羽越河川国道事務所
工務第二課 TEL 0254-62-3211 (代) 

新潟県村上市藤沢27-1

朝日温海道路相談室 TEL 0254-62-7645
（火・木曜日のみ。祝日除く） 新潟県村上市堀ノ内５２６

編集・発行・お問い合わせ先 〔国土交通省 北陸地方整備局〕

今回紹介する工事箇所
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今回紹介する工事

国道７号
朝日温海道路

土工区間

橋梁区間

トンネル区間

工事用道路

おおすど だいに

大須戸第二IC
（仮称）

おおすど

大須戸IC
（仮称）

朝日
まほろばIC

2号ﾄﾝﾈﾙ

１ ２ ３ ５

新潟県
村上市

４ ６

８７

11号ﾄﾝﾈﾙ

盛土・切土、BOX、地盤改良、トンネル工事、橋梁工事 等

盛土・切土、
BOX、地盤改良、
トンネル工事 等

盛土・切土、BOX、地盤改良、
トンネル工事、工事用道路 等

がつぎ

勝木IC
（仮称）

ふ や

府屋IC
（仮称）

きたなか

北中IC
（仮称）

現場代理人
大関 謙一

当現場の工事内容は、朝日温海道路の
本線を施工するために、檜原地区にて地
盤改良と側道の施工、板屋越地区にて工
事用道路の造成を行います。７月より側
道の造成と伐採木の処理を行っています。
9月中頃より地盤改良と工事用道路造成
を予定しています。期間中は、運搬車両
などが国道７号から出入りを行い、現場
内工事用道路を通行します。林道等の交
差部では一旦停止し、地域の方を最優先
として安全運転、安全作業を行います。

期間中、地域の皆さまのご理解とご協
力をよろしくお願いいたします。

現場代理人
渡邊 哲也

当現場は現在、横断管渠工の施工中と
なります。

また、横断管渠工の施工と同時に、地
盤改良工の準備を進めています。

９月初旬頃より地盤改良の施工が始ま
りますと、大型の施工機械や運搬車両が
多く往来します。

安全施工を最優先とし、環境対策を行
いながら工事を進めて参ります。

皆さまのご理解とご協力をよろしくお
願いいたします。

工事箇所全景 工事箇所全景



【令和２年度】 施工最盛期となっている工事の紹介 ※表面の続き
❸ 塩野町川橋下部工事 ㈱植木組 ❹ 大須戸地区改良その４工事 ㈱日本建機

❺ 大沢地区函渠工事 ㈱加藤組 ❻ 北中地区改良工事 ㈱富樫組

❼ （山北地区）準備その４工事 ㈱富樫組

[工事場所]

・村上市塩野町地先

[工期]

・2021.1.15まで

[工事内容] 

・場所打杭工

・橋台躯体工 等

[工事場所]

・村上市大須戸地先

[工期]

・2020.11.9まで

[工事内容] 

・地盤改良

・路体盛土

[工事場所]

・村上市大沢地先

[工期]

・2020.12.28まで

[工事内容] 

・函渠工 等

[工事場所]

・村上市北中地先

[工期]

・2020.11.2まで

[工事内容] 

・地盤改良

・工事用道路盛土 等

現場代理人
外川 雅之

当現場の工事内容は、塩野町川にかか
る橋梁を支える橋台工事です。昨年11
月頃より着手し、今年の10月下旬に左
岸側のA2橋台、11月中旬に右岸側の
A1橋台が完成し、12月中旬に全ての作
業が完了となる予定です。工事期間中は、
林道新保岳線を利用させていただきます。
また、河川の締切により工事を行います
ので、濁水等の流出がないように細心の
注意を払って施工して参ります。皆さま
にはご不便・ご迷惑をおかけいたします
が、ご理解・ご協力をお願いいたします。

現場代理人
太田 雄二

当現場は、国道7号より300m程山側
に入ったところにあり、猿の群れも見ら
れる大変自然豊かな場所となります。

6月より路体盛土、抜根処理、排水構
造物の布設と、大型車両の往来が頻繁に
なります。

安全管理および環境対策に配慮すると
ともに、地域住民の方々と連絡を取り合
いながら皆さまのご迷惑にならないよう
工事を進めて参りますので、引き続き工
事へのご理解とご協力の程よろしくお願
いします。

現場代理人
川内 俊昭

当現場は、北中地区において朝日温海
道路に係わる箇所の地盤改良をメインに、
工事用道路及び側道の盛土、付近の水田
の用排水を整備する工事です。3月中旬
から水路の整備を行い、現在は工事用道
路と側道の盛土を行い、稲の刈入れ時期
までに側道の整備を終わらせたいと思っ
ています。7月下旬からは、メインとな
る地盤改良工事に取り掛かっています。

付近で農耕作業を行っている皆さまに
は、ご不便、ご迷惑をお掛けしています
が、ご理解とご協力をお願いいたします。

現場代理人
小武 敦

当現場の主要工事は、４号トンネル出
口の大沢地区（ミズカミ沢）における水
路ボックスとなります。

今春からヤード整備をしつつ、本格的
な掘削工事に入りました。本体函渠は年
内完成に向け、施工を進めて参ります。

工事期間中は大型車両の搬出入も多く
なり、近隣住民の皆さまには何かとご迷
惑とご不便をおかけしますが、安全を最
優先とし環境にも配慮しつつ施工を進め
て参りますので、工事へのご理解とご協
力をお願いいたします。

❽ （山北地区）準備その３工事 ㈱日本建機

工事箇所全景 杉枝葉の積込運搬状況

工事箇所全景函渠本体の掘削状況

[工事場所]

・村上市勝木地先

[工期]

・2020.12.10まで

[工事内容] 

・盛土工

・函渠工 等

現場代理人
太田 貴博

当現場は朝日温海道路の勝木地区にお
いて、アクセス道路を整備する工事です。

現在、地盤調査等の準備作業を行って
おります。８月以降、地盤改良工事が本
格化して参ります。資機材の搬入等で大
型車両の通行や、周辺道路の交通規制を
行うことになります。

地域住民の皆さまには何かとご迷惑を
お掛けすることになるかもしれませんが、
安全最優先で工事を進めていきますので、
皆さまのご理解とご協力をお願いいたし
ます。

工事箇所全景

[工事場所]

・村上市中浜･府屋地先

[工期]

・2021.2.15まで

[工事内容] 

・路体盛土

・地盤改良工 等

現場代理人
中西 辰久

当現場は、中浜地区と府屋地区の2箇
所を施工する工事になります。現在の工
事内容は、5月下旬から中浜地区の工事
用道路の施工で、掘削・路体盛土・排水
構造物設置等の作業を行なっております。
府屋地区は隣接する他工事があり、9月
頃より地盤改良工事に着手する予定です。

工事期間中は、地域住民の皆さまのご
迷惑にならないよう、また、環境への配
慮と事故の無いよう安全作業で行って参
りますので、工事へのご理解とご協力の
程、よろしくお願いいたします。

路体盛土の施工状況


