
２０１９年４月号 ＶＯＬ．39 

  

 春風が心地よい季節となりましたが、お健やかにお過ごしのこととお喜び
申し上げます。三重河川国道事務所近くの偕楽公園の桜も3月末になり開

花宣言が出ました。遠い昔にゴザを敷いて花見をしたことがありますが、夜
は冷え込んで凍えていた思い出があります。引き続きつつじの花も見頃に
なるので、4月中旬頃までは、ライトアップをしているそうです。誘い合ってお
出かけしてみてはいかかでしょうか。 
 春と言えば新生活の始まりとともに、転勤の時期でもあります。津維持に
勤めるスタッフの中にも4月から新しい場所で勤務する者がいます。そして

入れ替わりに新しいスタッフも入ってきます。最初は慣れずにご迷惑をおか
けするかもしれませんがよろしくお願いします。  

今年のチューリップはなかなか
成績がよく、全ての球根が元気
に育っています。１つのプラン
ターに９か１０の球根を埋めまし
たので４０程度の花が来月には
咲いていると思います。たしか、
３色くらいを買い求めましたので、
色どりよく咲くのを楽しみにして
います。 

旧紀勢町役場前のしだれ桜です。ほぼ満開です。夜はライトアップ
しているそうですので来年楽しみにしてください。実は隣にある大蓮
寺は「花の寺」として知られていますが、ここにも2本のしだれ桜が
ありますので是非寄ってください。 



② 平成３０年度 津南部地区維持修繕工事 

施工者 ㈱田村組  
       ℡0598-21-2563 
           ササキ   タカノリ 

   現場代理人 佐々木 孝典 
         トミタ  トモユキ 

   監理技術者 冨田 智之        
      

① 平成２９年度 津北部地区維持修繕工事 

施工者 田中土木㈱ 
       ℡059-253-5260 

津北部地区維持修繕工事を施工している田中土木 株式会社です。 

23号担当区間は四日市市中里町～津市雲出島貫町、中勢バイパス担当区間は鈴鹿市野町～津市木造

町です。 

担当区間の除草、剪定、路面補修をしながら、落下物の処理や交通事故後のガードレール復旧等を

行っています。 

3月３１日で作業を終えました。維持工事へのご理解、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

津南部地区維持修繕工事を施工している株式会社 田村組です。 

23号担当区間は津市雲出島貫町～伊勢市今在家町、中勢ﾊﾞｲﾊﾟｽ担当区間は松阪市小津町～津市木造町です。 

4月の主な作業内容としては、国道23号の歩道清掃、交安施設復旧、用水路清掃作業を行います。 

本線規制を伴う作業も予定しておりますので、皆様に大変ご迷惑をおかけすることもありますが、 

ご理解とご協力を頂きますようよろしくお願いします。 

 

↑作業エリア 

防護柵ﾟの補修状況 歩道補修状況 緊急車道補修状況 

工事完了しました！！ 

           カナイ  ケンタ   
   現場代理人 金井 健太   
         ヒラノ  タカシ  
   監理技術者 平野 崇        

区画線を新しくしています。 交安施設を復旧しています。 歩道の清掃をしています。  



④ 平成３０年度 三重中南部路面管理工事 

③ 平成３０年度 三重管内道路照明維持修繕工事 

施工者 シーキューブ㈱ 
      ℡052-563-5073      
      

三重管内道路照明維持修繕工事を施工しているシーキューブ株式会社です。 
先月に引き続き、照明の消えている所の修繕やLED化を行っております。 
今月の写真は三重大学前の事故損傷照明の建替の様子です。 

施工者 東海管清興業㈱ 
       ℡059-226-2151 
           コジマ    エイイチ 

   現場代理人 小島  英一 
            ナカムラ    マサミ  
   主任技術者 中村  正美       

三重中南部路面管理工事を施工している 東海管清興業 株式会

社です。                            

3月末で工事は完了します。 

路面清掃工 施工前 凍結防止工 施工前 側溝清掃工 施工前 

施工後 施工後 施工後 

施工前 施工後 施工中 

工事完了しました！！ 

 
   
 現場代理人・監理技術者  
     チュウマ ケント   

工事完成しました！！ 



.

⑤ 平成２９年度 津北部橋梁補強補修工事 

施工者 ㈱ 眞 建 
       ℡05979-2-3090 
            フナハシ カツヒコ 

   現場代理人 舟橋 克彦   
        キタムラ   ユキヒコ 

   監理技術者 北村 幸彦        
      

  国道23号塔世橋下り線（松阪方面行き）下部工の補強・補修をしています株式会社 眞建です。 

工事期間中は地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたが、一昨年の11月より着工し、今年の

3月27日をもちまして完成しました。これも、ひとえに地域住民の皆様のご協力の賜物と思っており

ます。 

この場をお借りして御礼申し上げます。 

⑥ 平成2９年度 23号宮川大橋補強補修工事 

国道23号 26.0kp 付近 塔世橋 

             ヤギュウ ナオシ 

   現場代理人 柳生 直司 
        フクナガ タツヤ 

   監理技術者 福永 達也        
      

宮川大橋の補強･補修工事を担当している、宮本建設 株式会社です。              
平成29年10月より開始し平成31年3月末をもちまして工事が完了いたしま
した。 
周辺住民の皆様方には多大なご協力を賜りましたことを御礼申し上げます。 
 

「ご協力ありがとうございました。」 
 

施工者 宮本建設㈱ 
 
    ℡0596-28-6131 

工事完成しました！！ 

P1橋脚補強 P4橋脚支承交換 P5,8橋脚補強 

工事完成しました！！ 



⑦ 平成2９年度 23号新愛宕橋右岸耐震補強工事 

施工者 ㈱田村組 
            ℡0598-67-9396  
                    (現場事務所) 

  23号新愛宕橋右岸耐震補強工事を施工している株式会社 田村組です。 
平成29年9月より着工し、今月3月15日をもちまして完成致しました。 
周辺住民の皆様方には多大な御協力を賜りましたことを御礼申し上げます。 
 
 

           オカダ   カズヒデ 

   現場代理人 岡田 一秀 
           オノ   サトシ 

   監理技術者 小野 悟嗣     

⑧ 平成30年度 三重管内法面防災対策工事 

  施工者 東進産業（株） 
         ℡059-230-1200  
 
                     
  現場代理人 ・監理技術者   
     にしした よしあき               
     西下 佳明  
      

 三重管内法面防災対策工事を施工している東進産業(株)です。 
6月まで工期を延長しました。工事期間中は、沿線及び地域住民の方々には、ご迷惑をお掛けい
たしますが、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

4月 5月 
3ヶ月予定工程 

6月 

津地区② 中勢BP(下り)29.7kp 

津地区③ 中勢BP(下り)32.0kp 

伊勢地区 23号(上り)61.0kp 

津地区①下り線(オンランプ) 

かご枠工 完了 簡易吹付法枠工 

津地区③下り線(32.0kp) 

工事完成しました！！ 



⑨ 平成30年度 松阪地区橋梁補強補修工事 

松阪地区橋梁補強補修工事 の施工を行っている株式会社 田村組です。                    
3月に入り、鞘管工の施工を進めています。現在上り鉄筋組立完了、下り埋設型枠設置完了しまし
た。 
3月下旬にコンクリート打設を行う予定で現場を進めていきます。 
工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と御協力を賜りますよう       

施工者 株式会社 田村組 
            ℡ 0598-67-9396  
                    (現場事務所) 

                    アラキ   ダイシ 

   現場代理人 荒木 大司 
         ナカムラ ミツノブ 

   監理技術者 中村 充延     
      

3月 5月 4月 3ヶ月予定工程 

橋脚巻立て工  鞘管工 

橋脚巻立て工  作業土

法覆護岸工 張ﾌﾞﾛｯｸ・法枠 

仮設工 工事用道路撤去 

新愛宕橋 

⑩ 平成30年度 相川橋耐震補強補修工事 

23号相川橋耐震補強補修工事を施工するアイトム建設株式会社です。                                        
現在橋脚部のひび割れ補修が完了、橋脚巻立て工の施工は3月末に完成で、4月より鋼矢板の撤去及び工事
用道路の撤去を行い、5月末に橋脚巻立てに関する工事は完了となります。6月頃より伸縮継手工を夜間車
線規制を伴って行う予定です。期間中は安全第一で施工を行いますのでご理解、ご協力の程よろしくお願い
いたします。 

橋脚巻立て工の鉄筋作業 既設橋脚のひび割れ樹脂注入状況 

4月 5月 
3ヶ月予定工程 

6月 

仮設工(鋼矢板) 

橋脚巻立て工 

仮設工(足場工) 

仮設工(工事用道路撤去) 

伸縮継手工 

施工者 アイトム建設㈱ 
        ℡059-355-6000  
                     
                    バンノ   タカシ 

   現場代理人 坂野 貴志 
         ヒガシデ コウスケ 

   監理技術者 東出 康助     
      



4月 6月 5月 
３ヶ月予定工程 

仮設工(撤去) 

橋脚巻立て工（埋戻し） 

橋脚巻立て工 

⑪ 平成30年度 津地区橋梁耐震補強工事 

 国道23号線塔世橋の橋脚の耐震補強を行っております株式会社丸昇建設です。                
現在、P2橋脚の上り線側の基礎（底版）部分の補強を行っています。 底版補強に引き続き、 
柱部分の補強をコンクリートによる巻立てにて行っていきます。 
工事期間中は、工事車両の通行等にて周辺住民の方々には大変ご迷惑をおかけいたしますが、 
何卒ご理解・ご協力の程、お願いいたします。 

国道23号 26.0kp 付近 塔世橋 

　　　　大川　光二　

施工者　株式会社　丸昇建設

          ℡0597-22-0075

   現場代理人・監理技術者

               　 オオカワ　ミツジ　　

⑫ 平成30年度 津管内事故対策工事 

平成30年度 津管内事故対策工事を行っております、株式会社田村組です。  
2月は松阪地区、明和地区でのカラー舗装等交差点付近の事故対策を行いました。 
4月には津地区で中央分離帯封鎖工事に着手します。 
工事中は、交通規制を伴い、夜間施工が大半となります。沿線及び地域住民、道路利用者の皆様には大変 
ご迷惑をおかけしますが、安全優先にて工事を進めてまいります。何卒、ご理解と御協力を賜りますよう 
お願い致します。 

施工者 ㈱田村組 
            ℡0598-21-2563 
         なかす のぶゆき 

現場代理人 中須 伸行 
         みちした けいた 

監理技術者 道下 敬太     
      

4月 6月 5月 3ヶ月予定工程 

津地区① 

津地区② 

津地区③ 

松阪市 中道町交差点 松阪市 中道町交差点 



⑬ 平成30年度 笹笛川橋耐震補強工事 

 笹笛川橋の耐震補強工事を施工しています宮本建設株式会社です。現在、河川内を締切り、その中で橋

脚巻立てと落橋防止装置の施工を行っています。その後、橋脚回りに洗堀防止の根固めと河道掘削を行う

予定です。工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてい

きますので、ご理解と御協力を賜りますようお願い致します。 

国道23号 52.8kp 付近 笹笛川橋 

施工者 宮本建設㈱ 
       ℡0596-28-6131 
           カネダ  ヤスヒト 

   現場代理人 金田 靖人 
         オマ  ケンゴ 

   監理技術者 尾間 賢吾        
      

4月 5月 
3ヶ月予定工程 

6月 

Ｐ２橋脚 橋脚巻立て

仮締切撤去 

根固め工、河道掘削 

法覆護岸工 

落橋防止として、台座部分に 

補強鉄筋を入れて大きくします 

橋脚を耐震化するため、 

補強鉄筋を巻いています 

～まちかど散策①～ 

いつも楽しみにしているかかしです。今回はシンプルに畑を耕しています。とても春らしくて今後の

展開が気になりますね。例えば、二人の子供が登場して賑やかになればいいなあと期待しており

ますが、制作するのもなかなか手間がかかるでしょうからあまり期待はしないようにしましょう。 



～まちかど散策②～
～ 

 休みの日に伊勢市にある金剛山 泉壽院さんに行ってきました。ここは、「勢州七福
神めぐり 福禄寿札所」です。「勢州七福神」って、私も知りませんでしたが、伊勢市、
明和町、松阪市、多気町、大紀町、志摩市そして鳥羽市の七つのお寺を結ぶとちょう
どハート形になるというとても夢のある「七福神」みたいです。 

既にカップルの人たちは右回りに、恋人を求めている人達は左回りに 
参拝する決まりがあるんだって！！ 

 



○国道２３号             四日市市中里町～伊勢市宇治今在家町 L=70.2km 
 
○国道２３号中勢バイパス   鈴鹿市野町～松阪市小津町         L=31.0km 
                               

管理区間 

合計101.2km 

国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所ホームページ 
http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/ 

〒５１４－０００２ 
三重県津市島崎町３１５ 
電 話：０５９－２２８－６９９０ 
ＦＡＸ ：０５９－２２３－６４１２ 
 
国土交通省 三重河川国道事務所  
津国道維持出張所 
 

所在地 

 道路の異状を発見したら・・        
 道路緊急ダイヤル  ＃９９１０ 

（通話料無料・24時間受付） 
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