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～まちかど散策～

師走を迎え何かと忙しい頃となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

8月末

11月21日から23日は、天皇皇后両陛下が
「即位の礼（そくいのれい）及び大嘗祭
（だいじょうさい）など即位に伴う一連の行事
が終了した事を皇祖の天照大神に報告する「親
謁の儀（しんえつのぎ）」に伴い、伊勢市をご
来訪されました。11月14、15日に大嘗祭を無
事に終えられた後でのご来訪でしたのでどこか
安心されたご様子がうかがわれました。

9月号でご紹介した牛のオブジェがリニューアルしました。真っ黒です！前の
牛が松阪牛っぽかったのですが、今回は黒毛和牛という感じですね。松阪牛とは
ライバルですが、元号も令和になったこともあり、この色はこれでなかなかいい
感じに仕上がっていると個人的には思っています。皆様はどうでしょうか？
PS:足場はこのために設置してあったんですね。

11月

気象庁の長期予報によれば今年の冬も暖かい冬になりそうで一安心です。しかし、
天候は急変します。冬の車の運転時には滑り止め装置の携行、冬タイヤへの履き
替えなどの冬用装備をお願いします。

両殿下を一目見よ
うと３日間で４万
１２１０人（三重
県発表）が近鉄宇
治山田駅や沿道に
詰めかけました



① 平成31年度 津北部地区維持修繕工事

津北部地区維持修繕工事を施工している田中土木(株)です。

担当区間は23号の四日市市中里町～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。

12月度の主な作業は歩道・路肩の通行に支障のある雑草の

撤去・除草作業・路面補修を予定しています。

本線規制を伴う作業が多く、近隣住民の皆様にはご迷惑を

おかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

作業エリア

施工者 田中土木㈱
℡059-253-5260

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

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

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。

12月の主な作業内容としては、引き続き国道23号の除草作業、通行等に支障のある雑草の除去を行います。

12月より雪寒のシーズンとなりますので、降雪、積雪時には緊急的に凍結防止剤の散布作業も行います。

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

雑草撤去 除草作業 路面補修

国道23号の除草作業 凍結防止剤散布作業 通行に支障のある繁茂した雑草の除去



③ 平成31年度 三重管内道路照明維持修繕工事

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。
今月は津市大里の自動点滅器の取替を行いました。

施工者 シーキューブ㈱
℡052-563-5073

現場代理人・主任技術者
チュウマ ケント
中馬 健登

④ 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。
現場作業として、松阪東大橋の落橋防止装置の設置作業となります。新愛宕橋の落橋防止装置の設
置は完了しました。
松阪東大橋（松阪市東久保町～西黒部町）にて車線規制を行っています。
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

新愛宕橋 松阪東大橋

12月 2月1月3ヶ月予定工程

橋梁付属物工 落橋防止工

仮設工 足場工

施工前 完 成施工中

12月 1月
3ヶ月予定工程

2月

道路照明修繕工

道路照明維持工



⑤ 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。
11月に足場の設置が完了し、落橋防止装置、主桁補修、支承取替、伸縮装置補修を続いて行っています。
尚、伸縮装置補修の作業は 夜間交通規制を伴う作業で、12月末及び1月初旬を予定しいます。
工事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

⑥ 平成30年度 23号新金剛橋耐震補強工事

平成３０年度２３号新金剛川橋耐震補強工事を施工する宮本建設株式会社です。

１２月は橋脚巻立て工・橋梁付属物工（落橋防止装置）を行い、1月は排水管の復旧などを行う

予定です。工事期間中は交通規制を伴う作業もあり、沿線及び地域住民の皆様にはご迷惑をお

掛けすることとなりますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

施工者 宮本建設株式会社

やぎゅう なおし

現場代理人 柳生 直司
ふくなが たつや

監理技術者 福永 達也

足場設置完了(A2橋台) 落橋防止装置（削孔状況)

橋梁付属物工 型枠組立完了 橋脚巻立て工 ラス網設置完了

12月 1月3ヶ月予定工程 工期1/31

橋梁付属物工

橋脚巻立て工

仮設工

12月 1月3ヶ月予定工程
2月

伸縮装置補修

落橋防止装置

主桁補修

支承取替



⑦ 平成30年度 鈴鹿津地区橋梁耐震補強工事

国道23号中勢バイパスにおいて橋梁耐震補強工事を行っています徳倉建設株式会社です。

施工箇所は、鈴鹿市稲生町（御薗避溢橋）、津市大里窪田町（大里大橋）の2箇所にて施工して

います。御薗避溢橋は、橋梁付属物工の沓座拡幅工、大里大橋では落橋防止装置工及び底版補強

コンクリート打設を行い、順次巻立てコンクリートを進めていきます。

工事中は、皆様方に何かとご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の上ご協力をお願い致します。

施工者 徳倉建設株式会社

TEL 059-261-8738
みずさわ みつる

現場代理人 水澤 充

さかきばら のぶひと

監理技術者 榊 原 信 仁

⑧ 平成３１年度 三重中南部地区路面管理工事

三重中南部地区路面管理工事を施工しております東海管清興業(株)です。

降雪が予想される場合又は降雪中は、巡回パトロール及び凍結防止剤の散布を行います。

安全第一で進めて参りますので、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

施工者 東海管清興業㈱
℡059-226-2151

現場代理人・主任技術者
コジマ エイイチ
小島 英一

凍結防止剤散布の様子

2月12月
3ヶ月予定工程

1月

凍結防止作業

排水施設清掃工

底版補強 鉄筋・型枠設置

大里大橋 御薗避溢橋

橋脚巻立て 脱型完了

12月 1月3ヶ月予定工程 2月

大里大橋（津地区）

御薗避溢橋（鈴鹿地区）



⑨ 令和元年度 三重管内防災対策工事

令和元年度 三重管内防災対策工事を施工している東進産業(株)です。国道23号中勢BP25.3kp附近の法
面崩落ヶ所の法面保護工事を進めています。
工事期間中は、沿線及び地域住民の方々には、ご迷惑をお掛けすることとなりますが、安全第一に細心の注
意を払い、早期完成を目指して行いますので何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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

⑩ 令和元年度 23号堀切川橋耐震補強工事

令和元年度 ２３号堀切川橋耐震補強工事を施工している丸亀産業株式会社です。

11月から堀切川の上下流に仮桟橋設置、土留仮締切作業を施工してます。施工に伴い市道部が通行止とな

り23号線への通抜け抜けが出来ない状況が続いています、工事期間中は沿線及び地元住民の皆様にはご迷

惑をおかけしていますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

施工者 丸亀産業株式会社

TEL0598-53-9113

かとう ひろゆき

現場代理人 加藤 洋行
なかがわ しげはる

監理技術者 中川 重治

下流側仮桟橋

土留・仮締切

至 四日市市至 津市

12月 令和2年2令和2年1
3ヶ月予定工

仮桟橋

土留・仮締切

橋梁巻立て工

12月 2月1月
3ヶ月予定工程

津地区①R23BP 20.4KP

津地区②R23BP 25.3KP

津地区②

R23BP 2５.３KP

法面保護工

掘削工、かご工鉄筋挿入工、かご工



⑪ 令和元年度 23号新祓川橋耐震補強工事

国道23号南勢バイパスにおきまして橋梁耐震補強工事を行っています南建工業株式会社です。

工事は新祓川橋の左岸側の橋脚まわりに仮設の鋼矢板を打設し、橋脚巻立て補強を行います。

1２月は鋼矢板を施工するため、鋼矢板等の材料や機械の運搬車が出入りする予定です。

工事中は、沿線及び地域住民の皆様にはご迷惑をお掛けすることとなりますが、

ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

⑫ 令和元年度 23号宮川大橋耐震補強工事

令和元年度 23号宮川大橋耐震補強工事を行っています宮本建設株式会社です。

只今橋脚をコンクリートで太く補強をしています。他の橋脚はこれから鉄板を巻いて補強します。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 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

施工者 南建工業株式会社

TEL 0596-72-0251

にしもと とおる

現場代理人 西本 徹

はた かんえい

監理技術者 畑 勘衛

12月 1月3ヶ月予定工程 2月

橋脚巻立て工

梁補強工

支承取替工

底版を厚くして、柱も鉄筋を巻いて

コンクリートで太く強くします

缶コーヒーくらい太い鉄筋を

二重に巻いて補強しています

作業ヤード

橋脚柱部補強工事箇所

12月 1月3ヶ月予定工程
2月

仮設工

橋脚巻立て工

河川土工・作業土工



⑬ 令和元年度 23号塔世橋耐震補強工事

令和元年度 23号塔世橋耐震補強工事を施工する株式会社丸昇建設です。
11月から、現場への工事用道路の施工を行い、12月の中旬からは鋼矢板を使用して、橋脚の周り
に土留・仮締切を設置していきます。引き続き土砂や資機材の運搬車両の通行がありますが、搬入
時間等を調整して、地域住民の皆様への影響を少なくし、施工を行ってまいりますので、何卒ご理
階・ご協力の程よろしくお願いいたします。

　　　　大川　光二　

施工者　株式会社　丸昇建設

          ℡059-227-7857

   現場代理人・監理技術者

               　 オオカワ　ミツジ　　

⑭ 令和元年度 三重管内電源設備工事

令和元年度 三重管内電源設備工事

三重河川国道事務所管内のＣＣＴＶカメラ等の情報機器に無停電電源装置を設置する工事です。

有事の際に地域停電が発生した場合、各種機器に給電し防災活動を支援します。

名菱電子株式会社
電話０５２－８０９－１５５３

イシイ コウジ

現場代理人 石井 浩二
イトウ マサキ

監理技術者 伊藤 正樹

工事着手前風景

12月 1月3ヶ月予定工程
2月

仮設工 工事用道路工

仮設工 土留・仮締切工

橋脚巻立て工・底版補強工

12月 1月
3ヶ月予定工程

準備工（機器製作）

無停電電源設備設置工

無停電装置

無停電装置



⑮ 令和元年度 三重管内CCTV設備工事

⑯ 令和元年度 津管内事故対策工事

令和元年度 津管内事故対策工事を施工を行っています 中井土木株式会社 です。
現在は、松阪地区を中心に施工を行っております。今後の工事予定としまして、１２月に松阪地区（大平尾

町）にて標識の新設工事、１月～２月にかけて伊勢地区（長屋交差点）にて交差点の明確化の工事を予定して
おります。
年末年始は、交通量が増大し、本線の交通規制を伴う作業にて渋滞となり、通行される皆様には大変ご迷惑を
おかけすると思いますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

令和元年度 三重管内ＣＣＴＶ設備工事を施工する名菱電子株式会社です。
この工事は、三重河川国道事務所管内の道路・河川監視用ＣＣＴＶの取替を行う工事です。
工事期間中は、皆様方に何かとご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の上ご協力をお願い致します。

施工者 名菱電子株式会社三重支店
tel 0598-51-2501

現場代理人・主任技術者

ｳｵﾐ ｶﾂﾋｺ
魚見 勝彦

施工者 中井土木株式会社

TEL0598-51-7565

もりした しょうじ

現場代理人 森下 将司
なかむら ちゅうさく

監理技術者 中村 仲作

＜案内標識の取替＞＜逆走防止対策＞

場所：松阪市高町場所：松阪市小野江町

1２月 ２月1月
3ヶ月予定工程

松阪地区 １ 六軒鎌田

伊勢地区 １ 長屋交差点

伊勢地区 2 植山交差点

伊勢地区 ３ 標識修正

伊勢地区 ４ 西豊浜～伊勢IC

12月 2月1月3ヶ月予定工程

準備工（機器製作）

CCTV設備工

雲出橋観測所ＣＣＴＶ 道の駅「かわげ」

工事着手前風景



⑰ 令和元年度 三重管内道路照明修繕工事

令和元年度 三重管内道路照明修繕工事を施工する

株式会社シンコーワです。この工事は三重河川国道

事務所管内（主に四日市～津区間）の道路照明をLED
化する工事です。工事期間中は、皆様方に何かとご

迷惑をおかけすると思いますが、何卒ご理解とご協力

をお願いいたします。

施工者 株式会社シンコーワ
TEL 059-396-4851

現場代理人 盛口 康洋
もりぐち やすひろ

主任技術者 菅家 健太
かんけ けんた

三重河川国道事務所

庁舎建て替え工事進捗状況①
三重河川国道事務所は現在、令和2年度末完成予定で庁舎建替工事を行っています。

シートで覆われており外からはなかなか見えませんが、CCTVカメラからは中の様子が

よく見えます。工事の進み具合をこれからは津維持通信でもお知らせします！

工事完了（イメージ）工事着手前風景



第51回 全日本大学駅伝

11月3日(日）に第51回全日本大学駅伝が開催されました。
駅伝のコースになっている23号の四日市市中里町～松阪

市小津町、伊勢市中村町～伊勢市宇治今在家町の区間は津国
道維持出張所が管轄し、維持管理を行っています。今回津市
河芸町の第５中継所で襷をつないだ皇學館大学の5区市川さ
んと6区平山さんに津国道維持出張所では、日々道路パト
ロールを行っており、今回の駅伝前も落下物やポットホール
など走りづらい所はないか、ランナーや、沿道応援者の皆様
が、安心・安全にご利用いただけるようにパトロールをさせ
ていただいたことを伝えると「ありがとうございます！」と
声をかけて頂きました。
３年連続３度目の出場となった地元伊勢市の皇學館大学は、目標の15位には
少し届かず19位でしたが、地元の声援を背に粘り強い走りを見せて母校の襷
でゴールしました。津国道維持出張所は、これからも皆さんの活躍を応援し、
安心・安全の道路管理を目指していきたいと思います。大会実施にあたり、
交通規制等により道路利用者の方々にご協力いただいた事に厚く御礼申し上
げます。

5区12.4kmを走った
市川俊希さん ↓
伊賀白鳳(三重）出身

↑6区12.8kmを走る
平山寛人さん
鎮西学院(長崎）出身

市川さんから襷を受け取り
力強く走り出す平山さん

ボランティア清掃活動

伊勢市の朝日丸建設株式会社の皆さんが春に続き、今年度２度目のボランティア清掃活動を
１１月１６日土曜日に行ってくださいました。

本社が２３号伊勢市小木町にあり、
小学生や中学生の通学路にもなっ
ているので歩行者の安全確保を第
一に考え歩道の除草やゴミ拾いを
しました。これからも可能な限り
続けていきたいと思います！と朝
日丸建設(株)の浦田直之さんが話
してくれました。

1時間ほどの作業でこんなにゴミ
袋がいっぱいになりました。

朝日丸建設のみなさんありがとうござい
ました。



新名神高速道路の亀山西ジャンクションで建設中の「名古屋・伊勢ランプウェイ」が12月
21日午前7時に開通します。これにより、東名阪自動車道の伊勢方面と新名神の直接出入り
が可能となり、移動がスムーズになります。

新名神高速道路
名古屋・伊勢ランプウェイ１２月開通

国土交通省三重河川国道事務所
工事安全衛生協議会 総会

11月26日火曜日 三重県総合文化センターにて国土交通省三重河川国道事務所 工事安全
衛生協議会総会が開催されました。総会では、秋葉事務所長の挨拶に続き、三重県警察本
部交通部交通企画課 林氏による「交通事故情勢と対策について」、三重労働局労働基準
部 渡邉氏による「建設業における労働災害の防止と働き方改革について」、津地方気象
台の清水氏による「スマートフォンを用いた防災気象情報の活用」の講和があり、その後
各支部の安全活動の取り組みが発表されました。この総会を通して、発注者と受注者が一
丸となり災害ゼロに取り組んでいくことが意志統一されました。

建設現場の
見学に行っ
てきました

「工事事故とその
後の安全対策」に
ついて話をする田
中土木(株)木下氏

各支部長の決意表明

秋葉事務所長の挨拶

コンプライアンスの推進につい
て話をする前田事務副所長→



出陣式

雪氷出陣式及び合同雪寒対応訓練
令和元年１１月２9日（金）三重県内の道
路を管理する国道事務所（北勢国道事務所、
三重河川国道事務所、紀勢国道事務所）が、
三重県警、雪氷・維持業者と出陣式を行い
ました。その後「道の駅いが」にて、大雪
等で立ち往生した車両を速やかに移動させ、
道路交通を確保する事を目的として、車両
移動訓練を行いました。道路に雪が積もっ
たり道路が凍結したりしても、地域の皆さ
んが「安全・安心」に国道を利用できるよ
う、関係機関と連携を確認し、いざという
時の技術の向上を目的とし訓練を実施しま
した。三重県では、ノーマルタイヤの車両
がわずかな積雪で立ち往生して交通障害を
引き起こすことがあります。ドライバーの
皆さんには、慣れない雪や路面凍結に備え
て、スタッドレスタイヤへの交換など早め
の冬用装備をお願いします。

冬装備をチェック！ 冬 の ド ラ イ ブ なび中部
http://www.cbr.mlit.go.jp/road/fuyumichi.html

運転前に道路情報・
冬装備をチェック！

photo



○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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