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管路工

敷地造成工

中部電力㈱
（トーエネック㈱）

西日本電信電話㈱
（NDS㈱）

中部電力㈱
（トーエネック㈱）

張芝工

乙川リバーフロント推進課
/成瀬建設（株）

拠点整備課
/西日本電信電話㈱

中部電力㈱

平成30年2月号　１/5
乙川リバーフロント関連工事工程表　（平成30年2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

工事名 工事種類 工事担当部署/施工者

敷地造成工　

プレキャストBOX工

乙川リバーフロント推進課
/朝日工業(株)

乙川河川緑地整備
工事その２

(仮称）乙川人道橋
橋りょう下部工事

その2

Ｐ1場所打ち杭工
乙川リバーフロント推進課

/朝日・小原ＪＶ
Ｐ1橋脚工

乙川河川緑地整備
工事その１

乙川リバーフロント推進課/
松尾建設(株)

市道殿橋明代橋線ほ
か１路線電線共同溝

整備工事

乙川リバーフロント推進課
/(株)加藤組

構造物取壊工

園路広場整備工

A1橋台工

乙川リバーフロント推進課
/小原・朝日JV

園路広場整備工

構造物撤去工

電線管工

構造物取壊工

乙川リバーフロント推進課
/エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱

中部電力㈱

乙川河川緑地
舗装工事

（仮称）乙川人道橋
橋りょう上部工事

準備工

電線事業者
による工事

NTTインフラネット
㈱（NDS㈱）

準備工・仮設工

照明設備工

道路占用事業者
による工事

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

◎2月はＡ１橋台躯体工を行います。並行してＰ１橋脚場所打ち杭工の施工を行い、施工完了後にＰ１橋脚

土工作業に移ります。

12日は祝日ですが、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。

松尾建設からのお知らせ ■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：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

◎2月は掘削・残土処理工と階段工と並行して園路整備に着手します。

工事車両の出入りが多く沿線の皆様方にご迷惑をお掛けしますが、引き続き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

◎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。

NDS株式会社の工事は、夜間作業を伴います。

詳細な交通規制・作業時間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。

朝日工業(株)からのお知らせ ■工事名：乙川河川緑地舗装工事

■請負金額：22,032,000 円 ■工期：平成29年11月27日～平成30年3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：半たわみ舗装工A=541m2 、照明設備工１式 、管路工１式

◎2月8日から堤防道路の通行止めを行い、電線管敷設と照明設備の取付作業を行います。

堤防道路が通行止めとなり、皆様にはご迷惑をおかけしますが、１日でも早い供用開始を目指して

工事を進めてまいりますので、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

◎1月より交通規制を行い殿橋から中央緑道に向けて、プレキャストボックス（マンホール） の据付と管路の

埋設をしています。2月上旬より殿橋明代橋線の通行止め、2月下旬より篭田町線西側の通行止めを行う

予定です。地域住民の方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。

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

■請負金額： 119,556,000円 ■工期：平成29年11月6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 A=623㎡、坂路工 N=1箇所、階段工 N=6箇所

◎2月は階段と坂路と園路を作っていきます。工事車両の出入りも多く、近隣の皆様方にご迷惑をお掛けします

ことお詫び申し上げます。工事中は十分安全に注意し作業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協力お願い申し上げます。

小原・朝日JV からのお知らせ ■工事名：（仮称）乙川人道橋 橋りょう上部工事

■請負金額： 851,040,000円 ■工期：平成29年12月25日～平成32年2月28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： 橋りょう上部工Ｎ=1式

◎（仮称）乙川人道橋の上部工架設工事をします。

まず架設する桁を工場にて製作し、現場施工はＨ30年11月より開始する予定です。

2月も引き続き準備工を行います。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。

1月末 工事進捗率
実績 41.5 ％

予定 36.2 ％

階段工、坂路工

路盤スキトリ～残土搬出

舗装撤去

地先ブロック、舗装（路床～路盤）

1月末 工事進捗率
実績 5.3 ％

予定 5.3 ％

保安設備（堤防道路通行止開始）

電線管敷設

舗装版取壊

照明設備

掘削・据付・埋戻し

1月末 工事進捗率
実績 38.2 ％

予定 44.5 ％

掘削・据付・埋戻し

電線事業者による工事について

■工事概要：電線共同溝設備の設置など

◎乙川リバーフロント地区整備計画に伴い、電線共同溝の設備工事を行います。

詳細な交通規制・作業時間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。

管路埋設

管路埋設

ケーブル切替準備・新設・ケーブル撤去・電柱撤去

ケーブル入線・立上管撤去・舗装復旧

1月末 工事進捗率
実績 38.9 ％

予定 39.0 ％

1月末 工事進捗率
実績 0.4 ％

予定 0.4 ％

1月末 工事進捗率
実績 23.0 ％

予定 23.0 ％

掘削・埋戻し・残土処理工

張芝工

アスファルト舗装版取り壊し

コンクリート縁石工・階段工・舗装工（床付け～下層路盤まで） アスファルト舗装工
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曜日 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 水

照明・カメラ機器
移設工

工事種類 工事担当部署/施工者

道路建設課
/朝日工業(株)

拠点整備課
/サンモク工業㈱

拠点整備課
/小原・松尾JV

拠点整備課
/(株)アイセイ電設

拠点整備課
/浅井土木建設(株)

構造物撤去工

拠点整備課
/朝日工業(株)

平成30年2月号　2/5
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30年2月）

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

舗装工

準備工

準備工

仮設工

拠点整備課
/加藤・岡崎JV

拠点整備課
/朝日・大伸JV

P2橋脚工

路床工

工事名

準備工

雑工・片付け

仮設駐輪場整備
工事

仮設交番撤去工事

雑工・片付け

側溝工・縁石工

東岡崎駅
ペデストリアンデッキ
築造工事（その３）

仮設駐輪場整備
工事(その２)

東岡崎駅
ペデストリアンデッキ
築造工事（その２）

吹矢橋 橋りょう
耐震補強工事

上部工補強工

東岡崎駅
ペデストリアンデッキ
築造工事（その１）

P4橋脚補強

P5橋脚補強

市道明大寺川端４号
線ほか１路線道路改

良工事

仮設工

P6橋脚補強

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㎡

◎2月は橋脚工（P2：鉄筋型枠組立、底版コン打設、埋戻し、残土搬出）等を行います。

2月12日（祝日）は重機を使用しない作業をさせていただきます。

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。

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

◎2月は、仮設駐輪場撤去に伴う照明・カメラ等の撤去作業を行います。

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。

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号線ほか１路線道路改良工事

■請負金額： 37,929,600円 ■工期：平成29年11月6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：舗装工 A＝1415m2、側溝工 L=171m、縁石工 L=338m

◎2月から市道明大寺川端４号線を施工いたします。

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。

サンモク工業(株)からのお知らせ ■工事名：仮設交番撤去工事

■請負金額：4,914,000円 ■工期：平成29年4月12日～平成30年2月20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：仮設交番撤去 １式

◎2月は、雑工と片付けを行います。

工事完了まで安全第一で作業を行いますので、皆様にはご迷惑を

おかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

(株)アイセイ電設からのお知らせ ■工事名：仮設駐輪場整備工事（その２）

■請負金額：3,605,040円 ■工期：平成29年12月14日～平成30年2月28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：照明・カメラ機器設置工 １式

◎1月30日に仮設駐輪場の供用を開始しました。2月は雑工と片付けを行います。

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。

加藤・岡崎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３）

■請負金額： 336,960,000円 ■工期：平成29年12月25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、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=324㎡

高欄工 L=109m、上屋工 A=168㎡

◎ペデストリアンデッキ（北東街区通路）を築造します。

2月初旬は準備工（測量）を行い、中旬頃から仮設工（仮囲い）を行う予定をしています。

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。

小原・松尾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２）

■請負金額： 462,996,000円 ■工期：平成29年12月25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=5基、階段工 N=1基、上部工 一式、磁器質タイル舗装 A=625㎡

高欄工 L=131m、上屋工 A=119㎡

◎ペデストリアンデッキ（中央デッキ）を築造します。

2月は準備工として測量等、仮設工として仮囲いを設置する作業を行います。

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。

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（作業状況により19時まで時間延長する場合があります。）

■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

◎2月は橋脚の下部と上部の補強工事を行います。

多少の騒音が発生すると思われますが、細心の注意を払って作業を行います。

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。

1月末 工事進捗率
実績 38.9 ％

予定 42.9 ％

下地処理、不陸整正、シート張、表面仕上

ラス網取付、増厚工、表面保護工

下地処理、下塗工、主筋・帯筋組立、ラス網取付、増厚工、表面保護工

桁補強工、横桁増設補強、縁端拡幅、横桁復旧補強、構造物補修工

1月末 工事進捗率
実績 32.6 ％

予定 32.5 ％

1月末 工事進捗率
実績 0.5 ％

予定 1.4 ％

仮囲い設置工

測量等

1月末 工事進捗率
実績 94.0 ％

予定 98.0 ％

照明・カメラ機器撤去、支柱撤去

仮囲い設置工

1月末 工事進捗率
実績 0.5 ％

予定 2.0 ％

測量等

1月末 工事進捗率
実績 51.2 ％

予定 51.2 ％

舗装版取壊し

路床工・安定処理

側溝工・縁石工

路盤工

縁石工

路盤工・擦付舗装・基層工

雑工・片付け

1月末 工事進捗率
実績 95.5 ％

予定 95.5 ％

雑工・片付け

1月末 工事進捗率
実績 92.4 ％

予定 92.4 ％

鉄筋・型枠組立、底版コン打設、埋戻し 残土搬出



Ｈ30.2.1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 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 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 水

洗管

乙川リバーフロント関連工事工程表　（平成30年2月）

道路建設課
/大金建設(株)

平成30年2月号　3/5
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。

道路建設課
/(株)岡崎工業

縁石工・側溝工

その他

　
水道工事課

/石田設備（株）
給水管切替工

乙川リバーフロント地区整備事業

舗装工

構造物撤去工

工事ニュース

軽量盛土工

土工

舗装工

水道工事課
/(有)今井水道設備

道路維持課
/(株)ハラダ建工

撤去工

　
水道工事課

／石田設備（株）

構造物撤去工
道路維持課

/朝日工業（株）
排水構造物工

照明灯工

仮設配水管撤去工

配水管布設工

道路維持課
/東邦ガス（株）岡崎導管課

道路占用事業者
による工事

東邦ガス㈱
（水金工事㈱）

工事種類 工事担当部署/施工者

付帯工

その他

乙川プロムナード整
備工事（左岸）その2

乙川プロムナード整
備工事（左岸）その１

工事名

配水管布設替工事
（島町ほか３箇町）

準備工（国道協議）

配水管布設替工事
（耐震管２工区）

乙川プロムナード整
備工事（右岸）その２

配水管布設替工事
（明大寺町地内）

縁石工

乙川プロムナード整
備工事（右岸）その１

準備工

排水構造物工

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 （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：舗装工 A＝214m2、側溝工 L=14m、軽量盛土工 １式

◎2月は軽量盛土工、土工、舗装工、その他を行います。

引き続き工事中は幅員減少にて道路規制をさせて頂きます。

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。

(株)岡崎工業からのお知らせ ■工事名：乙川プロムナード整備工事（左岸）その２

■請負金額： 56,592,000円 ■工期：平成29年11月6日～平成30年3月14日

■作業時間：原則９時～１７時まで

■工事概要：舗装工 A＝1548m2、側溝工 L=105m、縁石工 L=373m

◎2月上旬より車道の舗装工事を行っていきます。車道舗装が完了後、河川側の歩道舗装工事を進めていきます。

歩行者通行帯は、先月同様に庁舎側の完成された歩道を通行できます。

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。

(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

◎本工事では、側溝をきれいにし、舗装の擦り付けを行います。

2月は東側が終わり次第、近接業者と調整の上、西側の側溝を施工します。

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。

朝日工業（株）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２

■請負金額： 62,748,000円 ■工期：平成29年11月13日～平成30年3月23日

■作業時間：原則９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：側溝布設 L=222m、舗装工 A=420m2

◎本工事では側溝と舗装をきれいにし、照明灯を河川側へ設置します。

2月は排水構造物・縁石工・照明の基礎設置・ケ－ブル配管を施工予定です。

工事中は交通規制等で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。

※ 1工区：岡崎信用金庫の南側 Ｔ 字路以東 2工区：岡崎信用金庫の南側 Ｔ 字路以西

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3月23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

◎本工事では古くなった水道管を耐震管へ布設替えします。

2月は南側路線の布設替を順次進めていきます。

通行には支障がないよう安全に施工いたします。

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。

(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

【工事完了】

◎工事期間中は大変ご迷惑並びにご不便をおかけしました。

皆様方のご理解とご協力のおかげをもちまして無事に工事を完了することができました。

工事関係者一同、心より感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

1月末 工事進捗率
実績 100.0 ％

予定 100.0 ％

1月末 工事進捗率
実績 3.5 ％

予定 3.5 ％

道路占用事業者による工事について

【工事完了】

◎工事期間中は通行規制など、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。

工事完了

石田設備(株)からのお知らせ ■工事名：配水管布設替工事

■請負金額：24,732,000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９時～１７時まで

■工事概要：配水管布設 L=173m

◎本工事は配水管の布設替えを行います。

2月は準備工として国道協議を行います。

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。

1月末 工事進捗率
実績 17.0 ％

予定 18.8 ％

2工区 コンクリート構造物取壊し 2工区 舗装取壊し

2工区 地先境界ブロック

2工区 基礎工、ケーブル配管

2工区 都市型側溝、桝布設

2工区 乗入ブロック

1工区 ケーブル配管

1月末 工事進捗率
実績 65.2 ％

予定 73.0 ％

鉄筋組立・床版打設 小型重力式擁壁ＥＰＳブロック

歩道・車道舗装

路床・路盤

転落防止柵仮設防護柵

11月末 工事進捗率
実績 0.0 ％

12月末 工事進捗率
実績 3.8％

予定 3.8％

11月末 工事進捗率
実績 0.0 ％

11月末 工事進捗率
実績 0.0 ％

1月末 工事進捗率
実績 50.5 ％

予定 50.5 ％

舗装版取壊し工

歩道部

測量等

車道部

転落防止柵仮設防護柵

1月末 工事進捗率
実績 76.3 ％

予定 95.2 ％

1月末 工事進捗率
実績 0.5 ％

予定 0.5 ％

1月末 工事進捗率
実績 39.4 ％

予定 39.4 ％

コンクリート構造物・舗装版取壊し工

都市型側溝、管理桝設置

仮復旧

工事完了
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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 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 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 水

片付け

平成30年2月号　4/5
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。

下水施設課
/浦上建設(株)

建築課
/小原建設（株）

乙川リバーフロント関連工事工程表　（平成30年2月）

外装工

下水施設課
/浦上建設（株）

下水道管渠改築工事
（唐沢町ほか３箇町

地内）

準備工（国道協議）

下水道管渠改築工事
(島町ほか２箇町地

内)

下水施設課
/朝日工業（株）

内装工

愛知県西三河建設事務所
道路整備課

/朝日工業(株)足場工

橋梁修繕工事

階段工

準備工（国道協議）

工事ニュース
乙川リバーフロント地区整備事業

東岡崎駅都市施設建
物改修工事

解体工

下水道管渠改築工事
（唐沢町ほか１箇町）

工事種類 工事担当部署/施工者

擁壁工

準備工

舗装工

仮設工

愛知県西三河建設事務所
河川港湾整備課
/(株)山口土木

仮設工

仕上工

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

(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

◎2月は11号坂路工・27号階段工を施工する予定です。

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。

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

◎本工事は古くなった下水管を新しい管に推進工法（地下のみをトンネル状に穴を抜き管を通す工法）にて

取り替えます。

2月は準備工として国道協議を行います。

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。

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： 46,440,000円 ■工期：平成29年10月24日～平成30年3月23日

■作業時間：原則９時～１７時まで

■工事概要：管渠工 L=308.7m

◎本工事は古くなった下水管を新しい管へ布設替えを行います。

2月は準備工として国道協議を行います。

工事中は交通規制等で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。

小原建設（株）からのお知らせ ■工事名：東岡崎駅都市施設建物改修工事

■請負金額： 22,032,000円 ■工期：平成29年11月13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：ペデストリアンデッキ取付用開口１ヵ所 , 施設設備工１式 , 排煙口設置 １式

◎本工事では東岡崎駅都市施設を改修しペデストリアンデッキが接続できるようにします。

2月は東面にペデストリアンデッキ取付用の開口工事を行います｡

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。

朝日工業（株）からのお知らせ ■工事名：下水道管渠改築工事

■請負金額： 18,684,000円 ■工期：平成29年10月17日～平成30年3月2日

■作業時間：原則９時～１７時まで（一部で２１時ごろまで行います。）

（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：管渠更生工 L=92m

◎本工事では老朽化した下水道管の改築を行います。

2月は仕上工を行ったのち、看板を撤去し現場作業は終了の予定です。

工事中は交通規制等で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。

1月末 工事進捗率
実績 56.0 ％

予定 55.5 ％

11号坂路工

27号階段工

11号坂路工

11号坂路工 仮設撤去

1月末 工事進捗率
実績 73.2 ％

予定 73.2 ％

工事看板撤去

1月末 工事進捗率
実績 29.6 %

予定 28.4 %

外装･内装撤去

外装下地取付 外装ﾊﾟﾈﾙ取付

仮間仕切・外部足場設置

天井･壁下地 壁･天井表装

外装下地取付

床･壁下地

1月末 工事進捗率
実績 6.0 ％

予定 6.0 ％

1月末 工事進捗率
実績 4.0 ％

予定 4.0 ％

1月末 工事進捗率
実績 6.0 %

予定 6.0 %

朝日工業（株）からのお知らせ ■工事名：橋梁修繕工事

■請負金額： 46,440,000円 ■工期：平成29年11月29日～平成30年3月20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：橋梁補修工１式

◎本工事では殿橋の補修工事を行います。

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。

下水道管内仕上作業
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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30年2月号　5/5
乙川リバーフロント関連工事工程表　（平成30年2月）

今月の関連行事

連 絡 先

■岡崎市担当：
・乙川リバーフロント推進課 技術係【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、島町ほか）】

前森 TEL:0564-23-6482

・水道工事課 南部方面係【配水管布設替（明大寺町）】

永井 TEL:0564-23-6367

・拠点整備課 技術係【ペデストリアンデッキ、仮設駐輪場、明大寺川端４号線、仮設交番】

吉居、井上、大高 TEL:0564-23-6607乙川リバーフロント地区写真

乙川河川緑地利用状況

【消防出初式】

・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

・下水施設課 管渠対策係【下水道管渠】

都筑、小倉 TEL:0564-23-6730

・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

【ペデストリアンデッキ】

・その１ 朝日・大伸JV 鈴木 TEL:0564-51-3655

・その２ 小原・松尾JV 磯谷 TEL:0564-51-2623

・その３ 加藤・岡崎JV 青井 TEL:0564-45-2013

【プロムナード（左岸）】

・その１ 大金建設(株) 田中 TEL:0564-22-6855

・その２ (株)岡崎工業 堀 TEL:0564-48-2814

【プロムナード（右岸）】

・その１ ハラダ建工(株) 浦野 TEL:0564-25-7970

・その２ 朝日工業(株) 戸城 TEL:0564-51-3655

【配水管布設替】

・耐震管２工区 石田設備（株） 米田 TEL:0564-24-0139

・島町ほか 〃 仲川 TEL: 〃

・明大寺町 (有)今井水道設備 今井 TEL:0564-21-4820 <工事完了>

【下水道管渠】

・唐沢町ほか１ 浦上建設(株) 牧野 TEL:0564-51-1460

・唐沢町ほか３ 〃 〃

・島町ほか 朝日工業(株) 武田 TEL:0564-51-3655

・建築課 計画係 【東岡崎駅建物改修】

中村、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【11号坂路、27号階段】

太田、冨田 TEL：0564-27-2752

・西三河建設事務所道路整備課【橋梁修繕工事】

成瀬 TEL：0564-27-2756

【仮設駐輪場】

・整備工事 朝日工業(株) 深谷 TEL:0564-51-3655

・ 〃 (その２) (株)アイセイ電設 兼元 TEL:0564-25-2260

【仮設交番撤去工事】

・サンモク工業㈱ 太田 TEL:0564-21-0038

【吹矢橋 橋りょう耐震】

・朝日工業(株) 竹内 TEL:0564-51-3657

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

・ＮＤＳ㈱ 鈴木 TEL:0564-55-2010

【道路占用物工事（中部電力㈱） 担当 原 TEL:0564-55-5070】

・㈱トーエネック 小野、林 TEL:0564-23-3220（舗装復旧）

【道路占用物工事（東邦ガス㈱） 担当 井本 TEL:0564-21-0823】

・水金工事㈱ 米持 TEL:0564-21-5103 <工事完了>

【電線事業者工事（NTTインフラネット㈱） 担当 木下 TEL:0564-21-0823】

・ＮＤＳ㈱ 近藤 TEL:0564-55-2020

【電線事業者工事（中部電力㈱） 担当 原 TEL:0564-21-0823】

・㈱トーエネック 林 TEL:0564-23-3220（管路工事・舗装工事）

・ 〃 田中 TEL:0564-51-0800（電柱工事）

・ 〃 鈴木 TEL:0564-51-0800（電線移替え）

■暖かい日もありますが、まだまだ寒さ

が続きます！

１月は厳しい寒さが続き、屋外での現場作業にはとても

厳しい毎日となっていますが、乙川ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ地区の工事

は年度末に向けて、これまで以上に熱のこもった作業が進

められています。多くの箇所で通行止めがあり、ご利用に

なられる皆さまや周辺住民の皆さまにはご迷惑をおかけし

ております。各施工業者一丸となって、安全管理を徹底し、

無事故・無災害で工事完成に向けて進めていきますので、

引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

岡崎市からのお知らせ

特になし

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）

<工事完了>

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

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

側溝布設、舗装

乙川河川緑地整備

工事その２

舗装、照明設備、坂路、階段

乙川プロムナード整備工事

（右岸）その２

側溝布設、舗装、照明

（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

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

乙川河川緑地舗装工事

舗装、照明設備、管路

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

舗装、側溝、縁石

下水道管渠改築工事

（唐沢町ほか１箇町）

管推進

下水道管渠改築工事

（唐沢町ほか３箇町）

管渠布設

配水管布設替工事

（島町ほか３箇町）

配水管布設替

東岡崎駅ペデストリアンデッキ

築造工事（その３）

橋脚、階段、上部、磁器質タイル舗装、

高欄、上屋

東岡崎駅ペデストリアンデッキ築造工事（その２）

橋脚、階段、上部、磁器質タイル舗装、高欄、上屋

市道明大寺川端４号線ほか

１路線道路改良工事

舗装、側溝、縁石

東岡崎駅都市施設建物改修工事

建物改修

下水道管渠改築工事

（島町ほか２箇町）

管渠更生

道路占用物工事

西日本電信電話㈱

中部電力㈱

仮設交番撤去工事

仮設交番撤去

道路占用物工事

東邦ガス㈱

<工事完了>

仮設駐輪場整備工事(その２)

照明・カメラ機器設置工

■施工者：
【人道橋】

・下部工 朝日・小原JV 小林 TEL:0564-51-3657

・上部工 小原・朝日JV 安藤 TEL:0564-51-2623

【乙川河川緑地】

・その１ 松尾建設(株) 市川 TEL:0564-21-0305

・その２ 成瀬建設(株) 深田 TEL:0564-46-2050

・舗装 朝日工業(株) 武田 TEL:0564-51-3655

【電線共同溝】

・(株)加藤組 西尾 TEL:0564-45-2013

【明大寺川端４号線】

・浅井土木建設(株) 浅井 TEL:0564-51-0308

【東岡崎駅建物改修】

・小原建設(株) 日迫 TEL:0564-51-2622

【11号坂路、27号階段】

・(株)山口土木 水野 TEL:0564-65-6570

【橋梁修繕工事】

・朝日工業(株) 杉山 TEL:0564-51-3657

（仮称）乙川人道橋

橋りょう上部工事

橋りょう上部工

橋梁修繕工事

橋梁補修工

電線事業者工事

NTTインフラネット㈱

中部電力㈱


