
　東九州自動車道(佐伯～県境)に関連した、平成２４年３月から
６月１５日までの出来事は、下記のとおりです。

　平成２４年５月３０日(水)、東九州道の工事受注業者で構成された「子ども見守り隊」が、上堅田
小学校と幼稚園の地震・津波避難訓練に避難誘導補助員として参加しました。
　これは、校長先生より「ぜひ、手伝って欲しい！」との要請を受け、１６名で参加したものです。
　当日は、天気も良く暑い１日でしたが、子どもたちは避難場所の天徳寺まで約１ｋｍを無事に避難
しました。
　「子ども見守り隊」は今後も地域の安全・安心なまちづくりのため防犯活動を継続して地域の子ど
もたちを見守っていきます。

↓避難場所集合の様子（天徳寺）

もう少しで避難

場所だー！

困ったときは、「子ど

も見守り隊」に声を

掛けてね！

　５月２４日に新潟県で発生したトンネルガス爆発事故を受けて、
６月１日(金)に佐伯労働基準監督署と佐伯河川国道事務所による緊
急安全パトロールが東九州道の蒲江トンネルと山口第２トンネルで
実施されました。
　安全パトロールでは、施工業者が可燃性ガスの測定方法や結果に
ついて机上で説明した後、現場において実際にメタンガス等の測定
を行い安全を確認しました。
　この緊急安全パトロールには報道機関６社が取材に訪れ、安全・
安心における社会の関心が非常に高いことが伺えました。

酸素、メタンガス、硫化水素、一

酸化炭素が基準値を超えるとブ

ザーと振動で知らせます。

↑全校生徒、
先生方からお

礼の言葉もら
いました
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国土交通省 九州地方整備 局 佐伯河川国 道事 務所
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↑集合写真（森崎分校にて）

↓掃除の様子

↑報道機関による撮影の様子↑労働基準監督署への説明の様子① ↑労働基準監督署への説明の様子②

　これまで、開通については「平成２８年度以降供用予定」と
なっていましたが、今年の５月に「平成２８年度供用予定」と
明確になりました。
　また、佐伯市が設置の申請をしていた、「佐伯南IC(仮称)」
が佐伯市総合運動公園の近くに設置されることになりました。

　平成２４年６月１日(金)と６日(水)の両日、森崎地区・丸市尾地区で工事を行う施工業者の皆さん
が、普段協力頂いている地域への感謝の気持ちを込めて、名護屋小学校と名護屋小学校森崎分校のプー
ル掃除を行いました。
　両校の児童数は少なく、毎年プール掃除は、大変だったそうですが、今年は施工業者さんの応援でス
ムーズに楽しく掃除ができたようです。

内　　　　　　　　　　　　　　　　容

H24.3.7 (水) 東九州道の進捗状況をラジコンヘリで撮影！　名護屋小学校の卒業記念にも一役！！

H24.3.27 (火) 佐伯～蒲江間の「山口第２トンネル」に着手！　安全祈願祭を開催！

H24.4.11 (水) 佐伯～蒲江間の「佐伯トンネル」に着手！　安全祈願祭を開催！

H24.4.16 (月) ケーブルテレビ佐伯と連携して、東九州道の進捗状況をＰＲ！　今年度、偶数月の第３週に放送予定！

H24.4.27 (金) 地域へ感謝！「佐伯南地区工事連絡協議会」で野々河内地区と丸市尾地区の道路を一斉清掃！[６回目]

H24.5.11 (金) 蒲江～県境間のインターチェンジ名称、及びトンネルや橋梁の構造物名称が決定！

H24.5.29 (火) 東九州道（佐伯～県境）のＰＴ（プロジェクトチーム）会議を開催！

H24.5.29 (火) 地域へ感謝！「佐伯南地区工事連絡協議会」で森崎・越田尾地区と丸市尾地区の道路を一斉清掃！[７回目]

H24.6.7 (木) 地域との「絆」を大切に！　森崎地区と「災害時の支援・協力に関する協定」を締結！

H24.6.8 (金) 地域へ感謝！「佐伯南地区工事連絡協議会」で三軒屋地区、轟トンネル付近の道路を一斉清掃！[８回目]

日　　付

↑山口第２トンネルの工事の様子
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佐伯南IC(仮称)

本紙は、佐伯ＩＣ～県境間の工事進捗状況やトピックス等をお知らせするものです。
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佐伯ＩＣ～県境までの工事延長は、約３０kmです。
この区間に、１４個のトンネルと２１個の橋があります。
黒色が完成している構造物で、赤色が工事中の構造物です。
５月末現在の工事進捗率は約９１％です。

工事進捗率　 約９１％
H24.5月末時点

※工事延長に対する工事着手延長

佐伯I C

◆２月末時点からの進捗状況(要点)
　・工事進捗率は２月末から約９ポイント進捗しました。
　・佐伯～蒲江間の供用目標年次が、平成２８年度となりました。
　・佐伯～蒲江間に佐伯南インターチェンジの設置が決定しました。
　・「蒲江ＩＣ」、「蒲江波当津ＩＣ」の名称が正式に決定しました。

県境

※佐伯南インターチェンジ、佐伯～蒲江間のトンネル、橋梁の名称は仮称です。

※延長は変わることがあります。

波当津ＩＣの施工状況！
波当津ICのアクセス線もほぼ完成！

←延岡
佐伯→

大越川橋(施工中)と大越トンネル(完成)
下部工３基は完成、今後残りの下部工と上部工を施工予定！

←
延
岡

佐
伯
→

下部工(P1)→

下部工(P2)→

下部工(A2)→

大越トンネル→

H24.3.27山口第二トンネルの安全祈願祭！
トンネルの本掘削開始！

式典の様子

←波当津ICアクセス線

H24.4.20　佐伯南ＩＣ(仮称)が新しく設置決定！
※佐伯南ＩＣの完成イメージ図

←佐伯
延岡→

区間 延長(ｍ) 進　　捗　　状　　況

上岡トンネル 516 0%　工事中

佐伯トンネル 1,561 2%　工事中

大越トンネル 1,221 完成

谷川トンネル 261 未着手

山口第一トンネル 341 未着手

山口第二トンネル 1,056 6%　工事中

三軒屋トンネル 1,047 完成

下孫四郎トンネル 302 0%　工事中

蒲江トンネル 2,819 5%　工事中

森崎トンネル 1,202 完成

丸市尾トンネル 334 完成

浦之迫トンネル 1,667 完成

葛原トンネル 2,778 ﾄﾝﾈﾙ貫通済み、ﾄﾝﾈﾙ内装工事中

陣ヶ峰トンネル 1,227
(全長2,751)

完成
(宮崎県側の1,524mも完成)

トンネル名

佐伯～蒲江

蒲江～県境
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区間 延長(ｍ) 進　　捗　　状　　況

古市橋 19.5 完成

番匠川橋 539.0 上、下部工工事中

元越大橋 376.0 上部工工事中

虚空蔵第１号橋 23.6 下部工完成

虚空蔵第２号橋 21.8 完成

長谷橋 203.0 下部工完成

岸河内橋 40.5 下部工工事中

大越川橋 195.0 下部工工事中

青山橋 445.0 床版工工事中

谷川橋 49.5 完成

山口橋 45.0 上部工工事中

三軒屋橋 155.0 完成

津江川橋 32.0 下部工完成

蒲江IC Aﾗﾝﾌﾟ橋 32.0 完成

蒲江IC Dﾗﾝﾌﾟ橋 23.0 完成

森崎橋 77.0 上部工工事中

芹川橋 34.0 完成

江川第一橋 25.0 完成

江川第二橋 34.5 完成

大内川橋 38.0 完成

波当津橋 45.5 完成

蒲江～県境

佐伯～蒲江

橋　　梁　　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

未着手 まだ工事していません。

工事中 ただ今、工事をしています。

完　成 完成しました。

凡　　　　　　例


