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TEL　0265-53-7200 FAX　0265-53-7210

6月16日10時より「道の駅」日義木曽駒高原、及び6月２３日10時より下伊那地
方事務所にて主旨説明させて頂きます。

「道路老朽化対策」パネル展を開催します
～高齢化する道路施設を次世代に引き継ぐために～

平成26年6月12日

２．開催場所と時期

１．概要

　「道路老朽化対策」パネル展（資料１）

塩尻市桔梗ヶ原記者クラブ、木曽合同庁舎記者室、伊那市役所記者クラブ
飯田市役所記者クラブ

　高度経済成長期に集中的に整備された道路施設は急速に高齢化が進むこと
が確実で、老朽化対策は喫緊の課題となっています。道路は、国民の共用資
産であり、少しでも長く使えるようにきめ細かい点検と修繕を行って次世代
へ引き継いでいくことが必要と考えています。一方で、多くの道路インフラ
を管理する地方公共団体は、予算・人員・技術の面で課題を抱えています。
　長野県においては、平成26年５月2８日に国、県、市町村、高速道路会社
などからなる「長野県道路メンテナンス会議（会長：長野国道事務所長）」
を発足し、道路インフラの予防保全・老朽化対策の体制強化を図り、円滑な
道路管理の促進と道路構造物の予防保全・老朽化対策を進めております。
その一環として、道路インフラの現状を広く皆様にご紹介することを目的に
「道路の老朽化対策」のパネル展を開催することにしました。
　パネル展は、南信地域において　平成26年6月１６日より「道の駅」大桑
及び「道の駅」日義木曽駒高原を皮切りに展開していきます。

　長野県南信地域の「道の駅」、自治体ロビー等にて平成２６年６月１６日
より開催。開催場所は別紙参照。

３．配付資料

飯田国道事務所からのお知らせ

地域と連携した

緑の道づくり

国土交通省 中部地方整備局

飯田国道事務所

〒３９５－００２４
長野県飯田市東栄町３３５０番地

電 話 (0265) 53-7200（代表）
ファックス (0265) 53-7210
Ｅ-メール iikoku@cbr.mlit.go.jp



○パネル展示予定（長野県内６月予定）
（平成26年6月12日現在）　

長野県

場所 イベント名 施設名 住所 実施時期

大桑村 パネル展 「道の駅」大桑 長野県木曽郡大桑村野尻160-27 H26.6.16 ～ H26.6.20 飯田国道事務所　管理第二課 0265-53-7206

木曽町 パネル展 「道の駅」日義木曽駒高原 長野県木曽町日義4730-3 H26.6.16 ～ H26.6.20 飯田国道事務所　管理第二課 0265-53-7206

飯田市 パネル展 長野県下伊那地方事務所 長野県飯田市追手町2-678 H26.6.23 ～ H26.6.27 飯田国道事務所　管理第二課 0265-53-7206

伊那市 パネル展 長野県上伊那地方事務所 長野県伊那市荒井3497 H26.6.30 ～ H26.7. 4 飯田国道事務所　管理第二課 0265-53-7206

※　引続き長野県南信地方で開催していきます。

問合せ先



○展示パネル（一例）

○パネル展開催イメージ

「道路老朽化対策」パネル展 資料１



＜参考＞

○パネル展示予定（６月予定）
（平成26年6月12日現在）　

岐阜県

場所 イベント名 施設名 住所 実施時期

岐阜市 パネル展 岐阜市役所 岐阜県岐阜市今沢町18番地 H26.6. 9 ～ H26.6.13

関市 パネル展 関市役所 岐阜県関市若草通3丁目1番地 H26.6. 9 ～ H26.6.13

山県市 パネル展 山県市役所 岐阜県山県市高木1000番地1 H26.6. 9 ～ H26.6.13

中津川市 パネル展 道の駅「きりら坂下」 岐阜県中津川市坂下450番地2 H26.6.16 ～ H26.6.20

瑞浪市 パネル展 瑞浪市役所 岐阜県瑞浪市上平町1-1 H26.6.16 ～ H26.6.27

大垣市 パネル展 大垣市役所 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地 H26.6.23 ～ H26.6.27

高山市 パネル展 高山市役所 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地 H26.6.30 ～ H26.7. 4

愛知県

場所 イベント名 施設名 住所 実施時期

東海市 パネル展 東海市役所 愛知県東海市中央町一丁目1番地 H26.6.10 ～ H26.6.30

小牧市 パネル展 小牧市役所 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地 H26.6.10 ～ H26.6.20

蒲郡市 パネル展 蒲郡市役所 愛知県蒲郡市旭町17番1号 H26.6.16 ～ H26.6.27

西尾市 パネル展 西尾市役所 愛知県西尾市寄住町下田２２ H26.6.16 ～ H26.6.25

田原市 パネル展 田原市文化会館 愛知県田原市田原町汐見5 H26.6.24 ～ H26.7. 2

豊川市 パネル展 豊川市役所 愛知県豊川市諏訪1−１ H26.6.30 ～ H26.7.11

三重県

場所 イベント名 施設名 住所 実施時期

鈴鹿市 パネル展 鈴鹿市役所 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 H26.6.12 ～ H26.6.27

松阪市 パネル展 松阪市役所 三重県松阪市殿町1340番地1 H26.6.16 ～ H26.6.20

伊賀市 パネル展 ハイトピア伊賀４階 三重県伊賀市上野丸之内500番地 H26.6.23 ～ H26.6.29

三重県 パネル展 三重県庁 三重県津市広明町13番地 H26.6.30 ～ H26.7.15

静岡県

場所 イベント名 施設名 住所 実施時期

静岡市清水区 パネル展 静岡市清水区役所 静岡市清水区旭町6番8号 H26.6.16 ～ H26.6.20

湖西市 パネル展 湖西市役所 静岡県湖西市吉美3268番地 H26.6.16 ～ H26.6.30

駿東郡長泉町 パネル展
長泉町健康づくりセンター
（ウェルピアながいずみ）

静岡県駿東郡長泉町納米里549番地 H26.6.17 ～ H26.6.29

焼津市 パネル展 焼津市役所　大井川庁舎 静岡県焼津市宗高900番地 H26.6.23 ～ H26.6.27

長野県

場所 イベント名 施設名 住所 実施時期

大桑村 パネル展 「道の駅」大桑 長野県木曽郡大桑村野尻160-27 H26.6.16 ～ H26.6.20

大桑村 パネル展 「道の駅」日義木曽駒高原 長野県木曽郡木曽町日義4730-3 H26.6.16 ～ H26.6.20

飯田市 パネル展 長野県下伊那地方事務所 長野県飯田市追手町2-678 H26.6.23 ～ H26.6.27

伊那市 パネル展 長野県上伊那地方事務所 長野県伊那市荒井3497 H26.6.30 ～ H26.7. 4

※　引続き中部地方整備局管内で開催していきます。
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