
名張市内　道路規制情報 2020/3/5現在

整理
No. 種別 規制場所 道路

種別 路線名 通行規制 休工情報 工事方法の概要 迂回路 担当部署/連絡先 施工業者

110 工事 名張市蔵持町原出 市道 堂田花山線 R1.8.19 R2.3.31 8:30 17:00 通行止 下水道管埋設工事 名張市上下水道部下水道
建設室 鈴木志朗 63-

㈱マルト重建設 大谷喜世
己 63-7516

148 工事 名張市桔梗が丘3番町地内 市道 桔梗が丘3の36号線外11線 R1.8.19 R2.3.31 8:30 17:00 通行止  片側
交互通行 配水管更新工事 名張市上下水道部水道工

務室 酒井 63-4112
株式会社ヤマタケ 64-
1888

150 工事 名張市桔梗 丘西3番町外地内 県道 上野名張線 R1.9.2 R2.3.31 （うち212日間） 9:00 17:00

令和元年9月2
日 9月末 令
和2年2月 3月
末 昼間片側交
互通行 令和元
年10月1日 令
和2年1月末 
終日片側交互通

下水工事
名張市上下水道部下水道
建設室 大日向勇介 63-
7812

株式会社大道建設 朝倉
稔 63-7717

171 工事 名張市蔵持町原出地内 国道 165号 R1.9.17 R2.3.16 （うち182日間）
9:00 17:00
21:00 5:00
（10月7日 ）

片側交互通行
歩道規制

下水工事（下水道管渠
敷設工事）

名張市上下水道部下水道
建設室 東本秀人 63-
7812

総合建設業株式会社イワ
タ 深山晋 68-2484

179 工事 名張市中知山地内 市道 中知山ダム連絡線 R1.10.1 R2.3.27 8:30 17:00 通行止 （終
日） 法枠工 伊賀建設事務所 男鹿好

彦 24-8217
㈱三和工務店 遠藤彩花
080-2652-2072

182 工事 名張市富貴ケ丘3番町外地内 市道 富貴ケ丘3号線ほか R1.9.24 R2.3.17 8:30 17:00 通行止 
片側交互通行 配水管更新工事 名張市上下水道部水道工

務室 高嶋里季 63-
南建設株式会社 勝田弘
治 63-5345

190 工事 名張市中知山地内 県道 名張曽爾線 R1.10.1 R2.3.27 9:00 17:00 片側交互通行 法面工事（災害防除施
設）

伊賀建設事務所 工事統
括課 男鹿好彦 24-

株式会社三和工務店 遠
藤彩花 080-2652-

209 工事 名張市中知山地内 県道 名張曽爾線 R1.10.15 R2.3.27 9:00 17:00 片側交互通行 落石対策工事 伊賀建設事務所工事統括
課 男鹿好彦 24-8217

株式会社三和工務店 窪
田吉邦 059-271-9669

214 工事 名張市美旗町藤が丘地内 市道 新田南古山線 R1.10.15 R2.3.31 8:30 17:00 通行止 
農業用水管埋設工事
（推進工法及び開削工
法）

東海農政局木曽川水系土
地改良調査管理事務所
青蓮寺支所 大岩正明

山一建設株式会社 中森
善信 24-2001

232 工事 名張市安部田地内 国道 165号 R1.10.30 R2.3.23 9:00 17:00 片側交互通行 ガードレール撤去工
L=12.00m

伊賀農林事務所農村基盤
室基盤整備1課 平田晃
真 24-8132

南建設株式会社 南広紀
63-5345

238 工事 名張市桔梗が丘3番町地内 市道 桔梗が丘3の36号線外7線 R1.12.10 R2.3.9 8:30 17:00 通行止 ガス管（供給管・本支
管）入替工事

名張近鉄ガス株式会社
65-9182 同左

242 工事 名張市西田原地内 市道 北部中央線 R1.11.18 R2.3.16 8:30 17:00 片側交互通行 歩道新設工事 名張市都市整備部道路河
川室 青木智哉 63-

株式会社喜多建設 福田
幹徳 63-9189

245 工事 名張市家野地内 市道 家野新田線 R1.11.19 R2.3.18 9:00 16:00 片側交互通行 電話柱建替工事

株式会社NTTフィールドテク
ノ東海支店 三重営業所
統括部門ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
担当

三重NDS工事株式会社
渡辺浩行 059-253-
2111

252 工事 名張市夏見地内 市道 夏見青蓮寺線 R1.11.25 R2.3.18

8:30 17:00
令和2年1月7日
 3月18日 終
日通行止 

車輛通行止 
＊自転車 歩行
者通行可

道路拡幅工事 伴 擁壁
工、側溝整備工（舗装工
事は別途発注）

名張市都市整備部道路河
川室 監督員 阿部元城
63-7693

三和     現場代理人
緑 直伸 64-1629

258 工事 さつき台2番町地内 市道 さつき台1の21号線、外3線 R1.12.13 R2.3.11 9:00 17:00 通行止 掘削埋め戻し工事 名張近鉄ガス株式会社
木田孝 65-2312 同左

259 工事 名張市すずらん台東1番町4番地 市道 すずらん台41号線 R2.1.6 R2.4.5 9:00 17:00 車両通行止 
（夜間開放） ガス管（供給管）工事 名張近鉄ガス株式会社

桝屋直孝 0595-65- 同左

275 工事 名張市富貴ヶ丘地内 市道 黒田1号線 富貴 丘101号線 R1.12.7 R2.3.8 8:30 17:00 車両通行止 
片側交互通行 下水工事に伴う移設工事 名張近鉄ガス株式会社

木田 孝 0595-65- 同左

276 工事 名張市西原町地内 市道 中村北部6号線 R1.12.2 R2.3.25 （4ヶ月） 8:30 17:00 車両通行止 農業用水管埋設工事
（開削工法）

東海農政局 木曽川水系
土地改良調査管理事務所
青蓮寺支所 大岩正明
0595-26-2153

山一建設株式会社 大田
純也 0595-24-2001

277 工事 名張市新田地内 市道 新田南古山線 R1.12.2 R2.3.25 （4ヶ月） 8:30 17:00 歩道規制 農業用水管埋設工事
（開削工法）

東海農政局 木曽川水系
土地改良調査管理事務所
青蓮寺支所 大岩正明
0595-26-2154

山一建設株式会社 大田
純也 0595-24-2002

規制期間/規制時間帯

※詳細については、各担当部署へ直接お問い合わせください。 名張市役所　都市整備部　維持管理室　0595-63-2151
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278 工事 名張市美旗中村地内 市道 中村北部6号線 R1.12.2 R2.3.26 （4ヶ月） 8:30 17:00 車両通行止 農業用水管埋設工事
（インパイプ工法）

東海農政局 木曽川水系
土地改良調査管理事務所
青蓮寺支所 大岩正明
0595-26-2155

山一建設株式会社 大田
純也 0595-24-2003

279 工事 名張市東町 上野名張線 R1.12.5 R2.3.31 （うち 2 日間） 9:00 16:30 片側交互通行 日休
占用工事 電話工事
（開削によるマンホール鉄
蓋取替 舗装本復旧）

NTTフィールドテクノ東海支
店 川西 伸一 059-
253-0086

NDS株式会社 三重支店
青山 睦 059-253-
2122

283 工事 富貴ヶ丘1番町 市道 富貴ヶ丘101号線 R1.12.9 R2.3.31 （114日間） 8:30 17:00
通行止 

（一般車両 歩
行者）

日曜・荒天
年末年始

下水道工事 （試掘調
査、開削工事）舗装工事

上下水道部 下水道建設
室 大日向 勇介 0595-
63-7812

株式会社 森本 森本敏
之 0595-63-7556

289 工事 名張市桔梗が丘1番町外 国道 165号
市道 桔梗が丘中央線外 R1.12.23 R2.3.13 （うち 53 日間） 9:00 17:00 片側交互通行

車両通行止 
土曜・日曜
強雨天

下水道本管内のカメラ調
査業務及びマンホール調査
業務（工期延長）

上下水道部 下水道維持
室
谷森 浩一郎 0595-63-

名張環境事業協同組合
監督者 竹島 邦尚 67-
0130

290 工事 名張市新田地内 市道 エクセルハイツ1号線 R1.12.20 R2.6.17 （うち 5 日間） 9:00 16:00 片側交互通行 共架柱建替工事 NTTが
定める工法による

NTTフィールドテクノ東海支
店
三重営業所フィールド 統
括部門
フィールドマネジメント担当

三重NDS工事株式会社
渡辺 浩行 059-253-
2111

291 工事 名張市桔梗 丘西1番町地内 市道 桔梗 丘西8号線 R2.1.6 R2.7.4 （うち 5 日間） 9:00 16:00 片側交互通行 共架柱建替工事 NTTが
定める工法による

NTTフィールドテクノ東海支
店
三重営業所フィールド 統
括部門
フィールドマネジメント担当

三重NDS工事株式会社
渡辺 浩行 059-253-
2111

292 工事 名張市赤目町丈六地内 市道 丈六中辻4号線 R2.1.6 R2.4.5 （うち 5 日間） 9:00 16:00 車両通行止 
支線新設・電話柱建替工
事 NTTが定める工法によ
る

NTTフィールドテクノ東海支
店
三重営業所フィールド 統
括部門
フィールドマネジメント担当

三重NDS工事株式会社
渡辺 浩行 059-253-
2111

293 工事 名張市新田地内 国道 上野名張線 R1.12.9 R2.3.31 （4ヶ月間） 8:30 17:00 片側交互通行
農業用水管理設 （  
込 簡易土留   開削
工法）

東海農政局
木曽川水系土地改良調査
管理事務所 青蓮寺支所
0595-26-2153

山一建設株式会社
山田 純也 0595-24-
2001

294 工事 名張市平尾3159-3地
内 市道 柳原平尾線 R2.1.20 R2.3.20 （うち 15 日間） 23:00 5:00 車両通行止 踏切道内軌道補修及 

舗装補修工事

近鉄軌道エンジニアリング株
式会社 名張作業所
井上 浩一郎
080-9599-4314

同左

295 工事 名張市平尾地内 市道 東町名張駅前線 R1.12.11 R2.3.10 （うち 6 日間） 9:00 17:00 全面通行止 平尾造成工事に伴う給水
管接続工事

福岡設備工業株式会社
福岡 清正 0595-52- 同左

299 工事 名張市平尾地内 市道 平尾夏見線 R1.12.20 R2.3.19 （うち 69 日間） 9:00 17:00 徐行 日休
祝休

県工事 主要地方道奈良
名張線 （沖津藻大橋）
橋梁耐震対策工事

伊賀建設事務所 工事統
括課
男鹿 好彦 0595-24-

時基建設 有限会社
杼森 千寿子 0595-64-
9097

309 工事 名張市赤目町柏原地内 市道 安養寺線 R2.1.10 R2.3.10 （うち 5 日間） 9:00 16:00 車両通行止 電話柱新設工事
NTTが定める工法による

NTTフィールドテクノ東海支
店
三重営業所フィールド 統
括部門
フィールドマネジメント担当

三重NDS工事株式会社
渡辺浩行 059-253-
2111

310 工事 名張市滝之原地内 県道 名張青山線 R2.1.10 R2.5.7 （うち 12 日間） 9:00 17:00 片側交互通行 橋梁修繕工事
伊賀建設事務所 保全室
保全課
家永康平 0595-24-

有限会社丸福興業森川隼
丞 0595-221-3388

314 工事 名張市富貴ケ丘地内 市道 富貴ケ丘3号線外5線 R2.2.12 R2.5.11 ８:30 17:00 車両通行止 ガス管（供給管）工事 名張近鉄ガス株式会社
木田 孝 0595-65- 同左

315 工事 名張市夏見地内 市道 溝助線 R2.1.27 R2.7.31 （うち 187 日間） ８:30 17:00 通行止 下水道管埋設工事 上下水道部 下水道建設
室 東本 秀人 0595-

株式会社大道建設 東
喜代美 0595-63-7717

※詳細については、各担当部署へ直接お問い合わせください。 名張市役所　都市整備部　維持管理室　0595-63-2151
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316 工事 名張市赤目町長坂地内 県道 赤目滝線 R2.1.20 R2.3.27 （うち 59 日間） 9:00 17:00 片側交互通行 災害復旧工事
伊賀建設事務所 事業推
進室 道路課 渡邊稔明
0595-24-8221

株式会社 大道建設／福
永尚 080-5115-5808

318 工事 名張市滝之原 夏見地内 県道 名張青山線 R2.1.22 R2.3.13 9:00 17:00 片側交互通行 道路維持修繕工事
伊賀建設事務所 保全室
保全課 山下長利
0595-24-8210

大道ＪＶ/山崎智子
0595-64-1872

320 工事 名張市つつじが丘南2-248 市道 つつじが丘南11号線 R2.2.3 R2.5.2 9:00 17:00 車両通行止 ガス管（供給管）工事 名張近鉄ガス株式会社
桝屋直孝 0595-65- 同左

326 工事 名張市安部田地内 県道 都祁名張線 R2.2.1 R2.3.26 （うち 55 日間） 9:00 17:00 通行止 災害復旧工事 伊賀建設事務所 道路課
／岩田雄大 0595-24-

株式会社丸栄建設／岡田
正裕 0595-63-3535

329 工事 名張市平尾地内 市道 東町名張駅線 R2.2.17 R2.3.10 （うち 23 日間） 9:00 17:00 通行止 下水道取付管埋設工事 上下水道部 下水道建設
室 東本 秀人 0595-

福岡設備工業(株) 福岡
清政 0595-52-1232

330 工事 名張市百合が丘東7番町153 市道 百合が丘東7番町の7号線 R2.2.10 R2.5.9 9:00 17:00 車両通行止 ガス管（供給管）工事 名張近鉄ガス株式会社
桝屋直孝 0595-65- 同左

331 工事 名張市美旗町中1番3668-1先 市道 新田蔵持線 R2.2.10 R2.4.30 9:00 17:00 車両片側交互通行 歩道通行止 ガス管（供給管）工事 名張近鉄ガス株式会社
木田 孝 0595-65- 同左

334 工事 名張市赤目町長坂地内 県道 赤目滝線 R2.2.10 R2.3.27 （うち 47 日間） 9:00 17:00 片側交互通行 災害復旧工事 伊賀建設事務所 流域課
／左橋直也 0595-24-

株式会社丸栄建設／岡田
正裕 0595-63-3535

335 工事 名張市新田地内 県道 上野名張線 R2.2.10 R2.3.8 （うち 3 日間） 9:00 16:00 片側交互通行 支線新設工事

NTTフィールドテクノ東海支
店
三重営業所フィールド 統
括部門
フィールドマネジメント担当

三重NDS工事株式会社
渡辺浩行 059-253-
2111

336 工事 名張市八幡地内 市道 八幡工業団地2号線 R2.2.10 R2.3.31 （うち 2 日間） 9:00 16:00 片側交互通行 支線撤去工事
NTTが定める工法による

NTTフィールドテクノ東海支
店
三重営業所フィールド 統
括部門
フィールドマネジメント担当

三重NDS工事株式会社
渡辺浩行 059-253-
2111

337 工事 名張市つつじが丘南7番町24番地 市道 つつじが丘南中央線 R2.2.17 R2.5.16 9:00 17:00 歩道通行止 車
道幅員減少 ガス管（供給管）工事 名張近鉄ガス株式会社

桝屋直孝 0595-65- 同左

339 工事 名張市東田原ほか地内 市道 東田原北部4号線  9線 R2.2.19 R2.3.27 9:00 17:00 片側交互通行
（車両通行止）

汚水ポンプ及び水位計取
替工事

上下水道部 下水道維持
室 松本 英隆 0595-
63-7102

荏原実業(株)中部営業所
宮尾正彦 052-212-
5220
小川電気工業(株) 中井

340 工事 名張市蔵持町芝出地内 市道 芝出中道線 R2.2.25 R2.3.20 （うち 2 日間） 9:00 17:00 車両通行止 重機にて掘削、埋め戻し、
本復旧

白石設備工業(株) 090-
3567-2211

白石設備工業(株)0595-
41-2036

341 工事 名張市赤目町檀地内 市道 檀中央線 R2.2.13 R2.3.18 （うち 35 日間） 8:30 17:00 片側通行 道路掘削 吉岡組 吉岡一美 090-
1569-7442

吉岡組 吉岡一美 090-
1569-7442

342 工事 名張市上小波田地内 国道 国道165号線
県道滝之原美旗停車場線 R2.2.19 R2.3.27 （うち 10 日間） 9:00 17:00 片側交互通行 汚水ポンプ及び水位計取

替工事

上下水道部 下水道維持
室 松本 英隆 0595-
63-7102

荏原実業(株)中部営業所
宮尾正彦 052-212-
5220

343 工事 名張市新田地内 県道 上野名張線 R2.2.19 R2.3.27 （うち 10 日間） 9:00 17:00 通行止 汚水ポンプ及び水位計取
替工事

上下水道部 下水道維持
室 松本 英隆 0595-
63-7102

荏原実業(株)中部営業所
宮尾正彦 052-212-
5220

344 工事 名張市富貴ケ丘2番町280番地 市道 富貴ケ丘10号線 R2.2.21 R2.5.20 9:00 17:00 車両通行止 ガス管（供給管）工事 名張近鉄ガス株式会社
桝屋直孝 0595-65- 同左

347 工事 名張市平尾3251番地先 市道 平尾8号線 R2.2.27 R2.5.26 9:00 17:00 車両通行止 ガス管（供給管）工事 名張近鉄ガス株式会社
木田 孝 0595-65- 同左

348 工事 名張市平尾地内 市道 東町名張駅線 R2.2.21 R2.3.31 （うち 3 日間） 9:00 16:00 片側交互通行 架空ケーブル撤去工事
NTTが定める工法による

NTTフィールドテクノ東海支
店
三重営業所フィールド 統
括部門
フィールドマネジメント担当

三重NDS工事株式会社
渡辺浩行 059-253-
2111

349 工事 名張市東田原地内 市道 東田原北部1号線 R2.2.24 R2.3.27 （うち 33 日間） 8:30 17:00 全面通行止 水路災害復旧工事 産業部 農林資源室 冨
澤 一郎 0595-63-

光輝建設(株) 鈴木考作
0595-48-7370

※詳細については、各担当部署へ直接お問い合わせください。 名張市役所　都市整備部　維持管理室　0595-63-2151
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350 工事 名張市青蓮寺地内 市道 後山田側線 R2.2.25 R2.3.27 （うち 32 日間） 8:30 17:00 車両通行止 水路災害復旧工事 産業部 農林資源室 石
橋 裕介 0595-63-

（株)喜多建設 小菅拓司
0595-63-9189

351 工事 名張市    丘北1番町54番地 市道     丘北7号線 R2.2.25 R2.5.24 9:00 17:00 車両通行止 ガス管（供給管）工事 名張近鉄ガス株式会社
桝屋直孝 0595-65- 同左

352 工事 名張市夏見地内 市道 上之出中央公園線 R2.3.7 R2.3.9 （うち 3 日間） 8:00 17:00 片側通行 電線工事
中部電力㈱電力     
      津電力    
送電課 藤田 059-246-

(株)シーテック 送電課 富
永達也 059-229-3555

353 工事 名張市夏見地内 市道 坊垣支線 R2.2.28 R2.3.11 （うち 13 日間） 8:30 17:00 車両通行止 ＣＢ塀改修工事 (株)ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｨﾌｹｱ 工事
長 服部三夫 090- 同左

354 工事 名張市中知山地内 県道 名張曽爾線 R2.3.25 R2.4.6 （うち 2 日間） 9:00 17:00 片側交互通行 電気電柱支障工事
中部電力㈱電力     
クカンパニー伊賀営業所
配電課 金澤幸治

株式会社トーエネック伊賀
営業所 日置 敬太
0595-21-0292

355 工事 名張市瀬古口地内 国道 １６５号 R2.3.13 R2.3.13 （うち 1 日間） 9:00 17:00 片側交互通行 電気設備取付け工事
中部電力㈱電力     
クカンパニー伊賀営業所
配電課 金澤幸治

株式会社トーエネック伊賀
営業所 日置 敬太
0595-21-0292

356 工事 名張市大屋戸地内 市道 大屋戸中道3号線外1線 R2.3.9 R2.3.17 （うち 9 日間） 9:00 17:00 車両通行止 汚水水位計取替工事
上下水道部 下水道維持
室 松本 英隆 0595-
63-7102

中部企業(株) 吉川祐輔
080-1670-0751

357 工事 名張市神屋地内 市道 吉原線 R2.3.4 R2.3.6 （うち 2 日間） 9:00 16:00 片側交互通行 電話柱、支線撤去工事
NTTが定める工法による

NTTフィールドテクノ東海支
店
三重営業所フィールド 統
括部門
フィールドマネジメント担当

三重NDS工事株式会社
渡辺浩行 059-253-
2111

358 工事 名張市上長瀬地内 国道 ３６８号 R2.3.9 R2.4.8 （うち 5 日間） 9:00 16:00 片側交互通行 電話共架柱建替工事

NTTフィールドテクノ東海支
店
三重営業所フィールド 統
括部門
フィールドマネジメント担当

三重NDS工事株式会社
渡辺浩行 059-253-
2111

359 工事 名張市夏見地内 市道 夏見青蓮寺線 R2.3.16 R2.4.30 終日車両通行止 道路拡幅工事 伴 
舗装工事

都市整備部 道路河川室
阿部 元城 0595-63-

（株)富士ｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ 服部
仁 0595-41-2231

360 工事 名張市百合が丘東9番町242番地 市道 百合が丘東9番町の10号線 R2.3.18 R2.6.17 9:00 17:00 車両通行止 ガス管（供給管）工事 名張近鉄ガス株式会社
桝屋直孝 0595-65- 同左

361 工事 名張市百合が丘東1番町220番地の4 市道 百合が丘東1番町の6号線 R2.3.25 R2.6.24 9:00 17:00 車両通行止 ガス管（供給管）工事 名張近鉄ガス株式会社
桝屋直孝 0595-65- 同左

362 工事 名張市滝之原地内 農道 滝之原線 R2.3.4 R2.3.30 （うち 8 日間） 片側通行 舗装工事
伊賀農林事務所 農村基
盤室 基盤整備１課／平
田晃真 0595-24-8132

日新舗装(株) 山口侑暉
0595-38-1564

363 工事 名張市上小波田地内 国道 １６５号 R2.3.12 R2.6.29 （うち 8 日間） 9:00 17:00
20:00 5:00 片側交互通行 舗装修繕工事

伊賀建設事務所 保全室
保全課 家永康平
0595-24-8210

株式会社二幸建設/吉山
晃敏 0595-23-0220

※詳細については、各担当部署へ直接お問い合わせください。 名張市役所　都市整備部　維持管理室　0595-63-2151


