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【局長表彰】
優良工事 H25富士山千束第５砂防堰堤本体工事（㈱石井組）
優良業務（土木） H25由比地区地すべり対策工設計業務（日本工営㈱名古屋支店）
優良業務技術者 亀田　尚志（日本工営㈱名古屋支店H25由比地区地すべり対策工設計業務）
非常勤職員（医員） 原　太平
【事務所長表彰】
優良工事 H23由比地すべり大久保排水トンネル工事（大日本土木㈱名古屋支店）
 H25富士山弓沢第５砂防堰堤工事（井上建設㈱）
優良工事関係協力会社
 宇高総合建設 （H25富士山千束第５砂防堰堤本体工事）
 土屋ブルドーザー工事㈱（H25富士山千束第５砂防堰堤本体工事）
 ㈲誠進建設 （H25富士山千束第５砂防堰堤本体工事）
 ㈱佐野組 （H23由比地すべり大久保排水トンネル工事）
 横山工業㈱ （H23由比地すべり大久保排水トンネル工事）
 山田組 （H25富士山弓沢第５砂防堰堤工事）
 勝又建設㈱ （H25富士山弓沢第５砂防堰堤工事）
関係協力会社専任技術者 中野　浩満（横山工業㈱H23由比地すべり大久保排水トンネル工事）
優良工事技術者 弘瀬　昇（井上建設㈱H25富士山弓沢第５砂防堰堤工事）
優良業務（土木） H25由比地区地すべり観測機器検討業務（国土防災技術㈱静岡支店）
優良業務（地質） H25富士山南部物理探査業務（応用地質㈱静岡支店）
優良業務技術者 池島　剛（日本工営㈱名古屋支店H25富士山火山噴火緊急減災対策検討業務）

独立行政法人国際協力機構（JICA）が主催する「イン
フラ施設における災害対策」研修にて、11カ国12名（フ
ィリピン、タイ、東ティモール、ミャンマー、チリ、セネガル、
パプアニューギニア、ブラジル、スーダン、ケニア（2名）、
エルサルバドル）の研修員が、７/８・９に当事務所に来
所しました。

見学会、出前講師

平成26年7月22日に中部地方整備局において成績優秀な工事、業務等の局長表彰が行われ、引き続き7月28日には、
富士砂防事務所長表彰を行いました。

H26　優良工事等の表彰

７/９富士山宝永火口視察（JICA研修） ５/23現場見学（島田工業高校）

島田工業高校都市工学科２年生40名が、静岡市清水区
由比地区で実施している地すべり対策事業箇所の現場を
見学しました。写真は完成した集水井で、換気施設がな
く中に入るには非常に危険なため、酸素濃度計を持って
入る説明を受けているところです。

「ふじあざみ」に掲載して
いる内容・データ等は、現
時点までに得ている調査結
果を基本にしています。
今後の調査等の進展によ

り、内容の一部または全部
に変更が生じる場合もあり
ます。

●ご意見・ご感想・ご質問など、お気軽にお寄せください。

国土交通省中部地方整備局　富士砂防事務所
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国土交通省中部地方整備局

富士砂防事務所

静岡県富士宮市三園平1100

電話 0544-27-5221

http://www.cbr.mlit.go.jp/fujisabo/

平成26年８月８日　第90号

■富士宮砂防出張所
〒418-0103 静岡県富士宮市上井出1321-9
TEL 0544‐54‐0236

■由比出張所
〒421-3211 静岡県静岡市清水区蒲原新田２丁目16-8
TEL 054‐389‐1202

〒418-0004 静岡県富士宮市三園平1100
TEL ０５４４‐２７‐５３８７
担当／建設専門官 落合 または 調査課長 大森まで
インターネット　http://www.cbr.mlit.go.jp/fujisabo/
Ｅ－ｍａｉｌ　fujisabo＠cbr.mlit.go.jp

国土交通省と各都道府県では、昭和58年から毎年６月を「土砂災害防止月間」として、土砂災害の防止と被
害の軽減を図るための各種活動を実施しています。
平成26年度は、行政のみならず住民参加を主とする諸行事や活動に重点を置き、国、都道府県、市町村等
が連携し、土砂災害防止意識の普及、警戒避難・情報伝達体制の整備等を推進することで実施しました。
富士砂防事務所では、土砂災害防止月間中にはじめてヘリコプターによる法面点検（6/6）を実施し、田辺静
岡市長と上空から由比地区の法面の状況を確認しました。また、月間の取り組みとして土石流危険渓流点検
（6/4）、由比地すべり防止施設の静岡県、静岡市との合同点検（6/19）、静岡市葵区青葉通りでの土砂災害防
止啓発活動（6/21）、その他工事現場見学会等を実施し、あらためて土砂災害防止と被害の軽減について意識
し地域のみなさんに啓発することができました。

土砂災害防止月間の取り組み土砂災害防止月間の取り組み

information information　お 知 ら せ　information information

6/19　由比地すべり防止施設の合同点検（国・県・市） 6/21　青葉公園で啓発活動

由比地すべり対策箇所をまんなか号で上空から点検しテレビ静岡からの取材に応じる吉田事務所長

表彰写真
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Special feature Special feature　特　集　Special feature Special feature Special feature Special feature　特　集　Special feature Special feature

砂防堰堤が捕捉した最大長10mほどの巨石

梨子沢土石流災害により被災した自治体（南木曽町）支援を目的として、「渓流調査」
及び「砂防堰堤を中心とした施設点検」のために、富士砂防事務所より職員を派遣しました。
今後も、災害が発生した場合には、自治体支援のためTEC-FORCEを派遣します。

緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を長野県南木曽町へ派遣 渓流調査（不安定土砂・流木の堆積状況）

※緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）とは、大規模自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、地方公共団体等が
行う被災状況の迅速な把握や早期復旧に関する技術的支援を行うものです。災害規模、発生場所等に応じて、複数の整備局・
事務所等から出動します。

砂防堰堤を中心とした施設点検

梨子沢土石流の被災自治体支援のために職員派遣　７月11日（金）～13日（日）

▲７月11日　富士砂防事務所玄関にて（出発時撮影）

▲報告会には約30名が参加
　（富士宮市職員6名、富士市職員1名、富士砂防職員23名）

▲梨子沢上流域及び砂防施設整備状況
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木曽川

南木曽
中学校

JR中央本線 南木曽町
役場

梨子沢

国道 19号

事務所及び近隣自治体職員への報告会
7月15日（火）

梨子沢第２砂防堰堤【国土交通省施工】では、大量の巨石、土砂、流木を捕捉し、下流
の被害を軽減しました。

７月９日、長野県南木曽町にお
いて、台風８号による土石流によ
り、中学生１名が亡くなる土砂災
害が発生しました。
国土交通省では、南木曽町を支

援するため、中部地方整備局、国
土技術政策総合研究所が、緊急災
害対策派遣隊（TEC-FORCE）を
派遣し、二次災害の防止や早期復
旧のための技術支援などを実施し
ています。
富士砂防事務所においても、有

澤地すべり対策課長、加藤技術係
長、奥村運転手等を、7月11日か
ら７月13日の間、南木曽町　梨
子沢に派遣しました。
富士砂防現地調査班は、梨子沢

砂防堰堤～梨子沢第２砂防堰堤間
において、「渓流調査（不安定土砂・
流木の堆積状況）」及び「砂防堰
堤を中心とした施設点検」を実施
しました。

は捕捉した巨石
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