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下野市、大和リース株式会社、株式会社渡辺有規建築企画事務所、株式会社カワチ薬品
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5. 工事に関する説明
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石橋複合施設整備事業
工事説明会

大和リース株式会社

令和3年8月
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事業概要

■工期：令和3年 1 0月 1日～令和4年 1 0月 3 1日

■ 準 備 工 事 ： 9 月 中 旬 よ り 開 始 予 定
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配置計画
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事業計画地

事業概要
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①（仮称）石橋複合施設
公民館機能

1Ｆ：・ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 2Ｆ：・会議室
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習室 ・学習室
・音楽ｽﾀｼﾞｵ ・調理室
・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｽﾀｼﾞｵ ・工芸室

・和室
児童館機能

１Ｆ：・遊戯室
・集会室
・創作活動室

③民間施設
・カワチ薬品

④共用駐車場
（石橋複合施設、

カワチ薬品）
・154台

事業概要

（注意）このパースはイメージパースとなります。実際のものと違う場合がございます。ご了承下さい。
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②ふれあい広場
・芝生、ベンチ
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カワチ薬品

事業概要

一体利用
スペース

ふれあい広場に人が集まり、賑わいが創出される配置を計画しております。
複合施設の利用者、店舗のお客様以外にも、近隣の学生等利用も期待しております
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事業概要事業概要

（注意）このパースはイメージパースとなります。実際のものと違う場合がございます。ご了承下さい。
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工事工程
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工事について

1. 大型車輌の搬入出開始時間は、8：30以降とします。

また搬入出終了時間は、18：00迄とします。

2. 現場関係車両は、原則として現場敷地内に駐車するものとします。

3. 現場周辺での車輌待機を禁止します。

4. 作業時間は、原則として8:00～18:30とします。

a. 音の出る作業は18:00迄とし、18:00～18:30を片付け時間とします。

b. 作業進捗状況により、仕上げ工事等の音が小さい作業について作業時間を

19：00迄とする場合があります。

5. 基本月曜日～土曜日を稼働日とし、日曜日を全休日とします。

a. 祝祭日については、作業日とします。

b. 周辺イベント開催時の工事作業については、市と協議のうえ調整します。

6. 盆・年末年始などの大型連休は原則全休日とします。

7. 警察・諸官庁の指導等により工程が変動する場合があります。

8. 現場や天候等の諸事情により、工程を変更調整する場合があります。
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ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業

石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院

ウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルT

エクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ル

朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ

コ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネ

オイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポ

くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容

マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)
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茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会

アトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズ

好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子

エ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンション

グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2

コ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリア

セントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾン

ト－ワト－ワト－ワト－ワト－ワト－ワト－ワト－ワト－ワ

レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋

マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装

ワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノ

保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ

嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業

グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館

吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋
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上大領上大領上大領上大領上大領上大領上大領上大領上大領

石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ

橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所

古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店

高山商店高山商店高山商店高山商店高山商店高山商店高山商店高山商店高山商店

三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店

大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科

タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気

石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館

しまむらしまむらしまむらしまむらしまむらしまむらしまむらしまむらしまむら

カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品
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坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ

BBBBBBBBB

グリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウス豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院

パナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラ

鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元

高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ

佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科

石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業

ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋

ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－
開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部

そうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニック

楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道

臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫

木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院

マロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツ

坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材

日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部

ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室

セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店
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NTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタ

大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築
早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店

河合塾河合塾河合塾河合塾河合塾河合塾河合塾河合塾河合塾

角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院

高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫

学研教室学研教室学研教室学研教室学研教室学研教室学研教室学研教室学研教室

石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂

メゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデ

井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店

望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ

西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ

古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店

石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－

倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店

小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店
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コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室
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サンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木C

ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－

石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局

高山商事高山商事高山商事高山商事高山商事高山商事高山商事高山商事高山商事

ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀

下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－

レストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこ

石橋

グランソシエグランソシエグランソシエグランソシエグランソシエグランソシエグランソシエグランソシエグランソシエ

昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂

レオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポット

竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店

神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿

コ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユ

原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院

4

1

4

1

2

神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル

サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－

神山商店神山商店神山商店神山商店神山商店神山商店神山商店神山商店神山商店 やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院

宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂

石橋小石橋小石橋小石橋小石橋小石橋小石橋小石橋小石橋小

本町

古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店

北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局

山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院

ツノダツノダツノダツノダツノダツノダツノダツノダツノダ

能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校

コフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラ

かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓

高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店

竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店

菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店

下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－

コ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセ

ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業ヤノ工業

石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院石田動物病院

ウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルTウィングパルT

エクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ルエクレ－ル

朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ朝日ハイツ

コ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネコ－ポ・ピオ－ネ

オイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポオイルブリッジ第3コ－ポ

くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容くらなみ理容

マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)マチダマ－ケティング栃木(支)
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4

1
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茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会

アトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズアトリエオズ

好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子好味餃子

エ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンションエ－スマンション

グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2グレイシ－2

コ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリアコ－ポファミリア

セントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾンセントラルメゾン

ト－ワト－ワト－ワト－ワト－ワト－ワト－ワト－ワト－ワ

レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋レオネクスト石橋

マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装マエハラ塗装

ワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノワイケイテクノ

保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ保坂ハイツ

嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業嶋田塗装工業

グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館グリ－ン栄ハウス2号館

吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋吉野屋

3

4

上大領上大領上大領上大領上大領上大領上大領上大領上大領

石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ石橋ハイツ

橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所橋本製畳第二作業所

古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店古谷商店

高山商店高山商店高山商店高山商店高山商店高山商店高山商店高山商店高山商店

三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店三和保坂瓦店

大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科大栗内科

タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気タカヤマ電気

石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館石橋商工会館

しまむらしまむらしまむらしまむらしまむらしまむらしまむらしまむらしまむら

カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品カワチ薬品

2
1

坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築坂本建築鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ鶴見ハイツ

BBBBBBBBB

グリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウスグリムの里スポ－ツクラブクラブハウス豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院豊田歯科医院

パナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラ

鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元

高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ

佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科

石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業

ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋

ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－
開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部

そうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニック

楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道

臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫

木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院

マロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツ

石橋石橋石橋石橋石橋石橋石橋石橋石橋

坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材

日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部

ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室
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茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会茅葺屋根保存協会
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パナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラパナトピアコダイラ

鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元鮨舟元

高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ高木ハイツ

佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科佐藤内科

石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業石田左官工業

ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋ヤマザキパン萬屋

ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－ミヤザワストア－
開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部開倫予備校石橋校高校部

そうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニックそうとめ皮膚科クリニック

楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道楽歩道

臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫臼井工業第二倉庫

木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院木曽治療院

マロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツマロニエハイツ

石橋石橋石橋石橋石橋石橋石橋石橋石橋

坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材坂田建材

日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部日本生命石橋営業部

ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室ワン塾石橋進学教室

セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店セレモニ－さくら石橋店

かましんかましんかましんかましんかましんかましんかましんかましんかましん
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1

NTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタNTT石橋研修センタ

大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築大嶋建築
早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店早乙女靴店

河合塾河合塾河合塾河合塾河合塾河合塾河合塾河合塾河合塾

角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院角田内科医院

高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫高橋造花店倉庫

学研教室学研教室学研教室学研教室学研教室学研教室学研教室学研教室学研教室

石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂石田食堂

メゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデメゾングランデ

井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店井上米穀店

望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ望月ハイツ

西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ西浦ハイツ

古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店古谷洋服店

石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－石橋ファミリ－

倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店倉井康雄商店

小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店小林米穀店
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コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室コロナ美容室

AAAAAAAAA
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サンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木Cサンガ－デン花の木C

ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－ヤクルト石橋中央センタ－

石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局石橋本町局

高山商事高山商事高山商事高山商事高山商事高山商事高山商事高山商事高山商事

ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀ほていだ米穀

下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－下野市上町コミュニティセンタ－

レストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこレストラン熊ぼっこ

石橋

グランソシエグランソシエグランソシエグランソシエグランソシエグランソシエグランソシエグランソシエグランソシエ

昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂昭英堂

レオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポットレオパレスサニ－スポット

竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店竹中酒店

神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿神楽殿

コ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユコ－ポソレイユ

原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院原田歯科医院
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神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル神山ビル

サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－サウザンドサニ－

神山商店神山商店神山商店神山商店神山商店神山商店神山商店神山商店神山商店 やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院やまざき犬猫病院

宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂宝珠堂

石橋小石橋小石橋小石橋小石橋小石橋小石橋小石橋小石橋小

本町

古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店古河屋酒店

北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局北條薬局

山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院山崎歯科医院

ツノダツノダツノダツノダツノダツノダツノダツノダツノダ

能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校能開センタ－石橋校

コフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラコフジカメラ

かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓かわしまや製菓

高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店高橋造花店

竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店竹中運送店

菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店菊地商店

下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－下野市石橋中央コミュニティセンタ－

コ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセコ－ポイワセ

工事車両の経路

現場

交通整理員の常時
or適時配置

第1ゲート

第2ゲート

10
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仮設計画

メインの第1ゲート
が使用できない場合
や、小物の搬出入時
に使用します。
その際、必ず誘導員
を配置します。

11
11
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工事における安全対策①

※写真は全てイメージです。

工事車両の搬出入は第1・2ゲートから行います。第3ゲートに関しては第
1・2ゲートが使用できない場合また小物の搬出入時に使用します。ゲー
ト前には警備員を常駐配備し、歩行者・工場内車輌優先の交通誘導を行
ないます。
また、西側の道路から現場第1ゲートへのアクセスをメインとすることで
近隣や通行する歩行者との接触事故防止に努めます。

12
12
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現場朝礼・注意喚起ポスターにて各々の作業に応じた注意ポイント・作業
ルールを日々確認し、現場災害防止に努めます。

工事における安全対策②

※写真は全てイメージです。 13
13
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当社安全管理部・統括安全衛生責任者・職長会など様々な視点から安全
パトロールを実施し災害の芽を潰します。

工事における安全対策③

※写真は全てイメージです。 14
14
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工事車両出場時のタイヤ洗浄および前面道路への散水を適宜行い、現場内
及び現場周辺道路の美化・砂塵発生防止に努めます。

工事における環境対策①

※写真は全てイメージです。 15
15
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エコステーションを設置し、建設副産物の分別を徹底する事で産業廃棄物削
減を推進します。また電子マニフェストを活用し産業廃棄物の確実な処理お
よび副産物の再資源化を100％行なえるよう管理します。

工事における環境対策②

※写真は全てイメージです。 16
16
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工事における環境対策③

現場内だけでなく、周辺道路や公園の清掃を定期的に行ないます。

※写真は全てイメージです。 17
17


