
唐沢宮の前地区代替地整備の
関連工事等に関する説明会

令和３年６月４日（座光寺公民館）

飯田市リニア推進部 リニア用地課
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飯田市建設部 土木課



唐沢宮の前地区代替地整備関連工事箇所

JR元善光寺駅座光寺自治
振興センター

代替地造成工事

横断歩道撤去工事

２



工事実施箇所について

代替地造成工事
⑤令和3年度工事
施工業者：未定
工期：令和４年３月末まで予定
工事内容：土の掘削運搬・盛土

擁壁・水路等設置 市道座光寺95号線
①令和２年度工事（施工中）
施工業者：小木曽建設
工期：令和３年７月中旬まで予定
今後の工事内容：舗装工・区画線等
②令和３年度工事
施工業者：代田工業
工期：令和３年10月末まで予定
工事内容：側溝・舗装・浸透施設

交差点部信号機設置等

③横断歩道橋撤去工事
施工業者：未定
工期：8月頃～令和４年1月末予定
工事内容：横断歩道橋撤去・歩道拡幅

代替地造成工事
④令和9年度工事（施工中）
施工業者：トライネット
工期：令和３年9月頃まで（予定）
今後の工事内容：
盛土・整地(6月末頃まで予定）
水路工事等(9月末頃まで予定)

代替地計画範囲
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工事内容について（市道座光寺95号線道路改良工事（上飯田線交差点部））

４

信号機及び横断歩道設置後は、
歩行者の皆様はこの交差点で
県道上飯田線を横断していただ
きます

撤去

歩道を約1mに拡幅

横断歩道橋撤去工事

令和3年度
市道座光寺95号線
道路改良工事

浸透施設工
（雨水排水調整）

信号機
設 置

信号機
設 置

信号機
設 置

信号機
設 置

※交差点内の工事中は
車輌の通行規制を
行う予定です。



耕土搬出、盛土造成、

水路整備

9月 10月 11月 3月R4.1月12月 2月 4月以降

③横断歩道橋　撤去工事

代替地造成

住民説明会

7月R3.6月

①座光寺95号線　道路改良

　【令和2年度工事実施中】

市道座光寺95号線及び横断歩道橋撤去

8月

②座光寺95号線　道路改良

　【令和3年度工事】

側溝、舗装、浸透施設

交差点部工事(信号機設置等)

舗装及び区画線設置等

④代替地整備

【令和2年度工事実施中】

⑤代替地整備

【令和3年度工事】

横断歩道橋撤去、歩道拡幅

盛土、整地、水路工事等

工事着手予定

6/4工事説明

掲載の手

掲載の手

工事施工中 7月中旬まで

工事施工中

9月末頃まで

10月末まで

3月下旬

1月下旬

秋以降 工事着手予定

◎交差点部の信号機設置の完了後、横断歩道橋の撤去に着手します

市道座光寺95号線 暫定的に通行可能（通行規制は継続）

市道座光寺95号線 通行可能

※座光寺踏切前の市道座光寺95号線と県道市場桜町駅線との交差点部については、

県道部の改良工事が完了するまで一部暫定的な施工となります。

工事着手予定

盛土・整地

水路工事等

6月末頃まで

今後の整備スケジュールについて

５

※工事の予定は天候や作業の進捗状況により変更となる場合があります



② 歩道橋撤去工事

① 歩道拡幅工事
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工期：8月から10月末まで

工期：11月から1月末

現道

40027003300400

(850)6800

(7650)

50027502750500

(1150)6500

(座光寺11号線)

(車道) (歩道)

工事内容について



工事説明①
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工事説明②

※市道座光寺95号線工事が終わり、通学路が切り替わった段階
で工事を行います。

※車輌・歩行者通行止め期間 ・・・ 約3ヶ月

※天候等により工事期間が変更になる場合があります。
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住⺠説明会

歩道橋撤去工事

R3.11月 R3.12月 R4.1月 R4.2月 R4.3月R3.6月 R3.7月 R3.8月 R3.9月 R3.10月

座光寺11号線

歩道拡幅工事

座光寺11号線車輌通行止め期間

工事着手予定 1月下旬

工事着手予定 10月下旬



道路の通行について①

〇歩行者 通行可能

〇車輌 通行可能
※通行規制は継続

通行規制
（自転車および歩行者専用）

【令和3年7月中旬から10月末まで（予定）】
7月中旬 ：座光寺95号線工事完了予定時期
10月末 ：県道上飯田線交差点部工事完了予定時期
〇市道座光寺95号線
歩行者 通行可能です
車 輌 通行可能です

※従前の公安委員会による通行規制は継続されます
〇市道座光寺282号線
造成工事完了まで通行できません

※規制については公安委員会と協議により決定されるため、
内容について変更となる場合があります

座光寺95号線

座光寺282号線

座光寺92号線

工事用車両通行
※一般車及び歩行者は
通り抜けできません
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交通誘導員配置
（工事実施中）

県道上飯田線交差点部工事

県道市場桜町駅線との交差点部は
一部暫定的な形状となります

〇車輌 通行可能
※通行規制は継続

工事用車両及び沿線関係者のみ通行

造成工事等の
工事用車両が通行します
※一般車及び歩行者は
通り抜けできません

横断歩道橋

自動車・原付
7：00～8：00
15：00～17：00

（土・日・休日を除く）



道路の通行について②

〇歩行者 通行可能

〇車輌 通行可能
規制なし

【令和3年11月以降】
県道上飯田線交差点部工事完了後
〇市道座光寺95号線
歩行者 通行可能です
車 輌 通行可能です。
これまでの座光寺95号線部分のみ
通行規制が継続される予定です

〇市道座光寺282号線
造成工事完了まで通行できません

※規制については公安委員会と協議により決定されるため、
内容について変更となる場合があります

座光寺282号線

座光寺92号線
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自動車・原付
7：00～8：00
15：00～17：00

（土・日・休日を除く）

県道上飯田線交差点部工事

県道市場桜町駅線との交差点部は
一部暫定的な形状となります

これまでの座光寺95号線部分のみ
通行規制が継続される予定です

歩行者横断

座光寺95号線
工事用車両及び沿線関係者のみ通行

造成工事等の
工事用車両が通行します
※一般車及び歩行者は
通り抜けできません



道路の通行について③

歩道橋
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※車両通行止め期間
11月から1月（3ヶ月）

歩行者

【令和3年１1月以降】
県道上飯田線交差点部工事完了後
〇市道座光寺11号線
歩行者 通行不可です。
車 輌 通行不可です。
工事中は誘導員を配置予定です。

※近隣地権者には駐車場等を合わせてお話に伺います。
〇市道座光寺94号線
歩行者 通行不可です。
車 輌 通行不可です。

※通学路は工事期間中はダイソーから県道飯田線を
上がっていただく予定です。

座光寺94号線



連絡先について

【問い合わせ・連絡先】
飯田市リニア推進部 リニア用地課 （担当） 小池 、 林 、 香山

TEL 0265-22-4511 （内線3341・3342）

飯田市建設部 土木課 河川係 （担当）幾島 、 菊池
TEL 0265-22-4511 （内線2723）

〇令和２年度 造成工事
株式会社 トライネット
TEL0265-53-3366
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〇令和２年度 座光寺95号線 工事
小木曽建設株式会社
TEL0265-22-8022

〇令和３年度 座光寺95号線 工事
有限会社 代田工業
TEL0265-25-7966

【受注者】


