
 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、各工区とも順調に工事が進んでおります。今月より新たに福島・野底地区の

５現場が協議会に加わり、着工となります。

 引き続き工事へのご理解、ご協力を賜りますよう、宜しく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。

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

11月号

伊那谷をつなぐ

野底周辺の全景写真（Ｒ１年 10月末 撮影）

伊那バイパス工事安全協議会

福島周辺の全景写真（Ｒ１年 10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

前原・上牧周辺の全景写真（Ｒ１年 10月末 撮影）

Ｒ１伊那BP6工区道路築造

Ｒ１伊那BP７工区道路築造

Ｒ１伊那BP３工区

H29伊那BP令和伊那トンネルH３０伊那BP1工区野底橋

H３０伊那BP3工区

Ｒ１伊那BP９工区

Ｒ１棚沢川 河川改修工事

Ｒ１伊那BP2工区A1橋台

Ｒ１伊那BP4工区ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

Ｒ１伊那B5工区ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ



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、トンネル内のコンクリート舗装の施工を行ってい

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10月末 工事進捗率91.2％

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

～令和2年2月5日

進捗率　70.5％

Ａ１橋台からＰ２橋脚

HP用ＱＲｺｰﾄﾞ 橋梁事業部　：長野県上高井郡高山村大字高井6100-10

工事状況を TEL：026-246-7240　　FAX：026-246-7246

閲覧下さい。

現場代理人
西原　徳男

監理技術者
島田　治則

P2橋脚側　施工ヤード造成

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）

朝が肌寒くなる季節となり、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。

'  現在，現場はＰ２橋脚側の施工ヤードの造成が完了し、Ｐ１橋脚側の施工ヤー

ドを造成しています。１１月下旬には主桁の架設が開始されます。

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とし施工します。また沿道の市道におかれましては交通規

制等にともない、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、宜しくお願い

致します。

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、擁壁工の施工が終わり、付替水路、道路土工、舗装工
の施工など、いよいよ 後の追い込みといったところです。

　又、設計変更協議に時間を要したため、工事の完了が令和元年12月25日迄となりま
した。

　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 10月末 工事進捗率 80.9 ％
工期：平成31年2月6日～令和元年12月25日

補強土壁

場所打擁壁

場所打擁壁

プレキャスト擁壁

付替水路



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

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、路体盛土、締固めを行っていま
す。引き続きダンプが運行しますので地域住民の皆様を最優
先し事故の無いよう努めます。
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

令和元年 １０月 ３０日時点 工事進歩率 ３４.６％

平成 ３１年 ３月 ５日 ～ 令和 元年 １１月 １９日

令和 ２年 ３月頃まで延伸予定



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。

橋脚の最終打設も終了して、型枠の解体・仕上げ工事をしています。

11月中には、本体工事は完了して、仮設工の撤去を始めたいと

思っています。

最後まで、安全に留意して工事を進めていきますので、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12月27日

10月末 工事進捗率　　89.4％

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

 
 
 
 
 
 足場が設置されて、その中に鉄筋が立ち上がっています。     打設順序図 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

「人、暮らし、地域 思いの創造力」。 

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

令和元年１０月末工事進捗率３６％ 
工期 平成31年 3月 14日～令和元年 10月 29日 
        変更工期 令和 ２年 3月 27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 

朝夕めっきり冷え込む時候となりました。 

9月30日より本格的に工事を開始してから順調に進捗しています。 

 柱の鉄筋が立ち上がったことで周囲より確認できるかと思います。 

11月の上旬に底部、下旬に柱部の1回目の打設を行う予定となっています。 

理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 

底部 

柱部① 



工事概要： 橋梁下部工（福島立体橋A1橋台）

H=14.5ｍ

V=627m3

工　　期　： 令和元年 10月 1日 ～ 令和 2年 6月 8日

１０月末　　　工事進捗率　　０．４％

　

「人、暮らし、地域 思いの創造力」

現場代理人

久保村　晃 ＴＥＬ　0265-72-7221　ＦＡＸ　0265-72-7225

長野県 伊那市 山寺254-4番地

P1

令和元年度 社会資本整備交付金（道路）（緊急対策事業）工事

（国）１５３号線 伊那市 伊那バイパス２工区

平素から公共工事につきまして格別のご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

福島立橋A1橋台工事は11月５日より、橋台掘削を開始しました。県道伊那辰野（停）線

への工事車両が増えますが、工事関係者一同、地元車優先を心掛け、無事故で工事が

進行できるよう努めてまいります。

工事中は地域住民の皆様には、ご迷惑おかけすることもございますが、安全第一で工事

を行いますので、ご理解とご協力をお願い致します。

10月29日現在の現場状況



工事概要：現場打ちボックスカルバート工　L=33.2m　幅＝3.0m　高さ=3.2ｍ

令和元年10月末現在　工事進捗率　22.2％

工期：令和元年8月30日～令和2年5月7日

守屋建設株式会社
伊那市中央5184番地

TEL 0265-72-3011　　FAX 0265-73-7813

現場代理人・主任技術者

瀬木　恭民

P1

令和元年度 社会資本整備総合交付金（道路)工事

伊那バイパス3工区

地域の皆様には、日頃から建設工事でご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協

力をいただき、ありがとうございます。

令和元年度伊那バイパス3工区の工事は、野底諏訪神社の近くでの道路復旧工事とし

て、ボックスカルバートを作ります。

工事中は車両の出入り等、何かとご迷惑をお掛けすることがあるかもしれませんが、工

事の早期完成を目指して頑張ります。ご協力よろしくお願いいたします。

遺跡発掘調査中

ブロック1施工中





工事概要：

RCプレキャストボックスカルバート工

L=61.6m　　H=1.9m　B=1.9m

工期　令和元年　9月12日　～　令和2年　5月　8日
令和元年10月末　　工事進捗率　　3.0％

　拝啓、皆様方におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。日

頃は、建設工事に対し何かとご協力を賜り、誠にありがとうございます。この度、

令和元年度　社会資本整備総合交付金（道路)(緊急対策事業)工事　伊那バイ

パス5工区を担当致します。清野建設株式会社です。宜しくお願い申し上げま

す。

　現在、RCプレキャストボックスカルバートの作成を行っています。

工事着手は12月中旬以降の予定です。宜しくお願い致します。

現場代理人　山下修市

P1

令和元年度 社会資本整備総合交付金

(道路)(緊急対策事業)工事

伊那バイパス5工区



起点より

予定工程 実施工程

廣瀬建設工業株式会社
長野県伊那市日影334-3

TEL　0265-72-2714

FAX　0265-72-2728 現場代理人 主任技術者

池上　邦彦 水野　廣一

4.30% 0.00%

令和元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6工区

日頃より地域の皆様には工事に対し多大なる御協力をいただき、誠にありがとうございます。
現在は、準備工で道路及び水路の基準丁張を掛けております。
丁張を掛けることにより道路及び水路計画が少しでも理解して頂けるかと思います。
また、工程・仮設計画等必要な準備が整い次第、地元説明会を経て工事を行う予定です。
なお、工事の進捗状況につきましては、その都度ご報告をさせて頂きますので、
今後ともよろしくお願いいたします。



P1

令和元年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事

伊那バイパス7工区

この度伊那バイパス7工区を担当することになりました宮下建設株式会社です。

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｡

現在は地元説明会を行えるよう、施工方法の検討・丁張かけ等の準備を行って

おります。

工事の進捗状況等はその都度ご報告させていただきますので宜しくお願い致し

ます。

現場代理人

清水 穂岳

工事箇所



工事概要：道路築造工　L=200m　W=7.0(28.0)m

道路土工　　V=16,700m3

P1

令和元年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事

伊那バイパス９工区

地域の皆様には、⽇頃より建設⼯事へご理解ご協⼒をいただきまして誠にありがと
うございます。新たに加わりましたエフ・ケー建設㈱でございます。
現在、9⼯区では着⼿に向けて現地調査等の準備をしております。
今後は施⼯時期、迂回路の計画を含めて地元説明会を開催予定です。
施⼯にあたり、⼯事⾞両の通⾏、道路の通⾏規制等では何かとご不便ご迷惑をお掛け
いたしますが、安全には⼗分に留意し早期完成を⽬指してまいります。
どうぞよろしくお願い致します。

若宮団地

現場代理人

笠原 悠

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

伊那北⼩学校

令和元年 10⽉末 計画段階のため⼯事進捗率０．０％
⼯期： 令和元年10⽉1⽇ 〜 令和2年6⽉26⽇



上伊那郡南箕輪村４２０６－１

ＴＥＬ　　０２６５－７２－３３０５

P1

令和元年度 県単河川改修工事

（-）棚沢川 伊那市 野底

地域の皆様には、日頃より建設工事へのご理解とご協力いただき、ありがとうご

ざいます。

この度、当工事を担当する事となりました、入戸建設工業㈱です。

当工事は、野底公民館北側の棚沢川護岸工事を行います。

現在、準備を行っており、準備が整い次第工事日程等お知らせいたします。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

工事概要 護岸工 Ｌ ＝ ２４．０ ｍ

ブロック積工 Ｌ ＝ ２３.７ｍ
ＳＬ ＝ ３．８４～３．９８ｍ

Ａ ＝ ９３．０ｍ2

入戸建設工業株式会社

工事箇所

現場代理人

入戸 直樹



施工業者 地区

個所 進捗率

工期

岡谷組・浅川建設工業JV 福島

H29令和伊那トンネル

H29.03.14～R2.02.28

㈱角藤 野底

H30BP1工区野底大橋

H30.01.22～R2.02.05

エフ・ケー建設㈱ 福島

H30BP2工区道路築造工

H30.02.06～R1.10.15

南重建設㈱ 野底

H30BP3工区道路築造工

H30.03.05～R1.11.19

宮下建設㈱ 福島

H30BP4工区福島立橋P2橋脚

H30.0.14～R1.12.27

西武建工㈱ 福島

H30BP5工区福島立橋P1橋脚

H30.03.14～R2.03.27

守屋建設㈱ 野底

R1BP3工区ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

R1.08.30～R2.05.07

西武建工㈱ 福島

R1BP2工区福島立橋A1橋台

R1.10.01～R2.06.08

西武建工㈱ 福島

R1BP4工区ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

R1.09.11～R2.06.08

清野建設㈱ 福島

R1BP5工区ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

R1.09.12～R2.05.08

廣瀬建設工業㈱ 前原

R1BP6工区道路築造工

R1.08.30～R2.05.25

宮下建設㈱ 前原

R1BP7工区道路築造工

R1.08.29～R2.05.25

エフ・ケー建設㈱ 野底

R1BP9工区道路築造工

R1.10.01～R2.06.26

入戸建設工業㈱ 野底

R1棚沢川河川改修工事

R1.10.01～R2.03.30

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　H30伊那BP1工区作業所

TEL：0265-76-6853 TEL：0265-78-1816
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