
 日頃より、道路行政にご協力いただきありがとうございます。

　皆様のご協力により､「H29伊那バイパス5工区」工事が6月をもって完成しました。また､その他

工区 福島地区の道路築造や橋脚工事・野底地区の道路築造工事・トンネル工事とも順調に進んで

おります。引き続きご協力とご理解を賜りますようお願い申し上げます。

　この広報誌では月に1回、下記工事の紹介を皆様にお伝えします。

　工事に対し、お気づきの点、ご意見等ありましたら、最終項記載の連絡先までご連絡ください。

　平成30年度　伊那バイパス３工区（野底地区道路築造工事） 南重建設(株)

　平成30年度　伊那バイパス５工区（福島Ｐ１橋脚下部工工事）

　平成29年度　伊那バイパス５工区（伊那バイパス本線上部工工事） (株)角藤

西武建工(株)

　平成30年度　伊那バイパス１工区（伊那バイパス本線上部工工事） (株)角藤

エフ・ケー建設(株)　平成30年度　伊那バイパス２工区（福島地区道路築造工事）

　平成29年度　伊那バイパス　野底福島トンネル 岡谷組・浅川建設工業JV

　平成30年度　伊那バイパス４工区（福島Ｐ２橋脚下部工工事） 宮下建設(株)

一般国道153号

伊那バイパス道路工事 伊那バイパス便り 令和元年

７月号

伊那谷をつなぐ

野底周辺の全景写真（Ｒ１年6月末 撮影）

伊那バイパス工事安全協議会

H29伊那BP５工区

H29伊那BP野底福島トンネル

H３０伊那BP1工区

H３０伊那BP3工区

福島周辺の全景写真（Ｒ１年6月末 撮影）

H30伊那BP2工区道路築造

H30伊那BP５工区P1橋脚

H30伊那BP４工区P２橋脚

H29伊那BP野底福島トンネル



工事概要

橋長　Ｌ＝230.30ｍ（当社施工分　Ｌ＝133.8ｍ）

形式　鋼５径間連続非合成Ⅰ桁橋

施工：３径間

（Ｐ２橋脚～Ｐ３～Ｐ４～Ａ２橋台）

鋼重　417.5ｔ

鈑桁　Ｈ＝2.6ｍ　　5主桁

TEL：026-246-7240　　FAX：026-246-7246

橋梁事業部　：長野県上高井郡高山村大字高井6100-10監理技術者
島田　治則

現場代理人
西原　徳男

平成29年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事

伊那バイパス５工区（橋梁上部工）

令和元年６月に無事工事が完了しました。生活道

路の一部である市道の全面通行止め等にご協力い

ただき、本当にありがとうございました。

Ｐ２

Ａ２

Ｐ３ Ｐ４

令和元年6月7日完成



岡谷組・浅川建設工業特定建設工事共同企業体

野底福島トンネル作業所：伊那市福島586-7
TEL：0265-96-0371／ＦＡＸ：0265-96-0372

平成29年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事

野底福島トンネル

平素は当工事にあたり、地域の皆様には大変お世話になっており

ます。

現在の作業は、トンネル出入り口の施工を行っています。

今後も地域の皆様にはご不便をかけることもあるかもしれませ

んが、安全に留意し工事を進めてまいります。

現場代理人

小池 英樹

平成31年6月末 工事進捗率81.0％

工期：平成30年3月14日～令和2年2月28日



工事概要

橋長　Ｌ＝230.30ｍ（施工　Ｌ＝95.7ｍ）

形式　鋼５径間連続非合成Ⅰ桁橋

施工：２径間

（Ａ１橋台～Ｐ２橋脚）

鋼重　331ｔ

鈑桁　Ｈ＝2.6ｍ　　5主桁

工期　平成31年1月22日

～平成32年2月5日

進捗率　33.8％

鋼板材料の入荷状況

Ａ１橋台からＰ２橋脚

TEL：026-246-7240　　FAX：026-246-7246

現場代理人 主任技術者

宮坂　淳一 堀内　豊

橋梁事業部　：長野県上高井郡高山村大字高井6100-10

P1

平成30年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事

伊那バイパス１工区（橋梁上部工）

盛夏の候，いかがお過ごしでしょうか。 地域住民のみなさまにおかれましては

工事へご協力頂きありがとうございます。

'  工事の進捗状況についてお知らせ致します。現在，鋼板メーカーでの材料の製

造が完了し，当社工場へ入荷を開始しております。まもなく鋼桁の工場組立に着

手いたします。

工事施工中は，安全確保と地域住民の皆様の生活環境保全を第一に考え，無

事故での完成を目標に施工したいと考えております。

P1

P2

A1



工事概要 ： 道路築造工  L=242.9m W=6.0m (7.5m)

補強土壁工  H=3.2～5.2m L=102.8m A=391m2

プレキャストＬ型擁壁工　H=0.9～2.8m L=34.0m

　地域の皆様には、日頃より建設工事へのご理解とご協力をいただき、感謝申し上げ
ます。

　伊那バイパス２工区工事は、設計変更協議が整い、現場作業再開となりました。
　まずは、擁壁工の施工に向けて順次掘削を進めているところです。

　工事中は何かとご迷惑をおかけすることがございますが、一日も早い工事の完成に
努力してまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

平成３０年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事

伊那バイパス２工区

エフ・ケー建設株式会社
長野県 伊那市 日影 53番地

TEL 0265-78-9010  FAX 0265-78-9110

http://www.fk-earth.com
現場代理人

吉村 隆幸

主任技術者

中山 友晴

令和 元年 ６月末 工事進捗率 4.5 ％
工期：平成31年2月6日～令和元年10月15日



道路築造工 道路土工　　V＝15,000ｍ3

市道南原２号線　　L=104m　　W=9.4～12.3ｍ

市道南原２号線（2）　　L=120m　　W=4.0（5.0）ｍ

伊那ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道　　L=370m　　W=3.0（4.0）ｍ

現在の工事写真

レーザースキャナーによる点群データ

南重建設株式会社

地域住民の皆様におかれましては日頃より工事へのご協力い
ただきましてありがとうございます。
現在伊那バイパス３工区では、ＩＣＴ施工用の３次元データの作
成を行っています。
工事中、地域住民の皆様にはご迷惑をおかけすることもござい
ますが、ご理解とご協力のほど、宜しくお願い致します。

工事概要：　

伊那市美篶７９０４－１

TEL:0265-78-4027　　FAX：0265-78-4014 現場代理人 主任技術者
小松　慎 　緒方 祐介

平成30年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事

（国）１５３号 伊那市 伊那バイパス３工区

平成３１年 ４月 ２５日 工事進歩率 ５．２％

平成 ３１年 ３月 ５日 ～ 令和 元年 １１月 １９日



日頃より、地域の皆様には工事への協力を頂き、感謝申し上げます。

懸案であった交差点に於ける協議が終了して、車線変更を6月25日（火）

にさせて頂きました。

7月1日（月）より、橋脚の掘削作業が始まります。

ルビコンエンジニアリング（株）様  西側の用地に掘削土を運搬・仮置き

させて頂くため、ダンプトラックが1週間程度走行します。

交通安全に留意して走行しますのでご理解、ご協力のほどよろしくお願い

いたします。

橋脚工（P2) 1基 高さ H=13.5m

コンクリート量 V=258ｍ3

工期 平成31年3月14日　～　令和 元年10月30日

6月末 工事進捗率　　5.4％

バイパス側より 竜東線側より

現場代理人
金子　元幸

平成30年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事

（国）153号 伊那市 伊那バイパス４工区



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

 
 

 
 
 
 
 
 地歴調査では、法務局にて謄本・閉鎖謄本の閲覧や歴代の住宅地図・航空地図等の確認、       

現地の住民ヒアリングや周辺環境調査等で土地利用の履歴を調べています。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

「人、暮らし、地域 思いの創造力」。 

連絡先 ＴＥＬ ０２６５－７２－７２２１ ＦＡＸ ０２６５－７２－７２２5 

平成 31年６月末工事進捗率７％ 
工期 平成31年 3月 14日～令和元年 10月 29日 

現場代理人 

桐野 敏哉 

平成 30 年度社会資本整備総合交付金(道路)工事 

 伊那バイパス 5 工区 

日ごとに陽射しも強くなり木陰の恋しい季節となりました。 

先月に引き続き、現場周囲の土壌調査における地歴調査を実施しています 

工事期間中は、安全確保と周辺の生活環境保全を念頭に置き施工を行います。 

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 



番号 工事担当会社 工期 工事概要 進捗率

【R1.06月末】

① 　(株)角藤 H30.03.13～R1.05.27 BP本線 上部工(3径間) 竣工

② 岡谷組・浅川建設工業JV H30.03.14～R2.02.28 BP本線 トンネル166.7m 81.0%

③ 　(株)角藤 H31.01.22～R2.02.05 BP本線 上部工(2径間) 33.8%

④ エフ・ケー建設(株) H31.02.06～R1.10.15 BPﾗﾝﾌﾟ 道路築造工事(福島) 4.5%

⑤ 　南重建設(株) H31.03.05～R1.11.19 BP本線 道路築造工事(野底) 5.2%

⑥ 　宮下建設(株) H31.03.14～R1.10.30 BP本線 P2橋脚工(福島) 5.4%

⑦ 　西武建工(株) H31.03.14～R1.10.29 BP本線 P1橋脚工(福島) 7.0%

お気づきの点、ご意見等ありましたら、下記連絡先までご連絡ください。

【連絡先】

伊那建設事務所　整備課　整備第三係 伊那バイパス工事安全協議会　事務局

住所：伊那市 荒井 3497 (株)角藤　H29伊那BP1工区作業所

TEL：0265-76-6853 TEL：0265-78-1816

伊那バイパス 工事箇所見取図
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