新年明けましておめでとうございます。
地域の皆様方には、日頃より砂防事業にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。飯島砂防出張
所では、地域の安全・安心を守るために本年も努力してまいります。本年も、どうぞ、よろしくお願い致します。
今月のコマクサ通信は、現在、施工中工事の進捗状況ついてご紹介します。
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⑦

中田切川

⑧
監理技術者 桑原 賢司 監現場代理人
青島 正三

飯島砂防（出）管内 砂防流域図

－ 工事箇所

① 令和元年度 天竜川水系黒川第4砂防堰堤工事
この度、令和元年度 天竜川水系黒川第4砂防堰堤工事の施工をさせ

流木止め（鋼製スリット） 完成イメージ図

〈連絡先〉
池田建設株式会社
伊那市日影329-1
TEL 0265-72-3422

ていただくことになりました、池田建設株式会社です。
工事場所は上伊那郡宮田村黒川地先で建設済みの黒川第4砂防堰堤
に鋼製スリットの流木止めを設置する工事です。
工事中、地元の皆様には、何かとご迷惑をお掛けすることもありますが、
安全第一で作業を進めてまいります。皆様方のご理解、ご協力の程、よろ
しくお願い致します。
（工

両端部（非越流部）

中央部（越流部）

期 ） 令和元年 9月 19日 ～ 令和 2年 3月 27日
流れ

流れ

現場代理人 ／ 監理技術者
飯塚 保友

② 令和元年度 天竜川水系中田切川第３砂防堰堤除石工事
現在、本工事である中田切第三砂防堰堤上流部除石で使用する林道の法面対
策工事に入っており、崩落箇所法面上部（法面高さ約３０m）の地点において、調査
ボーリングを行うためのモノレール、足場を設置している状況です。

法面崩落箇所 空撮状況

〈連絡先〉
田島建設株式会社
中川村片桐5158
TEL 0265-88-3057

当現場は急峻な法面、狭い幅員等危険なスポットが点在しており、危険と隣り合
わせの中、適切な安全対策を講じながら工事を進めています。
（工

期） 令和元年 7月 10日 ～ 令和 2年 3月 25日

（工事概要）
掘削工・残土処理工 29,900m3、 仮設工１式

現場代理人 ／ 監理技術者

掘削工・残土処理工 570m3、 法面吹付工 306m2、 鋼製洞門工 １式

倉田 秀司

③ 令和元年度 天竜川上流ＣＣＴＶ設置工事
この度、令和元年度 天竜川上流CCTV設備工事の施工をさせていただくことになりました、
名菱電子株式会社です。工事概要は飯島砂防出張所含む7出張所管内にてCCTVカメラ更
新及び新設工事を行います。工事期間中は、安全を第一で工事を行います。地域の皆様に
は、何かとご迷惑をお掛けすることもありますが、ご理解、ご協力の程、よろしくお願い致し
ます。
工 期 令和元年 10月 8日 ～ 令和 2年 3月 19日

〈連絡先〉
名菱電子株式会社
日進市浅田町東前田38-23
TEL 0265-82-4812

監理技術者
南崎 浩史

現場代理人
辻畑 泰弘

④ 平成30年度 天竜川水系中田切砂防堰堤工事
地域住民の皆様には、大型車両の通行等でご迷惑をおかけしております。

現在 令和元年１２月末

着手前 令和元年５月

中田切川

中田切川

昨年4月より工事に着手し、8月に右岸側の施工が完了し、現在左岸側の施

本堤

工を行っております。
今後も、安全を第一で工事を行います。地域の皆様には、何かとご迷惑をお

垂直壁

掛けすることもありますが、ご理解、ご協力の程、よろしくお願い致します。
（工
期 ） 平成31年 4月 8日 ～ 令和 2年 2月 28日
（工事概要） 堰堤本体工 １式、 垂直壁工１式、 水叩工１式、 根固めﾌﾞﾛｯｸ工１式

左岸側施工中
中田切川
本堤

〈連絡先〉
株式会社ヤマウラ
駒ヶ根市北町22-1
TEL 0265-82-4812
監理技術者
桑原 賢司

垂直壁

現場代理人
青島 正三

右岸完了 令和元年８月

⑤ 令和元年度 天竜川水系中田切川護岸工事

着手前 令和元年８月
練石張護岸

令和元年度 天竜川水系 中田切川護岸工事の施工をさせていただいています、
小澤建設株式会社です。
工事場所は高速道路と広域農道の間で護岸､河床掘削工事を行っています。

〈連絡先〉
小澤建設株式会 社
駒ヶ根市赤穂9172
TEL 0265-82-2171

広域農道

中央道
中田切川

重機でも動かないような大転石が密集しており大変苦労しております。
現在 令和元年１２月末

工事期間中は、安全を第一で工事を行います。地域の皆様には、大型車両の運
行等､ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

練石張護岸

（工
期） 令和元年 8月 20日 ～ 令和 2年 3月 27日
（工事概要） 砂防土工1式、 流路護岸工基礎工 L = 304ｍ、 練石張護岸 A = 2,585㎡
現場代理人／ 監理技術者
中田切川

細田 高澄

⑥ 令和元年度 天竜川水系中田切川整備工事

着手前 令和元年８月
河床掘削範囲

〈連絡先〉

この度、令和元年度 天竜川水系中田切川整備工事の施工を行っています、
下平建設株式会社です。

下平建設株式会社
上伊那郡飯島町田切1038
TEL 0265-86-4310
中田切川

工事場所は駒ヶ根市赤穂地先、中田切川河川内の土砂、転石の掘削、搬出工事を行います。

10月より、準備工（伐際）作業を開始し、只今 二次施工箇所の掘削・搬出を行って
現在 令和元年１２月末

います。 掘っては出てくる転石・巨石に苦労しながら進めています。

河床掘削範囲

地域の皆様には、大型ダンプトラックの通行や交通規制等でご迷惑をお掛けしますが、
ご理解、ご協力の程、よろしくお願い致します。
（工

期） 令和元年 8月1日 ～ 令和 2年 2月 28日

（工事概要） 砂防土工１式

中田切川

現場代理人／ 監理技術者
伊藤 孝幸

⑦ 令和元年度 天竜川水系中田切川渓流保全工事
令和２年１月 現在

現在、中田切川の旧国道153号線とJR飯田線に挟まれた区間にて、右岸（飯島町
側）の護岸工事および床固め工事を行っております、（株）ヤマウラです。
工事現場は国道からよく見える場所ですので整理・整頓を基本に、人に見られて

〈連絡先〉
株式会社ヤマウラ
駒ヶ根市北町22-1
TEL 0265-82-4812

良い印象を与える現場づくりに努めています。短い工期で人手不足という条件の中
で、もの作りの作業効率と安全性を高めることを追求し、工期内に無事故・無災害

４号帯工

で完成させます。

玉石積護岸

工事期間中は、安全を第一で工事を行います。地域の皆様には何かとご迷惑を
お掛けすることもありますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
（工

期） 令和元年 8月 1日 ～ 令和 2年 3月 27日

（工事概要） 砂防土工１式、 流路護岸工基礎工 L = 323ｍ、 玉石積護岸 A =785㎡
玉石張護岸 A =344㎡、 3号帯工、4号帯工(共に右岸側)

現場代理人 ／ 監理技術者
三井 康孝

３号帯工

中田切川

⑧ 令和元年度 天竜川上流電気通信施設整備工事
〈連絡先〉
着手前 令和元年１１月

この度、令和元年度 天竜川上流電気通信施設整備工事の施工をさせ

東芝通信インフラシステムズ(株)
名古屋市西区名西二丁目33－10
ＴＥＬ 052-528-3620

ていただくことになりました、東芝通信インフラシステムズ株式会社です。
天竜川上流河川事務所管で取り扱う、河川情報設備の機能追加に伴う

河川情報設備

改修を行うほか、飯島砂防出張所に設置される自家発電設備の更新、与
田切川上流及び天竜川に設置されるテレメータ設備の改修を行います。
工事中、地元の皆様には、何かとご迷惑をお掛けすることもありますが、

着手前 令和元年１１月

安全第一で作業を進めてまいります。皆様方のご理解、ご協力の程、よろ
しくお願いいたします。
工 期 ： 令和元年 11月 7日 ～ 令和 2年 3月 30日

自家発電設備

⑨ 平成31年度 天竜川水系 芦洞沢砂防堰堤工事

現場代理人／主任技術者
藤井 良泰

着手前 令和元年 ５月

本現場は、駒ヶ根市中沢の戸倉山キャンプ場に隣接しており、、戸倉山参
道の入口に隣接した砂防堰堤になります。場内はとても狭小の為、資機材置
場は、無駄のないよう工事の最終形を予想して確保しました。
特に、工事終盤の下流域の護岸工、護床工の施工では、掘削土（埋戻土）
の場内確保、バックホーの可動範囲に制限が生じるため、安全と施工進捗の
現在 令和元年１２月末

確保に苦労しました。 地元の皆様のご理解、ご協力により、工事は12月末
で、約95%まで進捗しています。鋼製堰堤の完成により下流域の施設、人家、
田畑等が守られます。 工 期 ： 令和元年 5月 8日 ～ 令和 2年 2月28日
＜工事概要＞
鋼製堰堤工(Ｊスリット)
砂防土工・・1式 / コンクリート工・・1式
転落防止柵工・・1式 / 護岸工・・1式

高さ＝8.5ｍ 幅＝8.4ｍ 重量＝43.4ｔ
床版補強工・・1式
護床・根固め工・・1式

監理技術者
木村 幸雄
福美建設株式会社
〈連絡先〉
駒ヶ根市中沢4894-1
TEL 0265-87-2211

⑩ 平成31年度 天竜川水系 飯島管内整備工事

地域の皆様にはご理解、ご協力をいただき大変ありがとうございます。
今年度の作業箇所は、北は太田切川、南は片桐松川、東は新宮川と広
範囲で、作業をしています。
現在、駒ヶ根市の新宮砂防堰堤の堆積土の除石工事を実施していま
す。地域の皆様には、大型ダンプトラックの通行や交通規制等でご迷惑をお
掛けしますが、 安全には十分注意して施工してまいります。
ご迷惑をおかけしますが、一層のご協力をお願い致します。

富貴屋建設株式会社
〈連絡先〉
駒ヶ根市赤穂3468
ＴＥＬ 0265-82-2965

現在 令和２年１月
新宮砂防堰堤除石状況

期） 平成31年 4月17日 ～ 令和 2年 3月31日

（工

（工事概要） 維持修繕工事 １式
現場代理人 ／ 監理技術者
佐々木 敬司

⑪ 平成31年度 天竜川水系片桐松川床固工事
令和元年１２月末

令和初の年明け。あけましておめでとうございます。昨年度は台風により
県内でも甚大な災害が発生しました。片桐松川は川幅が狭く急流であるため
雨が降るとたちまち増水します。現在、行っている工事は土砂災害を防止する

ため床固工と護岸工を施工しています。災害の起きない安全な河川とする

田島建設株式会社
〈連絡先〉
上伊那郡中川村片桐5158
TEL 0265-88-3057

べく日々工事を進めています。進捗状況は12月末で約70％が完了し現在
行っている工種は石張工護岸と斜路工（常水路）と残土搬出です。

工事も残り2ヶ月となりました。最後まで安全第一で工事を行います。地
域の皆様には、何かとご迷惑をお掛けすることもありますが、ご理解、ご協

床固工

力の程、よろしくお願い致します。

垂直壁

（工

期） 令和元年 5月14日 ～ 令和 2年 2月 28日

（工事概要） 床固工１式（右岸側）、護岸工１式

監理技術者
北垣 友和

現場代理人
松村 良次
令和元年１１月末埋戻し前

※ご意見・ご要望等ございましたら、出張所までお伝え願います！

国土交通省 中部地方整備局 天竜川河川工事事務所 飯島砂防出張所 ＴＥＬ ０２６５－８６－２１５９

