
津国道維持通信
２０２０年 ９月発行 ＶＯＬ．5３

国土交通省 三重河川国道事務所 津国道維持出張所発行

三重県年金受給者協会 津支部 鈴鹿支部会の皆様と
道路の美化清掃活動を実施しました。

国道23号 鈴鹿警察署前にて

この日はゴミ袋12袋分の草を取りました！

8月は「道路ふれあい月間」でした。毎年8月には三重河
川国道事務所の職員もボランティアサポート（通称：ボラ
サポ）に参加させていただき、皆さんに日頃の感謝を伝え
ると共に、交流を深めています。当日8月9日（日）はと
ても暑い日でしたが、距離を保ちつつ、皆で協力して作業
を行いました。年金受給者協会 鈴鹿支部会代表の世古さ
んによると、この会は今年で設立30周年だそうです。会
員を4つのグループに分けて、市道を含む市内4箇所で日
曜日ごと順番にボラサポを実施しています。最近は会員の
高齢化もあり、参加できる人数が減ってきているので、毎
週出てくださっている方もいるそうです。この日も91歳
の男性が元気に参加してくださっていました。道路の美化
がこうした皆さんの活動に支えられていることを改めて感
じ、頭が下がる思いでした。9月に入りましたが、まだ日
差しのきつい日もあります。マスクをつけての作業はより
大変ですが、無理をせず、続けていただきたいと思います。

三重県年金受給者
協会 鈴鹿支部会
の皆様には日頃か
ら道路の美化活動
にご協力いただい
ております。
このたび、その功績が称えられ
道路愛護表彰の表彰を受けました。
あいにく新型コロナの影響で予定して
いた表彰式は中止となりましたので、
当日に表彰状を授与させていただきま
した。

年金受給者協会鈴鹿支部 代表 世古さん（右）



工事完成しました‼

令和元年度 津管内舗装修繕工事

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。 5月中旬より舗装修繕工事を行ってい

ました松阪地区、津地区の施工が終了し無事工事を完了することが出来ました。工事中は、国道

の規制及び夜間施工に、ご理解とご協力をして頂きありがとうございました。

ニシカワ ミチノリ タカツカ ユキノリ

松阪地区 完成 津地区 完成

現場代理人 西川 充則 監理技術者 髙塚 幸宣

「 ご協力ありがとうございました 」

令和2年度 23号新金剛川橋耐震補強工事

マツサカシタカマチ ニシクロベチョウ キョウリョウ タイシンホキョウ マルショウケンセツ

この度、松阪市高町～西黒部町において、橋梁の耐震補強工事を行う、(株)丸昇建設です。

工事期間中は、騒音・振動及び工事車両の走行等による周辺の皆様方への影響を最小限に

努めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

ポリマーセメント

で補強します

←至津
至伊勢→

クロカワ ヒロタカ

現場代理人 黒川 浩孝

兼 監理技術者

施工者 (株)丸昇建設



令和２年度 津管内交通安全施設工事

この度、津市塔世橋南詰交差点～津市北丸之内交差点の間において、津管内交通安全施設工事を行う

松阪興産株式会社です。本工事は、歩道内の自転車の通路を明確に区別し、歩道をより安全に利用し

ていただくことを目的とします。

店舗が並ぶ前で施工するため、各店舗、店舗利用客、歩道利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしま

すが、安全に利用していただくために最善を尽くして施工を行いますので、ご理解、ご協力を賜りま

すようよろしくお願い致します。

施工者 松阪興産㈱
℡059-271-7152

ハッタ マサキ

現場代理人 八田 雅紀
ヤマモト ヨシヒロ

監理技術者 山本 桂弘

令和２年度 23号中里高架橋補修工事

施工者 (株)久志本組

TEL 059-336-5888

よっかいちし おおあざ しおはま こうかきょう くしもとぐみ

この度、四日市市大字塩浜地内において、高架橋の補修工事を行う、(株)久志本組です。

工事期間中は、工事規制等により地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一

で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

・足場を設置して作業を行います

足場

つじ ともゆき

現場代理人 辻 朋之
かわぞえ ひろふみ

監理技術者 川添 裕史

工事区間 R23号上下歩道

津市塔世橋南詰交差点～

津市北丸之内交差点



植生法面をコンクリートに変えます。

工事区間

35.2kp～35.4kp付近

この度、津市高茶屋小森地内において、法面の防災対策を行う東進産業(株)です。 この工事は、国道
23号中勢ＢＰに隣接する法面の防草対策を行う工事です。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実施します
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

令和2年度 三重管内防災対策工事

国道23号中勢BP  35.2kp～35.4KP(上り・下り)

現場代理人 ・監理技術者
にしした よしあき

西下 佳明

令和2年度 松阪南地区橋梁耐震補強工事

松阪東大橋 勢々川橋

令和2年度 松阪南地区橋梁耐震補強工事 の施工を行う株式会社 田村組です。
工事内容は、松阪東大橋下部及び上部の補強工事と勢々川橋下部及び上部の補強工事です。
松阪東大橋の作業は、櫛田川右岸側堤防より工事用道路を取付て櫛田川河川内で作業を行います。
勢々川橋の作業は、側道の通行止めを行い作業をする予定です。
資機材搬入時等で地域住民・道路利用者の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

施工者 株式会社 田村組
℡ 0598-67-6802

(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
監理技術者 中村 充延 現場代理人 荒木 大司



令和2年度津南地区橋梁耐震補強工事

令和2年度 津管内交通安全整備工事

競艇場

松阪方面→

相 川 志登茂川施工箇所

施工箇所

江戸橋
松阪方面→←鈴鹿方面

国道２３号線の相川橋と江戸橋の耐震補強工事を行います株式会社アイケーディです。

相川橋は橋脚巻立て工、橋脚補強工、法覆護岸工を、江戸橋は橋梁付属物工(落橋防止装置)を

行います。

工事期間中は、交通規制等により地域住民の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、

ご協力のほどよろしくお願いします。

施工者 株式会社 アイケーディ

TEL 059-225-7117

現場代理人 濱村 文紀 監理技術者 石田 義信

松阪地区 明和町中村 舗装修繕 (舗装を新たに修繕します)

至 津
至 伊勢

イオンモール明和

令和2年度 津管内交通安全整備工事を行います、株式会社田村組です。
当工事は四日市市中里町～伊勢市宇治今在家町において交通安全のための施設を整備する工事です。
主な工事内容は、一般国道23号線(鈴鹿地区・津地区・松阪地区)において舗装修繕工事を行います。
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
よろしくお願い致します。

施工者 (株)田村組

TEL 0598-21-2563

クラグチ ヨシノリ

現場代理人 倉口 芳範

ナカス ノブユキ

監理技術者 中須 伸行

ハマムラ フミノリ イシダ ヨシノブ



令和2年度 伊勢地区橋梁耐震補強工事

施工者 宮本建設㈱
℡0596-28-6131

オマ ケンゴ

現場代理人・監理技術者 尾間 賢吾

令和２年度 伊勢地区橋梁耐

震補強工事を施工します宮本建

設株式会社です。

宮川大橋の主な工事内容と

しては、柱が倒壊しないよう

鉄板による橋脚巻立てを施工

します。

勢田川橋の主な工事内容と

しては、地震時に橋が落ちる

ことが無いよう、落橋防止装

置を取り付けます。

より良い構造物を目指して、

安全作業で施工を行いますの

で、どうぞよろしくお願いし

ます。

尾間 賢吾

令和2年度 中勢ＢＰ橋梁耐震補強工事

むつあい くぼた きょうきゃく

この度、津市大里睦合町～大里窪田町において、橋脚の耐震補強工事を行う、三重農林建設(株)です。

工事期間中は、資機材の搬入及び交通規制等により地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一

で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

TEL ０５９－２３２－０５５５



令和２年度 三重管内道路情報表示設備工事

施工者 NDS株式会社

TEL 059-253-2120 現場代理人 やましろ かつや

山城 勝也

至四日市

至津

国道23号線

工事区間

国道２３号線 下り車線

鈴鹿市玉垣地内（9.11kp）

この部分の取替えを行います

この度、鈴鹿市玉垣地内において、三重管内道路情報表示設備工事を行うNDS株式会社です。

本工事は、道路情報表示板の取替え工事をおこないます。

工事実施中は、地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全施工で工事を進めてまいりますので

ご理解、ご協力をお願い致します。

令和2年度 津管内舗装修繕工事

①津市河芸町上野地内

工事個所

上野北交差点

至鈴鹿

至松阪

②津市南中央地内

工事個所

大倉交差点 南中央交差点

至松阪

至鈴鹿

令和2年度 津管内舗装修繕工事を施工
する中井土木株式会社です。

この工事は日頃、皆様が通行されてい
る国道２３号線（津河芸地区～津南中央
地区）の区間において劣化した道路を新
しくして道路利用者の方々の安全と円滑
な交通確保を計ることを目的としていま
す。

現在、着工に向けての調査等を行って
います。工事が始まると本線の交通規制
(夜間)を伴う作業となります。工事期間
中に通行される皆様には大変ご迷惑をお
かけすることになりますが、何卒ご理解
とご協力の程よろしくお願いいたします。

施工者 中井土木株式会社

TEL0598-５１-７５６５

なかむら ちゅうさく

監理技術者 中村 仲作
おおもり たかゆき

現場代理人 大森 敬之



ボランティア清掃活動
本社が23号伊勢市小木町にある朝日丸建設株式会社の皆さんが地域貢献として
ボランティア清掃活動を定期的に行っていただいています。コロナの影響で、
今年度は初の開催となりました。８月２９日（土）熱中症対策として今回は夕
方15:30～17:00に清掃活動を行いました。

このあたりは、小・中学生の通学路
にもなっているので歩行者の安全確
保を第一に考えて、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！

間隔を十分とって作業にあたりました。

朝日丸建設 浦田さん津国道維持出張所長 秋葉

津国道維持出張所では、道路の安全を確認するために、
北部（四日市市中里町～津市雲出大橋）と
南部（津市雲出大橋～伊勢神宮内宮）にわけて一日交
替でパトロールを実施しています。落下物を拾ったり、
ポットホール（道路にできた穴ぼこ）を埋めたり、
ガードレールや標識の破損がないか確認します。また、
車にひかれてしまった動物死骸の回収もします。
出張所には時々、飼い主から「飼っている動物がいな
くなってしまったが、国道での回収記録はないです
か？」という問い合わせが入ります。後から「見つか
りました！」とわざわざ電話をいただくこともありま
す。そんな時はこちらもとても嬉しくなります。
左の写真は、飼い猫がいなくなってしまい、一生懸命
探している方から津維持に届いたものです。9月13日
現在残念ながらまだ見つかっていないそうです。
もし、どなたかみかけられましたら、津国道維持出張
所までご一報をお願いいたします。

探しています

水分補給もこまめにしました。

朝日丸建設の
皆さん、猛暑
のなかどうも
ありがとうご
ざいました。



R2年9月11日

R1年11月22日

R2年1月22日R1年12月25日

三重河川国道事務所の庁舎は今から
57年前の昭和38年に建設されました。長
い歳月で老朽化が進み、現在庁舎建替工
事をおこなっています。昨年の写真を見
ると、少しずつ工事が進んでいく様子が
うかがえます。写真を掲載するのにあい
だがあいてしまいましたが、順調に工事
が進み、タイル張りの工程も始まり、い
よいよ外観イメージがつきやすくなって
きています。また、工事進捗状況を皆様
にお伝えしていきたいと思います。



○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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