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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7月現在で28の工事が進行中です。

 本号では28の工事より、施工最盛期となっている
8つの工事（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。
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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

今回紹介する工事箇所
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❶ 猿沢地区改良その５工事 ㈱坂詰組 ❷ 檜原地区改良工事 ㈱山木組

工事箇所全景

現場代理人
佐藤 一樹

当現場は、国道7号において「介護老
人保健施設 杏園」様の裏で猿沢地内の
地盤改良工事を行っております。

3月末より工事着手し、現在は地盤改
良工事の準備として、排水施設の切り回
しや土工事を行っております。7月より
地盤改良工事が始まります。およそ9月
末の完了を目指しております。

資機材の搬入や工事車両の通行で地域
住民の皆様には何かとご迷惑をおかけす
ると思いますが安全・環境に配慮して工
事を進めていきますので、ご理解・ご協
力の程、宜しくお願い致します。

[工事場所]

・村上市猿沢地先

[工期]

・2020.10.8まで

[工事内容] 

・路体盛土工

・地盤改良工 等 側道施工状況

現場代理人
髙橋 威孔磨

当現場は3月中旬から本格的に工事に
着手しました。

機能補償道路及び工事用道路として利
用することになる側道工が7月上旬に完
了し、7月中旬からは本線盛土部の地盤
改良工に取り掛かる予定となっています。

地盤改良工が始まるとセメントを運搬
する大型車両の出入りが頻繁になります。

安全管理及び交通管理に留意して工事
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ほどよろしくお願い
致します。

[工事場所]

・村上市檜原地先

[工期]

・2020.9.24まで

[工事内容] 

・地盤改良工

・側道工 等

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

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
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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 ※表面の続き
❸塩野町地区改良その６工事 ㈱新潟藤田組 ❹ 大須戸地区道路その２工事 ㈱横井組

❺ 大須戸地区函渠工事 ㈱加賀田組 ❻ （山北地区）準備その２工事 ㈱山木組

❼ （堀ノ内地区）改良工事 ㈱松山組 ❽ （山北地区）準備工事 ㈱横井組

工事箇所全景

現場代理人
風間 渡

当現場は、塩野町地内の田圃に囲まれ
た場所での地盤改良工事となります。現
在、工事用道路工及び仮水路工を進めて
おり、今後は地盤改良工事に取り掛かり
ます。

施工に伴い、大型車両の往来が頻繁と
なりますが、安全管理並びに環境対策に
も十分配慮して施工を行いますので、長
期にわたりご不便・ご迷惑をおかけしま
すが、引き続き地元関係者の皆様には工
事へのご理解とご協力の程、宜しくお願
い致します。

[工事場所]

・村上市塩野町地先

[工期]

・2020.9.15まで

[工事内容] 

・地盤改良工

・工事用道路工 等 工事箇所全景

現場代理人
谷井 一英

当現場は、大須戸地区において林道新
保岳線側から、朝日温海道路本線を施工
する為のパイロット道路（１．０km）
を造成する工事です。

令和元年８月から施工を開始し、0.５
kmのパイロット道路が完成しています。

7月からは、残りのパイロット道路の
施工を行って行きます。

地域の住民にはご迷惑をおかけするこ
ともありますが、ご理解とご協力をお願
いいたします。

[工事場所]

・村上市大須戸地先

[工期]

・2020.11.30まで

[工事内容] 

・盛土･切土工事

・排水構造物 等

碁石地区工事用道路施工状況

現場代理人
遠山 俊之

当現場は、碁石地区において朝日温海
道路の本線を施工するための工事用道路
を造る工事になります。

3月より着手し田圃の畦畔・用排水、
側溝、盛土を施工してきました。7月か
らは仮橋2基と擁壁の施工がメインとな
り秋頃に完成の予定です。

これまでの工事期間中は地元住民・耕
作者の皆様にご協力いただいており感謝
しております。

今後も安全第一で作業を進めていきま
すので宜しくお願い致します。

[工事場所]

・村上市碁石地先

[工期]

・2020.9.11まで

[工事内容] 

・工事用道路

・切削オーバーレイ

工事箇所全景

現場代理人
小和田 忠義

当現場は、堀ノ内地区において地盤改
良及び路体盛土を行うことを目的とした
工事です。工事は令和2年6月下旬より、
既設構造物の撤去に着手し、7月中旬よ
り地盤改良を行っていく予定です。

工事期間中は、地域住民の皆様の生活
道路を利用させていただいての工事とな
ります。工事車両の通行には細心の注意
を払い、安全運転に努め、地元の方との
事故の無いよう工事を進めてまいります。
作業員一丸となって災害防止に努めます
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致します。

[工事場所]

・村上市堀ノ内地先

[工期]

・2020.9.30まで

[工事内容] 

・路体盛土工

・地盤改良工 工事箇所全景

現場代理人
高橋 信幸

当現場は山北地区堀ノ内地内で工事用
道路の盛土、用排水路、道路ボックス、
地盤改良の工事を行います。工事は令和
元年11月より着手し、6月末現在では、
工事用道路の盛土、用排水路、道路ボッ
クスの工事が完了しました。今後は地盤
改良工事を行っていきます。

工事用道路として利用する堀ノ内農道
は、農耕車両も通行する為、地元の方と
の事故の無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致します。

[工事場所]

・村上市堀ノ内地先

[工期]

・2020.7.31まで

[工事内容] 

・路体盛土工

・カルバート工 等

銚子沢河川ボックス施工状況

現場代理人
青柳 秀人

当現場は令和元年6月から大須戸地区
銚子沢で、河川ボックスを設置する工事
を行なっております。

現在の工事内容は、河川ボックス上下
流の擁壁工を施工しています。

今後、河川ボックス等の埋戻しで、土
砂を運搬する車両が林道銚子沢線を利用
するため、皆様方にはご迷惑をお掛けす
る場合もございますが、9月の完成に向
けて無事故、無災害で工事を終れるよう
作業を行なってまいりますので、引続き
ご理解とご協力の程宜しくお願いします。

[工事場所]

・村上市大須戸地先

[工期]

・2020.9.30まで

[工事内容] 

・カルバート工

・路体盛土工 等


