
津国道維持通信
２０２０年４月号 ＶＯＬ．5１

春の時期は私たちとっては転勤の時期になります。私は定年退職し、新しい出
張所長が4月に赴任します。今まで津国道維持出張所管内の橋梁耐震工事を監督
していた専門官は転勤することになりました。新しいメンバーに変わりますが引
き続きご指導、ご協力をお願いします。
工事の進捗は皆様のご協力により順調に進んでおり大半の工事は無事終了しま

した。しかし、現場の条件から四月以降も続行する工事が３工事あります。近く
にお住まいの方々にはご迷惑をおかけしますが引き続きご協力をお願いします。

～まちかど散策～

拝啓 陽春の候皆様におか
れましてはいかがお過ごしで
しょうか。冬から続く暖かさ
は変わらず、過ごしやすい
日々です。そんな気候の穏や
かさとは違い、世界は新型コ
ロナウィルスの猛威が駆け
巡っています。先の見えない
感染の広がりに世界中が右往
左往しています。県内の公立
小中学校が四月の入学式を実
施すると発表しました。
しかし、授業再開については明言せず、「早急に方向性を示す」と説明してい

るようです。東京オリンピックも1年程度延期するということで安倍首相とバッ
ハ会長との電話会談で一致したそうです。人々の努力で感染が終息することを強
く願っています。

桜の花は３月末では、満開になりませ
んでしたので菜の花です。高野尾花街
道朝津味前の休耕田と思われる箇所に
咲いていました。朝津味に併設する
レッドヒルヒーサーの森は１年中花が
咲き乱れているそうです。また、４月
３日まで無料解放しているそうです
（情報が遅いですね。）ちなみに、津
駅前のスクランブル交差点の所にある
時計は左上の写真のように桜バージョ
ンになっていました。



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。

4月度の主な作業は冬の凍結注意看板や横断幕の撤去を行います。

また、日々の緊急作業として道路上の落下物・動物処理や事故処

理を行っていきます。

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。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日で作業が完了しました。維持工事へのご理解、ご協力ありがとうございました。

↑作業エリア

工事完了しました‼

法面の防草対策 緊急的な路面補修作業 防護柵の補修作業

凍結注意看板撤去 事故処理



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。
今月は先月に行いました、伊勢市小木町での自動点滅器取替の様子です。
3月末を工事完了致しました。誠に有難うございました。

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。
この度、無事工事を完成させることができました。
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。ご理解と御協力を頂きありがと
うございました。

施工者 株式会社 田村組
℡ 0598-67-9396

(現場事務所)

工事完成しました‼

工事完成しました‼

施工前 完 成施工中

松阪東大橋新愛宕橋

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



⑤ 平成30年度 相川橋耐震補強補修工事

⑥ 平成30年度 鈴鹿津地区橋梁耐震補強工事

工事完成しました‼

工事完成しました‼

国道23号の相川橋耐震補強補修工事を施工しているアイトム建設株式会社です。
平成30年10月より着工し、令和2年3月をもちまして工事が完成いたしました。
周辺住民の皆様方には多大なご協力を賜りました事を御礼申し上げます。

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

施工者 アイトム建設㈱

℡059-355-6000

伸縮継手工 支承取替工 橋脚巻立て工

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。

平成30年5月より開始し、令和2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、御協力をいただきありがとうございました。

御薗避溢橋 大里大橋

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



⑦ 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。

3月末で工事は完了しました。路面管理にご理解、ご協力ありがとうございました。

⑧ 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の施工を行いました東進産業(株)です。
国道23号中勢BP 津市河芸町南黒田地内と津市河辺町地内の法面保護工事が完成しました。
工事期間中は、沿線及び地域住民の方々には、ご迷惑をお掛け致しました。
ご理解と御協力を頂きありがとうございました。

施工者 東進産業（株）
℡059-230-1200

工事完成しました‼

工事完成しました‼

津市河芸町南黒田地内 津市河辺町地内

現場代理人 ・監理技術者
にしした よしあき

西下 佳明

施工者 東海管清興業㈱ 現場代理人・主任技術者 小島 英一 ℡059-226-2151

路面清掃工 側溝清掃工 凍結防止工 施工前施工前施工前

施工後 施工後 施工後



⑨ 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。

令和元年11月から開始した工事ですが変更等により当初計画より工事期間が延びる予定です、5月末で作業

を一旦中止して、今秋から工事を再開する予定。23号線への通り抜けが出来ない状況が予定より長くなりま

す、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

⑩ 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の仮設鋼矢板の打設を終了し、4月からは工事用道路の

撤去とじゃかごの護岸工の復旧を行います。現場内の仮設道路の土を出す時に運搬する車が出

入りする予定です。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 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

6月5月4月
3ヶ月予定工

仮桟橋・仮締切撤

中止期間

中止期間準備工

河川内の大型土のう袋の仮締切を撤去しています

鋼矢板圧入の状況

4月 5月3ヶ月予定工程
6月

工事用道路撤去

法覆護岸工



⑪ 令和元年度 23号宮川大橋耐震補強工事

⑫ 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しています(株)丸昇建設です。
橋脚の周りに鋼矢板の打設完了後、橋脚本体を鉄筋コンクリートで巻立て補強をおこなっていきま
す。 現在、鋼矢板で囲んだ中を橋脚がすべて見えるよう掘削を行っています。
土砂や資機材の搬入及び鋼矢板の打込に伴う振動・騒音など、近隣住民の方々には大変ご迷惑をお
掛けしておりますが、作業時間等を調整して、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　　

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

現場代理人 金田 靖人 監理技術者 尾間 賢吾

この度、令和1年7月より進めてきました宮川大橋の耐震補強工事が、令和2年3月末
日をもちまして、完成しましたのでお知らせいたします。

工事に伴い、ご迷惑をお掛けいたしましたが皆様のご理解とご協力をいただき、無事
工事を終えることが出来ました。誠にありがとうございました。

耐震工事
しました！完成

宮川大橋
（伊勢市御薗町地内）

工事前

工事完成

4月 5月３ヶ月予定工程
6月

仮設工 工事用道路工

橋脚巻立工・底版補強

構造物復旧工

鋼矢板が倒れないように鋼製の梁を設置します。通常の機械に長いアームを付けて作業しています。



⑬ 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。
皆様には長期間工事により大変ご迷惑をお掛けいたしましたが、ご理解とご協力を頂きまして 無
事に無事故で工事を完成することが出来ました。
有難うございました。

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

工事完成しました‼

⑭ 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。

令和元年10月より開始したR23号道路照明LED化工事は、無事完了いたしました。

塔世橋 工事完了塔世橋 工事着手前風景

＜ 交差点の明確化 ＞伊勢市 長屋２交差点

施工者 株式会社シンコーワ

TEL059-356-4851

「ご協力ありがとうございました。」
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

工事完成しました‼



⑮ 令和元年度 津管内舗装修繕工事

施工イメージ

ﾀｶﾂｶ ﾕｷﾉﾘ

監理技術者 髙塚 幸宣
ﾆｼｶﾜ ﾐﾁﾉﾘ

現場代理人 西川 充則

施工者 日本土建株式会社

TEL 0598-31-2757

津管内舗装修繕工事を施工する日本土建株式会社です。 弊社が5月初旬より施工しますので、

よろしくお願いします。この工事は主に夜間作業で現舗装を削り取りアスファルト舗設を行います。

工事期間中は、沿道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。

～はたらく車～
今回は道路パトロールカーです。

皆さんも道路を走っている下の写真のような黄色の車を見かけたことがありません

か？道路の安全を確認するために津国道維持出張所では、北部（四日市市中里町～津

市雲出大橋）と南部（雲出大橋～伊勢神宮内宮）を一日交代でパトロールしています。

3月末に津国道維持出張所に2台あるパトロールカーのうちの1台が新しくなりました。

毎回たくさんの距離を走るので古いパトロールカーの走行距離は２８００００Kｍ近く

になっていました。よく10万キロがひとつの目安と言われるので普通の車の3倍近く

を走ったことになります。

パトロールカーには回転灯や、標識装置、無線機などがついていて、道路の異常を見

つけての補修、不法占用物件の注意、落下物や動物死骸の処理などを行っています。



○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
https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/index.html

〒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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