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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。
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岡崎警察署明大寺
交番曳家工事

乙川河川緑地
（吹矢橋公園）
トイレ新築工事

（仮称）乙川人道橋
橋りょう下部工事

その1
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橋公園）整備工事

河川環境整備工事
（交付金）
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/成瀬建設（株）

準備工
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後片付け

舗装工・区画線工

配水管布設替工事

水道工事課
/（株）朝倉設備

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、仮桟橋の撤去も完了しました。

５月は、ｼﾙﾄﾌｪﾝｽ・沈砂槽、Ｐ３橋脚の残っている鋼矢板の撤去および、Ｐ３橋脚周囲の階段護岸復旧、舗装

復旧や殿橋上下流仮設道路の撤去を行い、５月中に河川内の工事を終了します。

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。

4月末工事進捗率

実績 97.5％

当初予定 96.6％

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（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：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

◎5月8日より保安設備を設置し、本格的に工事に着手します。 公園外周はバリケードで囲い立入禁止として

撤去等の作業を行います。

工事車両の出入りが多くなり 皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

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。トイレユニットの工場製作を進めます。

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。

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

◎この工事は名鉄東岡崎駅横の明大寺交番（RC造3階）を70ｍ程東へ移動させる工事を行います。

5月より仮囲い設置工事、フェンス等の外構撤去工事を進めていき、下旬より建物周りの掘削を行っていきます。

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。

４月末工事進捗率

実績 2 ％

当初予定 2 ％

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

◎5月8日から本格的に現場作業を始めます。支障木の伐採をし、土を現場に入れ盛土作業をおこない坂路を

作り上げます。それに伴い、工事車両の出入り、重機作業がある為、近隣の皆様方にご迷惑をおかけすること

お詫びいたします。工事現場には危険が多いので安全には十分注意して工事を進めて参りますが

皆様方におかれましてもご注意くださいますようご理解ご協力お願い申し上げます。

４月末工事進捗率

実績 2.6 ％

当初予定 2.6 ％

（株）朝倉設備からのお知らせ ■工事名：配水管布設替工事

■請負金額： 6,426,000 円 ■工期：平成28年10月7日～平成29年5月31日

■作業時間：原則９時～１７時まで

■工事概要：φ100水道管布設L=88.5m

◎この工事は配水管布設替工事を行います。

５月上旬から管布設工の作業開始を予定しております。

作業中は車道幅員減少・一部通行止めの規制があります。

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。

調整 保安設備、伐採、段切

4月末工事進捗率

実績 10 ％

当初予定 10 ％

保安設備

植栽及び構造物撤去

集水桝・排水管・照明灯基礎

給水管切替・取付管

トイレユニット工場製作

４月末工事進捗率

実績 7 ％

当初予定 7 ％

４月末工事進捗率

実績 13.5 ％

当初予定 13.5 ％

仮囲い設置

撤去工事

撤去工事

撤去工事

撤去工事

試掘

成瀬建設（株）からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地坂路舗装工事

■請負金額： 610,200 円 ■工期：平成29年5月11日～平成29年6月12日

■作業時間：原則９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：アスファルト舗装工Ａ=192m2

◎この工事は河川環境整備工事（交付金）に合わせて坂路の舗装工事を行います。

5月18日より現場作業を始めます。工事車両の出入り、重機作業がある為、

近隣の皆様方にご迷惑をおかけすることお詫びいたします。

工事期間中ご不便をおかけいたしますがご理解ご協力お願いいたします。
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乙川リバーフロント関連工事工程表 （平成29年５月）

今月の関連行事

・五万石藤まつり ４月20日～５月５日

・第44回岡崎こどもまつり ５月４日

・チャンバラ合戦 ５月２８日

岡崎市からのお知らせ 連 絡 先

（仮称）乙川人道橋橋りょう

下部工事その１

■岡崎市担当：
・乙川リバーフロント推進課 技術係【人道橋、吹矢橋公園】

中田、山本、山﨑、大野 TEL：0564-23-6982

・建築課 計画係 【交番】

中村、鈴木 TEL：0564-23-6465

・水道工事課 計画係【水道】

高橋 TEL：0564-23-6342

■愛知県担当：
・西三河建設事務所河川港湾整備課 【乙川河川緑地】

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)

【吹矢橋公園】

・ ・岩附造園(株) 三浦 TEL：0564-31-0171

・杉林建設(株) 辻 TEL：0564-22-5215

【乙川河川緑地】

・成瀬建設（株）深田 TEL：0564-46-2050

【交番】

・小原建設(株) 岡田 TEL:0564-51-2623

【水道】

・(株)朝倉設備 朝倉 TEL:0564-51-4891

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

■吹矢橋公園整備工事が本格的に始まります
桜まつりで多くの市民や観光客の皆さまで賑わった乙川河川緑地もすっかり落ち

着きを取り戻し、例年よりも遅めのサクラも葉桜が目に鮮やかな季節となりました。

河川内の工事においては出水期（梅雨や台風等による集中豪雨などが発生しやす

い時期）を迎えるにあたって、５月末をもって一旦休止することになります。人道橋の

工事も５月末に向けて撤収作業が進められており、11月からは対岸の下部工事に着

手する予定です。

ゴールデンウィーク明けには吹矢橋公園の利用を制限して再整備工事が始まりま

す。ご不便をおかけしますが、新たな姿となる吹矢橋公園をご期待ください。

５月も五万石藤まつりやこどもまつりなどまだまだイベントが盛りだくさんです。暖か

くなり、日差しが気持ち良いこの季節に、乙川河川緑地でお散歩してみてはいかがで

しょうか。（紫外線対策は万全に！）

（仮称）乙川人道橋橋りょう下部工事

乙川河川緑地（吹矢橋公園）

整備工事

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

水道管布設、舗装工

配水管布設替工事

乙川河川緑地坂路舗装工事

舗装工


