
Ｈ29.４.20発行

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

書類、調整 測量調査 看板設置

工事名 工事種類

P3橋脚工
作業土工

P2橋脚工
作業土工

仮設工2
P3仮締切撤去

仮設工2
P2仮締切撤去

工事ニュース

乙川河川緑地
整備工事
その４

平岩城跡
発掘調査業務

岡崎城跡菅生川端
石垣発掘調査業務

乙川河川緑地
整備工事
その３

河川環境整備工事
（交付金）

（仮称）乙川人道橋
橋りょう下部工事

その1

乙川河川緑地
整備工事
その２

乙川河川緑地
整備工事
その１

乙川リバーフロント地区整備事業

愛知県・河川港湾整備課
/成瀬建設㈱

この工事ニュースは、１か月先の工事予定を記載しておりますの
で、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

乙川リバーフロント推進課
/朝日・小原JV

平成29年４月号 １/３
乙川リバーフロント関連工事工程表 （平成29年４月）

仮設工2
仮桟橋撤去

準備工

乙川リバーフロント推進課
/(株)加藤組

乙川リバーフロント推進課
/成瀬建設(株)

工事担当部署/施工者

乙川リバーフロント推進課
/大伸建設(株)

護岸復旧工
階段護岸、護床工

乙川リバーフロント推進課
/(株)岡崎工業

社会教育課
/(株)アーキジオ中日本支店

社会教育課
/(株)二友組

(株)二友組からのお知らせ ■業務名：平岩城跡発掘調査業務

【工事完了】

◎発掘調査が完了しました。施工期間中ご迷惑をおかけしましたが、ご理解とご協力をいただきありがとうござい

ました。

大伸建設（株）からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その3

【工事完了】

◎本工事も無事終わることができました。ひとえに皆様のご理解とご協力のおかげだと思い、お礼申し上げます。

昨年の右岸側整備に引き続き、左岸側にも園路や照明設備が設置され、乙川の魅力がさらに増しております。

冬も過ぎ日々の陽気も暖かくなり始め、外に出かけるのも楽しい時期になりました。

新しく様変わりした乙川河川緑地を、桜とともに散策等をして楽しんでいただけたらと思います。

（株）アーキジオ中日本支店からのお知らせ ■業務名：岡崎城跡菅生川端石垣発掘調査業務

成瀬建設（株）からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その2

【工事完了】

◎皆様方のご理解とご協力を賜り、竣工することができました。

関係者一同、心より感謝申し上げるとともに、工事中ご不便をお掛けしたことをお詫びいたします。

広場整備が済み乙川河川緑地は居心地の良い素敵な場所になりました。

新たにベンチもできましたので、是非ご来園しお楽しみください。

朝日・小原ＪＶからのお知らせ ■工事名：（仮称）乙川人道橋橋りょう下部工事その１

■請負金額：679,490,000円 ■工期：平成27年10月2日～平成29年7月31日

■作業時間：原則８時～１７時まで（作業状況により１９時まで時間延長をする場合があります）

■工事概要：ＲＣ橋脚工 Ｎ＝２基、橋台工 Ｎ＝１基、法覆護岸工 一式、仮設工 一式

◎ Ｐ２橋脚工、Ｐ３橋脚工の躯体コンクリートが完成しました。３月中旬から埋戻し作業を行い、順次山留工の

撤去を行っています。

４月は、Ｐ３橋脚周囲の階段護岸復旧、護床ブロック設置、Ｐ２橋脚仮締切鋼矢板・仮桟橋の撤去を行います。

２日、９日は日曜日ですが、軽微な作業（著しい騒音 又は振動を発生させない作業）を予定しています。

工事中は近隣にお住まいの皆様や河川緑地を利用する皆様には大変、ご不便やご迷惑をお掛けしますが、

何卒、本工事にご理解とご協力の程、お願いいたします。

（株）岡崎工業からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その4

【工事完了】

◎去年から行ってきました緑地整備工事ですが、事故等もなく工期内に無事完了することが出来ました。

完成された風景を右岸及び左岸堤防より眺めますと、以前よりも素晴らしい風景になったのではないかと思い

ます。工事期間中は近隣の皆様や利用者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたが、ご協力ありがとうございま

した。 さらに美しくなった乙川をお楽しみください。

（株）加藤組からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その１

【工事完了】

◎工事中は交通規制等によりご迷惑をお掛けしましたが、事故等なく無事に工事を完了する事ができました。

乙川河川緑地はさらに水はけがよくなり、勾配が緩く明るい階段やスロープが増えたことでより河川敷へアクセ

スしやすくなりました。藤棚も歩きやすく憩える場所として整備されましたので、ぜひ訪れてみてください。

ご理解ご協力ありがとうございました。

調査完了

3月末工事進捗率

実績 92％

当初予定 91％

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

調査完了

調査完了

成瀬建設株式会社からのお知らせ ■工事名：河川環境整備工事（交付金）

■請負金額：9,428,400円 ■工期：平成29年4月7日～平成29年8月14日

■作業時間：原則８時～１７時まで（作業状況により１９時まで時間延長をする場合があります）

■工事概要：坂路工 N=1箇所、階段手すり設置工 N=一式

◎新しい坂路を作る工事を担当します。4月はその準備を行い、5月から着手する予定です。

工事期間中、近隣の皆様方へご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力くださいますようお願い申し上げます。
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日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 工事中、皆さまにはご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

岡崎公園
園路整備電気工事

岡崎公園
藤棚整備工事

道路建設課
/浦上建設(株)

拠点整備課
/浅井土木建設㈱

拠点整備課
/サンモク工業㈱

工事種類

準備工

河川環境整備工事・
河川環境対策工事
合併工事(1号工)

仮設交番設置
工事

乙川リバーフロント推進課
/岩附造園（株）

愛知県・河川港湾整備課
/株式会社加藤組

工事名

乙川河川緑地
吹矢橋公園

トイレ新築工事

乙川プロムナード
整備工事

岡崎公園
園路整備工事

岡崎警察署明大寺
交番曳家工事

仮囲い

吹矢橋公園整備工
事

準備工

市道明大寺川端
4号線道路改良

工事

準備工

愛知県・河川港湾整備課
/浅井土木建設(株)

河川環境整備工事・
河川環境対策工事
合併工事（２号工）

この工事ニュースは、１か月先の工事予定を記載しておりますの
で、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

トイレ工場製作

公園緑地課
/(株)庭善造園

公園緑地課
/(株)緑風造園

乙川リバーフロント推進課
/杉林建設(株)

建築課
/小原建設（株）

工事担当部署/施工者

公園緑地課
/(株)岩津電気商会

工事ニュース 平成29年４月号 2/３
乙川リバーフロント地区整備事業

乙川リバーフロント関連工事工程表 （平成29年４月）

(株)緑風造園からのお知らせ ■工事名：岡崎公園園路整備工事

【工事完了】

◎岡崎公園城南亭南側を一部舗装を行いました。

公園ご利用の皆様には大変ご不便をおかけしましたが、お陰様で事故等も無く完了することができました。

ご協力ありがとうございました。

浅井土木建設(株)からのお知らせ ■工事名：河川環境整備工事・河川環境対策工事合併工事（２号工）

【工事完了】

◎工事中、乙川河川緑地の利用が不便になり大変ご迷惑をおかけしました。

工事が完了により一層乙川河川緑地の利用がしやすくなりました。

乙川河川緑地での時間を楽しんでいただけたら幸いです。

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名：乙川プロムナード整備工事

【工事完了】

◎近隣の皆様、明徳保育園関係者様のご理解、ご協力により無事に完了することができました。

ありがとうございました。

(株)加藤組からのお知らせ ■工事名： 河川環境整備工事・河川環境対策工事合併工事(1号工)

【工事完了】

◎工事期間中は通行規制等で皆様にご迷惑をおかけしましたが、無事工事完了いたしました。

ご協力ありがとうございました。

サンモク工業(株)からのお知らせ ■工事名：仮設交番設置工事

【工事完了】

◎工事中は、皆様に大変ご不憫をおかけしましたが、無事に工事を完成することができました。

ご理解・ご協力ありがとうございました。

岩附造園（株）からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地（吹矢橋公園）整備工事

■請負金額：96,876,000 円 ■工期：平成29年3月6日～平成29年9月29日

■作業時間：原則８時～１７時まで

■工事概要：公園舗装工A=661m2 、園路排水工L=478m 、遊戯施設整備工 一式 、植栽工 一式

◎この工事は、吹矢橋公園の再整備を行います。4月は測量等の準備を行い、5月上旬より工事開始を予定し

ております。 皆様には工事期間中ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を御願いいたします。３月末工事進捗率
実績 ０ ％

当初予定 ０ ％

３月末工事進捗率
実績 ０ ％

当初予定 ０ ％

杉林建設(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地（吹矢橋公園）トイレ新築工事

■請負金額： 17,388,000 円 ■工期：平成29年3月6日～平成29年9月29日

■作業時間：原則８時～１７時まで

■工事概要：公園トイレ新築工 一式

◎この工事は、吹矢橋公園へトイレ新築を行います。引き続き図面作成等の準備を進めます。

工事中は皆様にご迷惑・ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

(株)岩津電気商会からのお知らせ ■工事名：岡崎公園園路整備電気工事

(株)庭善造園 からのお知らせ ■工事名：岡崎公園藤棚整備工事

工事完了

工事完了

浅井土木建設(株)からのお知らせ ■工事名：市道明大寺川端4号線道路改良工事

【工事完了】

◎工事中は、皆様に大変ご不憫をおかけしましたが、無事に工事を完成する事ができました。

ご理解・ご協力ありがとうございました。

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

準備工

３月末工事進捗率
実績 ３ ％

当初予定 ３ ％

準備工（図面作成など）

トイレ工場製作

３月末工事進捗率
実績 1 ％

当初予定 1 ％

小原建設（株）からのお知らせ ■工事名：岡崎警察署明大寺交番曳家工事

■請負金額： 29,484,000 円 ■工期：平成29年3月27日～平成29年12月15日

■作業時間：原則８時～１７時まで

■工事概要：交番曳家一式

◎この工事は明大寺交番の曳家工事を行います。

４月下旬から仮囲い設置作業開始を予定しております。

工事中は皆様にご迷惑・ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

３月末工事進捗率
実績 ０％

当初予定 ０ ％
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乙川リバーフロント地区整備事業
平成29年４月号 3/3

乙川リバーフロント関連工事工程表 （平成29年４月）
工事ニュース この工事ニュースは、１か月先の工事予定を記載しておりますの

で、状況により変更になることがあります。ご了承ください。

今月の関連行事

・桜まつり ４月１日～１５日

※桜の開花状況により、期間を変更する場合があります。

・家康行列 ４月９日

・五万石藤まつり ４月20日～５月５日

岡崎市からのお知らせ

連 絡 先

乙川河川緑地整備工事その３

乙川河川緑地整備工事その１

（仮称）乙川人道橋橋りょ

う 下部工事その１
市道明大寺川端4号線道路改良工

河川環境整備工事

河川環境対策工事合併工事（２号工）

河川環境整備工事

河川環境対策工事合併工事（1号工）

岡崎公園藤棚整備工事

岡崎公園園路整備電気工事

乙川河川緑地整備工事その４
乙川プロムナード整備工事

As舗装、表層土改良、階段

＜工事完了＞

As舗装、照明設備

坂路、表層土改良

＜工事完了＞

As舗装、照明設備、表層土改良

＜工事完了＞

照明設備＜工事完了＞

藤棚デッキ＜工事完了＞

舗装、側溝、軽量盛土

＜工事完了＞

As舗装、路側、側溝＜工事完了＞

坂路、階段＜工事完了＞

階段＜工事完了＞

岡崎城跡菅生川端石垣発掘調査

現況地形測量、発掘調査

＜調査完了＞

平岩城跡発掘調査業務

発掘調査＜調査完了＞

■岡崎市担当：
・乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、河川緑地】

中田、山本、山﨑、大野 TEL：0564-23-6982

・社会教育課 文化財係【河川緑地】

山口 TEL：0564-23-6177

・公園緑地課 技術係 【岡崎公園】

勝上 TEL：0564-23-6181

・道路建設課 南東部係 【プロムナード】

宮地 TEL：0564-23-6743

・拠点整備課 技術係 【市道明大寺川端4号線道路・仮設交番】

大髙 TEL：0564-23-6607

・建築課 計画係 【交番】

鈴木 TEL：0564-23-6465

■愛知県担当：
・西三河建設事務所河川港湾整備課 【坂路・階段手すり】

太田、冨田 TEL：0564-27-2752

■施工者：
【(仮称）乙川人道橋】

・朝日・小原JV 牧野 TEL：0564-64-7023 (現場事務所)

【乙川河川緑地】

・(株)加藤組 西尾 TEL：0564-45-2013＜工事完了＞

・大伸建設(株) 太田 TEL：0564-54-7777＜工事完了＞

・(株)岡崎工業 堀 TEL：0564-48-2814＜工事完了＞

・ ・岩附造園(株) 三浦 TEL：0564-31-0171

・杉林建設(株) 辻 TEL：0564-22-5215

・成瀬建設（株）深田 TEL：0564-46-2050＜準備中＞

【発掘調査】

・(株)アーキジオ中日本支店 小島 TEL：052–799-8751＜調査完了

＞

・(株)二友組 吉田 TEL：052-753-8656＜調査完了＞

【岡崎公園】

・(株)岩津電気商会 鈴木 TEL：0564-23-8151＜工事完了＞

・(株)庭善造園 青山 TEL：0564-51-0129＜工事完了＞

・(株)緑風造園 堤 TEL：0564-21-9278＜工事完了＞

【プロムナード】

・浦上建設(株) 小林 TEL：0564-51-1460＜工事完了＞

【市道明大寺川端4号線道路】

・浅井土木建設(株) 浅井 TEL：0564-51-0308＜工事完了＞

【階段・坂路】

・(株)加藤組 小杉 TEL：0564-45-2013 ＜工事完了＞

・浅井土木建設(株) 馬込 TEL：0564-51-0308＜工事完了＞

【仮設交番】

・サンモク工業(株) 太田 TEL:0564-21-0038＜工事完了＞

【交番】

・小原建設(株) 岡田 TEL:0564-51-2623

４号階段

５号階段

岡崎公園園路整備工事

園路舗装＜工事完了＞

仮設交番設置工事

＜工事完了＞

工 事 状 況 及 び 利 用 状 況 写 真

RC橋脚、橋台

法覆護岸、仮設

河川環境整備工事（交付金）

坂路、階段手すり

乙川河川緑地整備工事その２
As舗装、表層土改良、坂路

＜工事完了＞

■人道橋の姿がチラっと見えてまいりました♪
約５か月に渡り進めてきた整備も、多くの工事が無事故で完了を迎えることが

出来ました。これも皆様のご理解とご協力あっての事でございます。この場をお

借りしてお礼申し上げます。

今回工事で一番の注目ポイントは、何と言っても（仮称）乙川人道橋の橋脚部

分が姿を見せたことでしょう。ゆるやかに流れる乙川に整備された２本の橋脚は

キレイな石積み模様が施されており、昨年度完成した橋台とを結んでみますと、

皆様に歩いていただける道筋がなんとなく想像できるのではないでしょうか。

さて、今年度の予定ですが、人道橋は現在整備している橋りょうの河川内工事

が５月末までに完了、１１月からは対岸の橋台・橋脚整備へと舞台を移します。他

にも河川緑地や堤防道路、吹矢橋公園の整備など、昨年度同様に多くの整備を

予定しています。また、東岡崎駅前にある北東街区も事業予定者が決定し、駅前

も含めて乙川の雰囲気はさらに変化を見せていくこととなります。今後も乙川リ

バーフロント地区整備事業にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

今月は岡崎公園の桜や藤も見ごろを迎えます。変わりゆく乙川で『新しい春』を

感じてみてはいかがですか。

（北東街区造成工事）

（仮設駐輪場）

左岸 整備状況（仮称）乙川人道橋橋りょう下部工事

吹矢橋公園整備工事工事

乙川河川緑地吹矢橋公園トイレ新築工事

園路広場整備、遊戯施設整備

雨水排水設備整備、電気施設整備

トイレ新築岡崎警察署明大寺交番曳家工事

交番曳家


