
２０２０年1月号 ＶＯＬ．4８
新春の候、皆様におかれましてはお健やかにお過ごしのこととお慶び申し

上げます。月日の流れは年齢とともに速く過ぎるように感じられますが、
2019年はいろいろな事があり、特に早く感じられました。特集ページに津
国道維持出張所に関わる出来事を掲載しました。皆様も一緒に振り返ってみ
てください。

2020年は東京オリンピックが開催されます。昨日、聖火リレーの県内
ルートも発表されました。三重県内は4月８､９日の二日間で42.1㎞を走りま
す。津国道維持出張所が管理する国道23号でも、中央郵便局から県庁前交
差点の間を走ります。一生に一度見られるかどうかの体験ですので、是非応
援に行きたいと思います。
新春なので、バーンと大きく「迎春」とか「謹賀新年」とかの文字を載せ

たいと思い、いろいろ調べていました。その時に前から気になっていた書家
「金沢翔子」さんの書に出会いました。彼女の文字はパワーというか迫力み
たいなものが迫ってきます。その思いをとてもこの小さな書面では伝えられ
ないだろうと思い断念しました。ですから、「バーン」はありません。
静岡県浜松市龍雲寺涅槃堂に、金澤翔子さんの三十歳記念の書「般若心

経」が奉納されているそうです。これは、縦4m、横16mもあり、世界一の
大きさだそうです。三重からだと自動車で2時間くらいかかりそうですが、
常設展示してあるそうですので一度実物を見に行きたいと思いました。
そろそろ寒波もやってくるかもしれませんので、気を抜かずに暖かくして

お過ごしください。

～まちかど散策～
年末という事で今までの
珍しい興味ある写真を掲
載します。

[訂正]:先月号の牛の表示ですが褐色の牛を｢松阪牛｣と書きましたが「松阪牛」も
黒毛和種という黒毛の和牛だということでした。申し訳ありませんでした。



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。

1月度の主な作業は排水施設の清掃・剪定作業・路面補修を予定

しています。

また、降雪時には凍結防止剤の散布等の緊急作業も行います。

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。

1月の作業内容としては、道路の排水施設関係の清掃、通行等に支障のある雑草の除去を行います。雪寒の

シーズンが始まりますので、降雪、積雪時には緊急的に除雪作業や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

排水施設清掃 剪定作業 凍結防止剤散布

排水施設関係の清掃 凍結注意看板の設置 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。
今月は津市河辺町の照明灯のランプ取替を行いました。

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。
2月初旬～2月下旬にかけて、松阪東大橋（松阪市東久保町～西黒部町）にて集中的に車線規制を
行い
作業をする事があります。
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

施工前 完 成施工中

1月 2月
3ヶ月予定工程

3月

道路照明修繕工

道路照明維持工

新愛宕橋 松阪東大松阪東大橋

1月 3月2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



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。
3月の竣工に向け、落橋防止装置、主桁補修、支承取替、伸縮装置補修を行っています。
尚、伸縮装置補修の作業は 夜間交通規制を伴う作業で、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月に橋脚巻立て工・橋梁付属物工（落橋防止装置）が完了しました。1月は防護柵工などを行う

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

支承取替工 ジャッキアップ状況 支承取替工 旧支承取壊し撤去

1月 2月3ヶ月予定工程
3月(3/19竣工)

伸縮装置補修

落橋防止装置

主桁補修

支承取替

橋梁付属物工完了全景 橋脚巻立て工完了全景

1月
3ヶ月予定工程 工期1/31

防護柵工

道路付属施設工

仮設工



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。

鈴鹿市稲生町（御薗避溢橋）、津市大里窪田町（大里大橋）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、大里大橋では巻立てコンクリートを完了し

落橋防止装置工の据え付けを進めていきます。

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

凍結防止剤の散布

2月 3月
3ヶ月予定工程

1月

凍結防止作業

排水施設清掃工

大里大橋

橋脚巻立て工 完了

御薗避溢橋

橋脚巻立て工 鉄筋完了

1月 2月3ヶ月予定工程 3月

大里大橋（津地区）

御薗避溢橋（鈴鹿地区）

（平成29年１月作業状況） （平成31年1月作業状況）



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。1月からは25.5kpの合流部の法面の掘削を始めます。
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。

河川内を大型土のうで仮締切作業を施工しています。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おり、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

至 四日市市

至 津市

この部分を丈夫にします

３月2月令和2年1
3ヶ月予定工

土留・仮締切

橋梁巻立て工

津地区②

R23BP 2５.３KP

法面保護工

25.3KP

法面が崩れてこない様に

補強します。

1月 3月2月3ヶ月予定工程

津地区①R23BP 20.4KP

津地区②R23BP 25.3KP



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。

1月も鋼矢板の打設を施工するため、鋼矢板等の材料や機械を運搬する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

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

橋脚を厚い鉄板で巻いて

太く強くします

そして、表面にゴムのような

ポリウレタン素材を吹き付け

ます。これでコンクリートの

灰汁や錆発生を防止します

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、橋脚に鉄板を巻きつけて強くしています。こ

れから、支承取替の準備に入ります。工事期間中、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。

1月 2月3ヶ月予定工程 3月

橋脚巻立て工

根固めブロック

支承取替工

橋脚柱部分補強工事箇所作業ヤード

1月 2月3ヶ月予定工程
3月

仮設工

橋脚巻立て工・隔壁工

法覆護岸工



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。
1月末ごろには、仮設工が終了し、いよいよ橋脚本体の耐震補強を行っていきます。
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を施工する名菱電子株式会社です。

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時に、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

1月
3ヶ月予定工程

無停電電源設備設置工

1月 2月３ヶ月予定工程
3月

仮設工 工事用道路工

橋脚巻立て工・底版補強工

無停電装置

工期1/31

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の施工を行っています 中井土木株式会社 です。
伊勢地区（西豊浜・高向・通町・伊勢IC南）のランプにて、逆走防止対策を実施しています。
今後の予定としまして、年明けから伊勢地区（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。
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、
事故なく良い年を迎えらるよう工事を行っておりますので、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

雲出橋観測所ＣＣＴＶ 道の駅「かわげ」

工事着手前風景

＜ 逆 走 防 止 対 策 ＞

車線分離標設置 矢印板設置

場所：伊勢市通町ランプ

区画線設置

R2.1月 ３月２月
3ヶ月予定工程

伊勢地区 １ 長屋交差点

伊勢地区 １ 新開交差点

伊勢地区 ３ 伊勢IC南

伊勢地区 ４ 伊勢病院前

1月 3月2月3ヶ月予定工程

準備工（機器製作）

CCTV設備工（現地施工）



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。

工事完了（イメージ）工事着手前風景

施工者 株式会社シンコーワ

TEL059-356-4851

カンケ ケンタ

主任技術者 菅家 健太

モリグチ ヤスヒロ

現場代理人 盛口 康洋

1月 2月
3ヶ月予定工程

3月

雑 工

道路照明修繕工

伊勢神宮周辺の交通渋滞軽減のため年末年始における

パーク＆バスライドを実施します。

三重県営サンアリーナ周辺の臨時駐車場から内宮・外宮周辺までシャ

トルバスを運行します。期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、

ご協力をおねがいします。

【パーク＆バスライド実施日】

令和元年１２月３１日 ２２時 ～ 令和２年１月１日 １６時

令和２年１月２日～４日・１１日・１２日 ９時～１６時

詳しくは下記ホームページをご覧下さい

お伊勢さんへは公共交通で行きましょう。



三重河川国道事務所
庁舎建て替え工事進捗状況

11月22日

12月25日

鉄筋が組み上がっていく様子がわかりますね。



道の駅 津かわげにて雪害のチラシ配布
12月20日に「道の駅 津かわげ」にて冬用タイヤへの履き替えのお願いのチラシを配りました。
東海三県の中で比較的温暖とされる三重県でも、平成27年1月には雪の積もった名阪国道で
ノーマルタイヤの車が原因で約150台の車が立ち往生し2日間にわたって通行止めになったこと
もありました。たった1台の車が冬の装備をしていなかったことで大規模な交通障害がおこる
ことがありますので早めの対策をお願いします。

～まちかど散策クリスマスVER.～

近鉄四日市駅前

四日市スターアイランド道の駅津かわげ

アスト津

津市栄町公園

皆さんもオススメスポットあれば
教えてください。



津維持出張所と振り返る１年間
中勢BP鈴鹿・津工区
（鈴鹿氏御薗町から津市
河芸町三行）が開通
２月１７日

4月津維持のプランター
に植えたチューリップが
キレイに咲きました。

4/17～4/19天皇皇后両陛下として
の最後の伊勢神宮参拝

11/21～11/23伊勢神宮参拝

撤去後

撤去前

新しい時代

津市江戸橋の歩道橋撤去

三重県年金受給者協会のボラン
ティアサポートの皆さんと一緒
に鈴鹿警察署前の掃除をさせて
もらいました。

12月今年の漢字

が発表「令」

津維持メンバーにも聞いてみました！
早・・遠距離通勤始まる。早起きはやっぱり苦手です。
健・・大病をして健康のありがたさを実感。8㌔減。
繋・・人と人とのつながりを感じた1年でした。
衰・・段差でこけて、手をついたら手首にひびが。
停・・PC入替後とにかくよく停まりました。
SEさんお世話になりました。来年もよろしく！
暖・・今年の冬は暖かくて助かります！
税・・消費税率10％じりじりきます。
金・・出て行くばっかりです。
食・・とにかくよく食べたなあ・・
感・・いろんな人に感謝の1年！
縁・・いいご縁のあった1年でした！

津市本町 中央分離帯開口部閉鎖

台風１９号伊勢での浸水状況

着手前 完 成

法面防災対策工事完了

皆さんは
どんな1年
でしか？

来年も安心・安全な道路の維持管理をしていきます。



○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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