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【大曲切廻し完了】

工事名：平成30年度　1号笹原山中BP
　　　　谷田・笹原新田地区道路建設工事 ③

受注者：極東興和㈱     現場代理人　西田     希
                 　            監理技術者   稲森  大輔
　　　　　　 TEL：０５５－９８５－２５５２

お世話になっております。
　今月より現場の着手を開始します。伐採時の倒木の際
はクレーンによる吊り込みを行いながら作業を実施し、
振動・騒音防止に努めます。伐採後は構造物撤去の作業
を実施しますが搬出の際は適切な場所に交通誘導員を配
置し一般車両及び歩行者を優先して作業を行っていきま
す。
　近隣の方々にはご不便をおかけする事があるかとおも
いますが、安全第一に施工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。

工事名：平成30年度　1号笹原山中BP
　　　　エビノ木2号橋PC上部工事

　受注者：大旺新洋㈱　  現場代理人　一円　孝寛
　　　　　　　　　　 　 監理技術者　川谷   　仙
　　　　　　 　 TEL：０５５－９２８－５７５１

受注者：㈱ピーエス三菱  現場代理人 岡林 秀勝
　　　　　　　　　　  　監理技術者 石井 一男
　　　　　　 TEL：０５５－９８５－２２１１

⑦ 工事名：平成30年度　1号笹原山中ＢＰ
　　　　山中新田谷田地区道路建設工事

受注者：小野建設㈱　現場代理人　稲葉　広幸
　　　　　　　　　　監理技術者　大川　元澄
　　　　 　　TEL：０５５－９８６－２９６６

お世話になっております。
　新規工事を受注しました小野建設です。主な工事内容
は谷田工区において道路土工・地盤改良工・擁壁工、エ
ビノ木工区において排水構造物工・縁石工・道路付属施
設工の施工を行います。
　近隣の方々にはご不便をおかけする事があるかとおも
いますが、安全第一で作業をすすめますので、ご理解と
ご協力をお願い致します。

お世話になっております。
　皆様のご協力により、先月で無事橋梁本体が完成いた
しました。
　今月の中旬以降には国道1号線からも橋梁の全景が見え
るようになります。
　今月は、橋梁と橋梁の前後の土の部分を結ぶ橋台の胸
壁と翼壁の施工を行います。
　生コン車等の運搬車両の出入りの際には十分注意し、
交通誘導員の合図のもと一般車両及び歩行者優先にて作
業致しますので、ご理解とご協力をお願い致します。

【大曲交差点】

発注者：国土交通省中部地方整備局　沼津河川国道事務所　沼津国道維持出張所　ＴＥＬ：０５５－９８６－１１２２　　　工事に関してお気付きの点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

⑥ 工事名：平成30年度　1号笹原山中ＢＰ
　　　　笹原新田地区道路建設工事

受注者：㈱山田組　　現場代理人　尾鷲　昌弘
　　　　　　　　　　監理技術者　小柳出　浩
　　　　　　TEL：０５５－９８６－２９６６

④ 工事名：平成30年度　1号笹原山中BP
　　　　エビノ木3号橋PC上部工事 ⑤ 工事名：平成30年度　1号笹原山中BP

　　　　4号橋PC上部工事

 受注者：TSUCHIYA㈱  現場代理人　西脇　祐太
　　　　　　　　　     　監理技術者　伊藤　博雄
　　　　　   　  　TEL：０５５-９５５-６７１０

受注者：極東興和㈱   現場代理人　周藤　雅治
　　　　　　　　   　監理技術者　浅田　宏史
　　　　   　TEL：０５５－９８５－２５５２

① 工事名：平成30年度　1号笹原山中BP
　　　　エビノ木・谷田地区道路建設工事 ②

お世話になっております。
　今月も引き続き国道1号現道の車線切替工事を行ってい
きます。4月15日に2回目の車線切替が完了し、次回は6
月初旬頃に予定しております。近隣住民の皆様には交通
規制等でご迷惑をお掛け致しますが、安全第一を心掛け
て行って参ります。
　また1号函渠周辺につきましてもブロック張工に着手
し、補強土壁工も平行して行います。搬入車両が頻繁に
出入りしますが、一般車両優先と安全運転を徹底して参
りますので、ご理解とご協力をお願い致します。

お世話になっております。
　皆様のご協力により、国道1号大曲を4月23日に切り回
すことが出来ましたこと感謝いたします。
　近隣住民の皆様には交通規制等でご迷惑をお掛け致し
ました。
　工事の方は、本線の掘削から盛土、搬出を行い、法面
工では鉄筋挿入を行います。擁壁工では地盤改良を行っ
た後現場打ち擁壁を構築します。各種排水構造物も施工
する予定です。
　3号函渠回りの工事にも着手し残土を搬出いたします。
　工事用車両の通行や資機材の搬入等で多くなります
が、安全第一、地元優先で作業をすすめますので、ご理
解とご協力をお願い致します。

お世話になっております。
　先月は2回コンクリートの打設を行いまして、現在3回
目のコンクリート打設に向けて進めております。
　5月の中旬頃に3回目のコンクリート打設を予定してお
り、橋体部分が完成いたします。
　コンクリート打設の際に生コン車の搬入出を行うとき
には早めの合図を徹底し、交通誘導員の合図に従い一般
車両及び歩行者を優先し作業を行っていきます。引き続
きご理解とご協力をお願い致します。

お世話になっております。
　先月で橋桁の架設作業が完了し、機材の解体・撤去を
行いました。今月は橋桁同士を横繋ぎするためのコンク
リートを打設し、ケーブルを通して緊張することで橋桁
を一体化させる作業を行います。
　コンクリート打設等の工事車両の入退場が多くなる日
もありますが、引き続き第三者優先を心掛けて実施いた
しますので、ご理解とご協力をお願い致します。

【エビノ木工区】【終点側】

【三島側から箱根側を望む】

【起点側】 【谷田工区】

【起点側から終点側　全景】

⑩ 工事名：平成30年度　1号笹原山中ＢＰ
　　　　山中新田地区舗装工事

受注者：世紀東急工業㈱　 現場代理人　髙橋　俊介
　　　　　　　　　　　　 監理技術者　大川　修平
　　　　　　 　 TEL：０５５－０８３－０８３３

⑪ 工事名：平成30年度　1号笹原山中ＢＰ
　　　　CCTV設備工事 ⑫

お世話になっております。
　新規工事を受注しましたNDS㈱です。主な工事内容
は、笹原山中バイパスにおいてCCTV設備(道路管理用カ
メラ)の設置をする工事です。
　近隣の方々にはご不便をおかけする事があるかとおも
いますが、安全第一に施工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。

工事名：平成30年度　1号笹原山中ＢＰ
　　　　道路照明工事

受注者：小林電気工業㈱　 現場代理人　日吉　徳之
　　　　　　　　　　       監理技術者　日吉　徳之

　　　　　　 　 TEL：055-932-2151

受注者：大林道路㈱　 現場代理人　吉田　浩介
　　　　　　　　　　 監理技術者　吉田　浩介

　　　　　　 　 TEL：080-1124-2067

⑨ 工事名：平成30年度　1号笹原山中ＢＰ
　　　　笹原新田地区西舗装工事

受注者：㈱NIPPO　 現場代理人　橋本　末廣
　　　　　　　　　  監理技術者　橋本　末廣
　　　　　　 　 TEL：0９0－4235－2844

⑧ 工事名：平成30年度　1号笹原山中ＢＰ
　　　　谷田地区舗装工事

お世話になっております。
　新規工事を受注しました小林電気工業㈱です。主な工
事内容は笹原山中バイパスにおいて照明灯の設置と附属
する電源工事などを行います。
　近隣皆様には工事車両通行などで、ご不便をおかけす
る事があるかとおもいますが、安全第一で作業をすすめ
道路に明かりを取り付けたいと思いますので、ご理解と
ご協力をお願い致します。

お世話になっております。
　新規工事を受注しました大林道路㈱です。谷田地区に
おいて主にアスファルト舗装工事の施工を行っていきま
す。
　近隣の方々にはご不便をお掛けすることがあるかと思
いますが、安全には十分に配慮して作業を進めてまいり
ます。ご理解とご協力をお願い致します。

お世話になっております。
　新規工事を受注しました㈱NIPPOです。笹原新田地区
において主に舗装工事の施工を行っていきます。
　今月は工事を行っていく前段取りの準備工を行いま
す。
　工事車両の搬入出の際には十分に注意し、一般車両及
び歩行者優先にて作業を行なってまいりますので、ご理
解とご協力をお願い致します。
　
　

【箱根側から三島側を望む】

【照明灯設置イメージ写真】

　

【中間点より起点側を望む】

お世話になっております。
　新規工事を受注しました世紀東急工業㈱です。当工事
の主な工事内容は、山中新田地区において舗装工・排水
構造物工、道路付属施設工の施工を行います。舗装工事
のため、道路の仕上げを行っていきます。地域の皆様に
快適に走っていただけるよう綺麗な道路を作りたいと思
います。
　今後工事が進むにつれて近隣の方々にはご不便をおか
けする事があるかとおもいますが、安全第一、第三者優
先、交通ルールの厳守で作業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。

受注者：NDS㈱　 現場代理人　牛尾　崇敏
　　　　　　　　  監理技術者　牛尾　崇敏

　　　　　　 　 TEL：０５４－２６２－６２７５

【A2側よりA1側を望む】

令和元年  5月号 
 『国道１号笹原山中バイパス』の工事内容について 

                                                   お知らせします。 
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5月の主な工事内容 

★起工測量 

★路体盛土工 

★擁壁工 

5月の主な工事内容 

★伐採工 

★構造撤去工 

★路体盛土工 

5月の主な工事内容 

★【横組工】横桁鉄筋型枠組立 

      ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 

      横締めｹｰﾌﾞﾙ緊張・ｸﾞﾗｳﾄ注入 

★【床版工】床版鉄筋型枠組立 

5月の主な工事内容 

★【PC箱桁製作工】 

  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・緊張・ｸﾞﾗｳﾄ 

5月の主な工事内容 

★【橋台躯体工】 

  鉄筋・型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 

★【架設支保】 

  架設支保解体 

5月の主な工事内容 

★道路土工：掘削・盛土・搬出 

★法面工：鉄筋挿入工 

★擁壁工 ★排水構造物工  

5月の主な工事内容 

★道路土工  ★地盤改良工 ★擁壁工 

★舗装工 ★ﾌﾞﾛｯｸ張工 ★構造物撤去工  

5月の主な工事内容 

★準備工(機器製作) 

 

5月の主な工事内容 

★準備工(機器製作) 

 

5月の主な工事内容 

★準備工（現地踏査等） 

★起工測量 
   

5月の主な工事内容 

 ★準備工（現地踏査等） 
   
 

【工事終点側】 

【工事起点側】 

5月の主な工事内容 

★準備工（現地踏査等） 

 

【工事起点側】 

【工事終点側】 
【カメラ支柱姿図(参考)】 

【CCTVカメラ姿図(参考)】 

A2橋台 

A1橋台 
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