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 風薫る五月となりましたが、皆様には天候同様ご清祥なる日々
をお送りのこととお喜び申し上げます。いよいよ、元号も5月から

「令和」と改まりました。役所の仕事は書類に元号を記入すること
も多く、間違えないように気を引き締めております。 
 先月は、天皇、皇后両陛下の在位中最後の地方訪問で伊勢神
宮にお見えになり、外宮と内宮に参拝され、退位を報告する儀式
「神宮に親謁の儀」に臨まれました。 
 伊勢神宮近い場所には、宮川出張所があるのですが、その近
傍に興味深い箇所がありましたので紹介します。 

 歩いて2分のところにあ

る船江神社前のおぼろヶ
池にある龍です。船江神
社境内社に龍姫命として
お祀りされており、「龍形
九似」として扱われてき
たそうです。 「龍形九似」

とは龍の各体の部位が
九つの動物に似ていると
言うことからきているそう
です。 伊勢日本赤十字病院 



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31年度 津北部地区維持修繕工事 

施工者 田中土木㈱ 
       ℡059-253-5260 

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。 

5月の主な作業内容としては、国道23号の倒木の除去、歩道・側道清掃、排水施設の清掃を行います。 

また、伊勢市内での高木剪定作業も予定しております。 

本線規制を伴う作業も予定しておりますので、皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお

願いします。 

↑作業エリア 

平成31年4月より工事を受注しました田中土木株式会社です。 

 
主な作業内容は除草・剪定工、落下物等の回収、 
交通事故後の処理及び復旧作業等の道路の維持修繕です。 

担当区間は23号線の四日市市中里町～津市雲出島貫町、 

中勢バイパスの鈴鹿市野町～津市木造町です。 

本線規制を伴う作業も多く、地域住民の皆様にはご迷惑を 

おかけすることもあると思いますが、2年半よろしくお願い 

いたします。 

 

 

 

作業エリア 

          キノシタ  リョウ   
   現場代理人 木下 亮   
         ヒラノ  タカシ  
   監理技術者 平野 崇        

倒れる恐れがある木を伐採しています。 排水施設の清掃をしています。  歩道・側道の清掃をしています。  



③ 平成31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。 
昨年度に引き続き、弊社が施工することとなりました。本年度もよろしくお願いいたします。 
 この工事は主に道路照明の維持修繕を行っており、道路照明のランプ取替やLED化、老朽化
した道路照明の建替を行っております。また配管配線等も行うことがあります。 
 今年度はまだ稼働していないため、昨年度の照明灯建替の写真を掲載します。 

 
   
 現場代理人・監理技術者  
     チュウマ ケント   
    中馬  健登        
      

④ 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。 
5月の主な工事は中勢バイパス上り線 30.5kp附近で植生マットの張り替えを行います。 
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。 

対策工 植生マット 

津地区⑤上り線(30.5kp) 津地区③下り線(32.0kp) 

簡易吹付法枠工 完了 

5月 6月 
3ヶ月予定工程 

7月 

津地区⑤  中勢BP(上り)30.5kp 

伊勢地区 23号(上り)61.0kp 

施工後 施工前 

施工イメージ 



.

⑤ 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。                   
4月に入り、鞘管工の施工を引き続き進めていきます。現在上下線1段目のコンクリート打設が完
了し、2段目の型枠組立を行っています。鞘管工完了後、護岸の復旧を行っていきます。 
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       
よろしくお願いします。 

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     
      

⑥ 平成30年度 相川橋耐震補強補修工事 

国道23号の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。                                        
橋脚巻立て工の施工が4月に完成し、鋼矢板及び工事用道路の撤去を行っております。5月末に仮設工事
関係がすべて完了する予定です。5月には落橋防止装置の調査を行い、6月頃より伸縮継手工の施工検討
を順次行います。 
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。 

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     
      

橋脚巻立て工 完成 鋼矢板撤去 全景 

5月 6月 
3ヶ月予定工程 

7月 

仮設工(足場工) 

仮設工(工事用道路撤去) 

伸縮継手工 

新愛宕橋 

5月 7月 6月 3ヶ月予定工程 

橋梁付属物工 落橋防止

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 



⑦ 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　　

⑧ 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。  
4月以降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、
ご迷惑をおかけしますが、安全最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     
      

5月 7月 6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 

5月 7月 6月 3ヶ月予定工程 

津地区① 

津地区② 

津地区③ 

津市 納所オフランプ 津市 納所オフランプ 



⑨ 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、橋脚巻立てと落橋防止装置が

完成し、仮設で河川内を締め切った締切関係を撤去しています。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        
      

橋脚巻立て補強が完成しました。 

落橋防止 

が完成し 

ました。 

5月 6月 3ヶ月予定工程 
7月 

仮締切撤去 

根固め工、河道掘削 

法覆護岸工 

皆様もご存じのように、平成31年4月１日、新元号の発表がありました。 
「令和」 
人々が美しく、心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。 
梅の花のように、日本人が明日への希望を咲かせる国でありますように。 
との意味をもって生まれた新しい元号だそうです。 
まだ、ちょっとなじみませんが、だんだんと慣れ親しんでいくことと思います。 
 
 
 
 
 
 

4月17日～19日には天皇、皇后両陛下在位中最後の地方訪問として伊勢神宮参拝の

ため伊勢市におみえになりました。天皇陛下の県内訪問は皇太子時代も含め、15回

目で、即位後は5回目。2014年の神宮参拝以来、5年ぶりとなりました。23号を通られ

ましたので安全に、予定通りに通行できるよう事前パトロールなどをさせて頂きました。

当日は時間によって交通規制等も行われ皆様にご迷惑をおかけ致しました。 
ご協力ありがとうございました。 
 



～まちかど散策～ 

 

みなさんチューリップの花言葉をご存じですか？チューリップの花言葉は 
「思いやり」です。チューリップはそれぞれ、色によっても花言葉が違うようです。また良かったら調べ
てみてください。 
ちなみに津維持に咲いたチューリップは「黄色＝望みのない恋」が一番多かったです。 

先月号ではつぼみだった津維持のチューリップも春本番を迎え満開になりました。 
チューリップは春を代表する球根の花ですね。 
チューリップの産地と言えばオランダを連想する方がほとんどではないでしょうか？ 
現に日本で流通しているチューリップの球根のほとんどはオランダ産だそうです。しかし、
今から1500年前の6世紀の終わりごろのトルコの壁画にチューリップが描かれていた記
録が残っており、チューリップの原産国はオランダではなく、トルコだそうです。 



○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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