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植栽工

給水設備工

設備工

付帯工

舗装工

施設設備工

土工

乙川リバーフロント推進課
/岩附造園（株）乙川河川緑地（吹矢

橋公園）整備工事

配水管撤去工事

乙川河川緑地
（吹矢橋公園）
トイレ新築工事

岡崎警察署明大寺
交番曳家工事

東岡崎駅
ペデストリアンデッキ
築造工事（その１）

道路占用事業者
による工事

道路占用事業者
による工事

東邦ガス㈱

仮設駐輪場整備工事

構造物撤去工
拠点整備課

/朝日工業(株)道路土工

中部電力㈱

サービス施設整備
工

準備工

建築工事

後片付け
水道工事課
/王神工事

管理施設整備工

汚水排水設備工

ユニット工事

拠点整備課
/朝日・大伸JV

西日本電信電話㈱

拠点整備課
/西日本電信電話㈱

中部電力㈱

平成29年10月号 １/4
乙川リバーフロント関連工事工程表 （平成29年10月）

乙川リバーフロント地区整備事業 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。工事ニュース

雨水排水設備工

園路広場整備工

工事名 工事種類 工事担当部署/施工者

曳家工事

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）

準備工

仮設工

乙川リバーフロント推進課
/東邦ガス㈱岡崎導管課

付属建築物移設工

構造物撤去工

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12月26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

◎今月下旬より整備工事を再開します。舗装に向けて各工種細部の仕上げを行ってまいります。

早期供用開始をお待ちの皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、安全第一で進めておりますので

引続き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：18,986,400円 ■工期：平成29年3月6日～平成29年10月31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

◎ユニットトイレを設置します。道路付近での作業となりますので、細心の注意を払って工事を進めます。

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：29,688,120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

◎１０月は定着コンクリートの打設を行い、完了後に設備工事や付属建築物の移設工事を行っていきます。

工事中は近隣にお住いの皆様や、東岡崎駅・名鉄バスをご利用される皆様に大変ご不便やご迷惑を

お掛けしますが、本工事にご理解とご協力をお願いたします。
9月末工事進捗率
実績 62.2 ％

予定 64.2 ％

9月末工事進捗率
実績 76.1 ％

予定 83.7 ％

9月末工事進捗率
実績 91.8 ％

予定 91.8 ％

野外卓

V形街渠

9月末工事進捗率
実績 9.6 ％

予定 9.6 ％

朝日・大伸JVからのお知らせ ■工事名：東岡崎駅ペデストリアンデッキ築造工事（その１）

■請負金額：565, 920,000円 ■工期：平成29年6月27日～平成31年3月1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：橋脚工 N=3基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=455㎡、高欄工 L=183m、上屋工 A=292㎡

◎１０月は、構造物撤去工・仮設乗入工（南側施工ヤード）、仮囲設置（北側施工ヤード）を行います。

細心の注意を払って工事を進めてまいります。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

9月末工事進捗率
実績 95.0 ％

予定 81.0 ％

王神工事からのお知らせ ■工事名：配水管撤去工事

■請負金額：1, 252,800円 ■工期：平成29年7月11日～平成29年11月10日

■作業時間：原則９時～１７時まで

■工事概要：配水管撤去 L=68m

◎配水管の撤去を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

準備工（安全保安設備設置等）

定着～定着ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

埋戻し工

取出し～配管工事

コンクリート養生・鉄板敷

土舗装・アスファルト系舗装路盤

給水管布設

乗入れ工・車止め

汚水管布設

トイレ工事のため休工

道路占用事業者による工事について

■工事概要：道路占用物の設置、撤去など

◎東岡崎駅周辺地区整備事業に伴い、道路占用物工事を行います。

詳細な交通規制等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

道路占用事業者による工事について

■工事概要：道路占用物の設置、撤去など

◎電線共同溝整備事業に伴い、道路占用物工事を行います。

詳細な交通規制等の情報については、現場に設置する工事看板にてお知らせ致します。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

ガス管埋設・撤去工

9月末工事進捗率
実績 3.2 ％

予定 3.2 ％

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名：仮設駐輪場整備工事

■請負金額：19,872,000円 ■工期：平成29年9月8日～平成30年3月30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：舗装工 A=487㎡ 施設設備工１式

◎１０月より本工事（撤去工・道路土工・舗装工・施設設備工）を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

土壌改良

ユニットトイレ据付 ｼﾞｮｲﾝﾄ部ｼｰﾘﾝｸﾞ打設

型枠脱型・埋戻し立上り型枠組・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

掘削～基礎コンクリート打設

既設建物基礎取壊し・水道引込管撤去

仮囲設置（P3作業ﾔｰﾄﾞ）

乗入設置工

舗装切断・仮囲設置・ﾌｪﾝｽ撤去・側溝取壊 既設フェンス撤去

切土・盛土・法面整形・素掘側溝

透水性舗装工

照明･ｶﾒﾗ設置工

区画線

電柱・管路新設・電柱撤去・ケーブル撤去

電柱新設 電線移設・電柱撤去 電柱撤去
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道路建設課/
大金建設(株)

乙川プロムナード整
備工事（左岸）その１

準備工

乙川河川緑地整備
工事その１

準備工

工事ニュース

吹矢橋 橋りょう
耐震補強工事

乙川リバーフロント推進課/
朝日・小原ＪＶ

準備工

工事担当部署/施工者

道路建設課
/朝日工業(株)

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。

工事種類

準備工

準備工

試掘工
水道工事課

/石田設備（株）配水管布設工(北側)

配水管布設工(南側)

愛知県西三河建設事務所
河川港湾整備課
/(株)山口土木

準備工 車線規制

準備工

配水管布設工

仮設給水管工

乙川リバーフロント推進課/
松尾建設(株)

準備工 除草伐採

配水管布設替工事
（明大寺町地内）

水道工事課
/(有)今井水道設備

工事名

河川環境整備工事
（交付金）・河川環境
対策工事合併工事

配水管布設替工事
（耐震管２工区）

平成29年10月号 2/4
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10月）

撤去工

仮設撤去工

(仮称）乙川人道橋
橋りょう下部工事

その2

市道殿橋明代橋線ほ
か１路線電線共同溝

整備工事

準備工
乙川リバーフロント推進課/

(株)加藤組

配水管布設替工事
（康生通南地内）

水道工事課
/尾﨑工業（株）配水管布設工

配水管布設替工事
（明大寺本町ほか１

箇町）

準備工

配水管撤去工

水道工事課
/スズキ水道(株)

9月末工事進捗率
実績 3.0 ％

予定 5.0 ％

尾﨑工業(株)からのお知らせ ■工事名：配水管布設替工事

■請負金額：25,056,000円 ■工期：平成29年6月16日～平成29年11月30日

■作業時間：原則９時～１７時まで

■工事概要：配水管布設 L=254m

◎配水管の布設を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

仮設給水管工

配水管布設工

撤去工

9月末工事進捗率
実績 1.0 ％

予定 1.0 ％

スズキ水道(株)からのお知らせ ■工事名：配水管布設替工事

■請負金額：3,510,000円 ■工期：平成29年9月15日～平成30年2月28日

■作業時間：原則９時～１７時まで

■工事概要：配水管布設 L=48m

◎配水管の布設を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

9月末工事進捗率
実績 1.0 ％

予定 1.0 ％

(有)今井水道設備からのお知らせ ■工事名：配水管布設替工事

■請負金額：4,536,000円 ■工期：平成29年9月15日～平成30年1月31日

■作業時間：原則９時～１７時まで

■工事概要：配水管布設 L=111m

◎配水管の布設を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

9月末工事進捗率
実績 0.0 ％

予定 0.0 ％

(株)山口土木からのお知らせ ■工事名：河川環境整備工事（交付金）・河川環境対策工事合併工事

■請負金額：30,121,200円 ■工期：平成29年9月26日～平成30年3月16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１ヶ所、階段工１ヶ所

◎10月は準備工を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

配水管布設工

試掘工

仮設管布設工 9月末工事進捗率
実績 0.5 ％

予定 0.5 ％

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名：配水管布設替工事（耐震管２工区）

■請負金額：96,357,600円 ■工期：平成29年7月21日～平成30年2月28日

■作業時間：原則９時～１７時まで

■工事概要：配水管（耐震管）布設 L=599m

◎配水管（耐震管）の布設を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

9月末工事進捗率
実績 1.0 ％

予定 1.0 ％

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名：吹矢橋橋りょう耐震補強工事

■請負金額：111,240,000円 ■工期：平成29年9月15日～平成30年3月26日

■作業時間：原則８時～１７時まで

■工事概要：下部工補強工１式、仮設工１式、上部工補強工１式、構造物補修工１式

◎10月は準備工を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

10/20から終日規制

9月末工事進捗率
実績 0.0 ％

予定 0.0 ％

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2

■請負金額：343,440,000円■工期：平成29年10月3日～平成30年7月31日

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

■工事概要：ＲＣ橋脚工１基、橋台工１基、法覆護岸工１式、仮設工１式

◎10月は準備工に着手します。10月20日から乙川右岸市道の車線規制（終日）を行い工事ﾔｰﾄﾞの仮囲い

や遊歩道の締切を設置したのち、除草、既存樹木の伐採作業を行います。

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かけしますが、

何卒、本工事にご理解とご協力をお願い致します。

(株)加藤組からのお知らせ ■工事名：市道殿橋明代橋線ほか1路線電線共同溝整備工事

■請負金額：98,539,200円 ■工期：平成29年10月19日～平成30年3月23日

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

■工事概要：管路工 L=448ｍ、プレキャストボックス工 N=17箇所、舗装復旧工 1式、構造物撤去工１式

◎10月は準備工を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

9月末工事進捗率
実績 0.0 ％

予定 0.0 ％

松尾建設(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地整備工事その１

■請負金額：55,404,000円 ■工期：平成29年10月20日～平成30年3月23日

■作業時間：原則８時～１７時まで （作業状況により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700㎡、照明設備工N=187基、坂路工１箇所、階段工１箇所

◎10月は準備工を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

9月末工事進捗率
実績 0.0 ％

予定 0.0 ％

9月末工事進捗率
実績 4.0 ％

予定 4.0 ％

大金建設(株)からのお知らせ ■工事名：乙川プロムナード整備工事（左岸）その１

■請負金額：27,885,600円 ■工期：平成29年9月20日～平成30年3月5日

■作業時間：原則８時～１７時まで

■工事概要：舗装工 A＝214m2、側溝工 L=14m、軽量盛土工 １式

◎10月は準備工を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



Ｈ29.10.25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 31 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 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 月 火

下水道管渠改築工事
（唐沢町ほか１箇町

地内）

準備工
下水施設課

/浦上建設(株)

工事ニュース
乙川リバーフロント地区整備事業 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。 平成29年10月号 3/4
乙川リバーフロント関連工事工程表 （平成29年10月）

工事名 工事種類 工事担当部署/施工者

乙川プロムナード整
備工事（右岸）その１

準備工
道路維持課

/(株)ハラダ建工

9月末工事進捗率
実績 0.0 ％

予定 0.0 ％

(株)ハラダ建工からのお知らせ ■工事名：乙川プロムナード整備工事（右岸）その１

■請負金額：17,874,000円 ■工期：平成29年10月20日～平成30年3月16日

■作業時間：原則９時～１７時まで

■工事概要：側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2

◎10月は準備工を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します

9月末工事進捗率
実績 0.0 ％

予定 0.0 ％

浦上建設(株)からのお知らせ ■工事名：下水道管渠改築工事

■請負金額：27,108,000円 ■工期：平成29年9月26日～平成30年2月28日

■作業時間：原則９時～１７時まで

■工事概要：管推進工 L=22.5m

◎10月は準備工を行います。

工事中は皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。
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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。

乙川リバーフロント地区整備事業
工事ニュース

今月の関連行事

おとがワ！ンダーランド 7月22日～

第26回岡崎ストーンフェア 10月14、15日

岡崎市からのお知らせ

連 絡 先

■岡崎市担当：
・乙川リバーフロント推進課 技術係【吹矢橋公園、人道橋、乙川河川緑地、電線共同溝】

中田、山本、山﨑、大野 TEL：0564-23-6982

・水道工事課 北部方面係【配水管布設替（耐震管２工区、康生通南）】

前森 TEL:0564-23-6482

・水道工事課 南部方面係【配水管撤去、配水管布設替（明大寺本町ほか、明大寺町）】

永井 TEL:0564-23-6367

■愛知県担当：
・西三河建設事務所河川港湾整備課【階段、坂路】

太田、冨田 TEL：0564-27-2752

■施工者：
【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

【人道橋】

・朝日・小原ＪＶ 小林 TEL:0564-51-3657

【乙川河川緑地】

・その１ 松尾建設(株) 市川 TEL:0564-21-0305

【交番】

・小原建設(株) 岡田 TEL:0564-51-2623

【ペデストリアンデッキ】

・朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655

【仮設駐輪場】

・朝日工業(株) 深谷 TEL:0564-51-3655

工事状況及び利用状況写真

■11月からの工事に向けて準備を

進めています
蝉の鳴声と共に日中の暑さが消え、過ごしやすい季節となってき

ました。

「出水期（６月から10月の間は集中豪雨や洪水等が起きやすい

時期）」が残り１か月となり、中止していた乙川河川緑地の整備再

開に向けて準備を進めていきます。

工事の簡単な内容や状況など、工事ニュース等を通して今後も

皆さまにお伝えしていきます。

工事中は安全確保のため立入禁止をさせていただく箇所も発生

してきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお

願いいたします。

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
トイレ新築

岡崎警察署明大寺交番曳家工事

交番曳家

乙川河川緑地（吹矢橋公園）整備工事

現在

東岡崎駅ペデストリアンデッキ築造工事（その１）

橋脚、上部、磁器質タイル舗装、高欄、上屋

配水管撤去工事

配水管撤去

道路占用物工事

西日本電信電話㈱

中部電力㈱

配水管布設替工事

（康生通南地内）

配水管布設替

配水管布設替工事

（耐震管２工区）

配水管布設替

仮設駐輪場整備工事

舗装、施設設備工

配水管布設替工事

（明大寺町地内）

配水管布設替

配水管布設替工事

（明大寺本町ほか１箇町地内）

配水管布設替

河川環境整備工事(交付金)・

河川環境対策工事 合併工事

11号坂路工 27号階段工

・道路建設課 橋りょう保全係【吹矢橋】

市川、浅井 TEL:0564-23-6230

・道路建設課 工事係【プロムナード（左岸）】

大澤、宮地 TEL:0564-23-6743

･ 道路維持課 北西部係【プロムナード（右岸）】

津田、平岩 TEL:0564-23-6225

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

乙川河川緑地整備工事その１

舗装、照明設備、坂路、階段

市道殿橋明代橋線ほか１路線

電線共同溝整備工事

管路、プレキャストボックス、

舗装復旧、構造物撤去

乙川プロムナード整備工事

（右岸）その１

側溝、舗装

河川緑地整備工事その２

11月より工事予定

乙川プロムナード整備工事

（右岸）その２

11月より工事予定

（仮称）乙川人道橋

橋りょう下部工事その２

ＲＣ橋脚、橋台、法覆護岸、仮設

道路占用物工事

東邦瓦斯㈱

吹矢橋 橋りょう耐震補強工事

下部工補強、仮設、上部工補強、

構造物補修

【道路占用物（西日本電信電話㈱）担当 鬼頭 TEL:052-746-6814】

・ＮＤＳ㈱ 鈴木 TEL:0564-55-2010（電柱・ケーブル）

・ＮＤＳ㈱ 野村 TEL:0564-55-2020（管路）

【道路占用物工事（中部電力㈱）担当 鈴木 TEL:0564-55-5071】

・トーエネック㈱ 天野 TEL:0564-51-0800（建柱）

・トーエネック㈱ 藤下 TEL:0564-51-0800（電線）

【道路占用物（東邦瓦斯㈱）担当 井本 TEL:0564-21-0823】

・水金工事(株) 米持 TEL:0564-21-5103

【配水管布設替】

・耐震管２工区 石田設備（株） 米田 TEL:0564-24-0139

・康生通南 尾﨑工業（株） 尾﨑 TEL:0564-22-7411

・明大寺本町ほか スズキ水道(株) 鈴木 TEL:0564-48-2206

・明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820

【配水管撤去】

・王神工事 石川 TEL:0564-23-3210

乙川プロムナード

整備工事（左岸）その１

舗装、側溝、軽量盛土

乙川プロムナード整備工事

（左岸）その２

11月より工事予定

下水道管渠改築工事

（唐沢町ほか１箇町地内）

管推進

下水道管渠改築工事

（唐沢町ほか３箇町地内）

11月より工事予定

・拠点整備課 技術係【ペデストリアンデッキ、仮設駐輪場】

吉居、井上 TEL:0564-23-6607

・建築課 計画係 【交番】

中村、鈴木 TEL：0564-23-6465

･ 下水施設課 管渠対策係【下水道管渠】

都筑 TEL:0564-23-6730

【プロムナード（左岸）】

・その１ 大金建設(株) 田中 TEL:0564-22-6855

【プロムナード（右岸）】

・その１ ハラダ建工(株) 浦野 TEL:0564-25-7970

【下水道管渠】

・唐沢町ほか 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460

【吹矢橋】

・朝日工業(株) 竹内 TEL:0564-51-3657

【階段、坂路】

・(株)山口土木 水野 TEL:0564-65-6570

【電線共同溝】

・(株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013


