
国土交通大臣政務官視察

４／２８
大野国土交通大臣政務官名古屋港視察③

船長から清龍丸の機能を説明
（名古屋港湾事務所）

４／２８
大野国土交通大臣政務官名古屋港視察①

海上交通センター展望室にて名古屋港の概要説明
（名古屋港湾事務所）

４／２８
大野国土交通大臣政務官名古屋港視察④

清龍丸の前で記念撮影
（名古屋港湾事務所）

４／２８
大野国土交通大臣政務官名古屋港視察②

清龍丸の業務について船長より説明
（名古屋港湾事務所）



名古屋市長視察

５／２４
河村名古屋市長が名古屋港視察③

船上で名古屋港の事業概要の説明を行う
（名古屋港湾事務所）

５／２４
河村名古屋市長が名古屋港視察④

船上で名古屋港の事業概要の説明を行う
（名古屋港湾事務所）

５／２４
河村名古屋市長が名古屋環状二号線視察①

事務所長から事業概要の説明を受ける
（愛知国道事務所）

５／２４
河村名古屋市長が名古屋環状二号線視察②

塚原局長の説明を受ける市長
（愛知国道事務所）



防災・災害関係

５／２４
出水期を前に「水のう」を活用した水防工法の実演

（安倍川河川敷）
土のうよりも手間や時間を削減できる水のうを用いて実演を行った

５／２５
交通遮断機・道路情報板の操作訓練①

（飛騨市神岡町）
通行止め遮断機の操作訓練の様子

（高山国道事務所）

５／２５
交通遮断機・道路情報板の操作訓練②

（飛騨市神岡町）
道路情報板操作訓練及び表示確認の様子

（高山国道事務所）

５／２９
国道１９号 岐阜･長野県境間 大雨事前通行規制訓練遮断機操作訓練実施中

（多治見砂防国道事務所）



防災・災害関係

５／１６
国道４２号 紀勢国道管内

荷坂ゲート及び南浦ゲート雨量規制ゲート操作訓練

梅雨の時期に入る前にゲート操作及び通行規制での
対応について確認
（紀勢国道事務所）

５／１６
国道４１号 岐阜県加茂郡

通行規制装置（遮断機）操作訓練
大雨による危険に備えて遮断機操作訓練を実施

（岐阜国道事務所）

５／１７
国道１号 鈴鹿峠 遮断機操作訓練

職員が雨量規制ゲート操作手順を確認
（三重河川国道事務所）

５／１８
国道２５号 名阪国道向井IC雨量規制ゲートの操作訓練

梅雨入りを前に事前通行規制に備えた
遮断機及び情報板の操作訓練を実施

（北勢国道事務所）



防災・災害関係

５／１４
狩野川流域における過去最大規模の演習「平成29年度 狩野川連合総合水防演習・

広域連携防災訓練を開催①
国土交通大臣代理 武藤国土交通事務次官による開会の挨拶

５／１４

狩野川流域における過去最大規模の演習
「平成29年度 狩野川連合総合水防演習・広

域連携防災訓練を開催②
三島市水防団による水防工法（木流し工）

５／１４

狩野川流域における過去最大規模の演習
「平成29年度 狩野川連合総合水防演習・広

域連携防災訓練を開催③
中学生による水防工法体験（積み土のう工）

５／１４

狩野川流域における過去最大規模の演習
「平成29年度 狩野川連合総合水防演習・

広域連携防災訓練を開催④
静岡県警察、駿東伊豆消防本部による

水難救助訓練

５／１４

狩野川流域における過去最大規模の演習
「平成29年度 狩野川連合総合水防演習・

広域連携防災訓練を開催⑤
自衛隊による救援物資輸送訓練



防災・災害関係

５／１４
平成29年狩野川連合

総合水防演習・広域連携防災訓練①
清水港での開会式（サテライト会場）

５／１４
平成29年狩野川連合

総合水防演習・広域連携防災訓練②

静岡県消防防災航空隊ヘリコプター「オレンジアロー」
による漂流者救助訓練（サテライト会場）

５／１４
平成29年狩野川連合

総合水防演習・広域連携防災訓練③

清水警察署 警備艇「するが」による漂流者救助訓練
（サテライト会場）

５／１１
～防災業務（庁舎点検）演習②～

一次点検（初期点検）の様子
建物の被災状況点検

（総務部・合庁管理室・営繕部）

５／１１
～防災業務（庁舎点検）演習①～

一次点検（初期点検）の様子
建物の被災状況点検

（総務部・合庁管理室・営繕部）

５／１４
平成29年狩野川連合総合

水防演習・広域連携防災訓練④
海上自衛隊による海上輸送訓練

（サテライト会場）



防災・災害関係

５／１８
第８回 南海トラフ地震対策中部圏戦略会議

（ポートメッセ名古屋）

南海トラフ地震へ対応するための平成29年度活動
計画と今後の進め方を審議

５／１８

南海トラフ地震に対する緊急防災対策シンポジウム
（ポートメッセ名古屋）

約800名が参加し、大規模災害に対し産学官民が協
働して対応すべき事項及び社会資本整備の重要性
について、パネリストたちによる意見交換を実施

５／１９
平成29年度八百津町・御嵩町合同防災関係等会議①(可児郡御嵩町）

～国と町との災害時における連携強化～
災害時における迅速・緊密な連携体制を図ることを目的に開催しました。

５／１９
平成29年度八百津町・御嵩町

合同防災関係等会議②(可児郡御嵩町）
～国と町との災害時における連携強化～

会議終了後、御嵩町の防災拠点としてH29.4に開設された

「御嵩町防災コミュニティセンター」の視察を行いました。

５／１１
第３回木曽川上流水防災協議会
（岐阜ブロック）を開催（岐阜市）

「木曽川上流の減災に係る取組方針」の
フォローアップを実施



旬な現場

５／２６
瑞浪市立稲津小学校 小里川ダム見学①

小里川ダム内のゲート室を探検
（庄内川河川事務所）

５／２６
瑞浪市立稲津小学校 小里川ダム見学②

見学後、ダムをバックに記念撮影
（庄内川河川事務所）

５／２４
岐阜県立岐南工業高校の生徒が現場見学（高山市下切町）

中部縦貫自動車道高山清見道路下切高架橋Ｐ５下部工（配筋）の説明状況
（高山国道事務所）



旬な現場

５／１９
ＪＩＣＡ研修生が由比地すべり対策事業を視察①
地すべり対策事業が守るものと守り方を説明

（富士砂防事務所）

５／１９
ＪＩＣＡ研修生が由比地すべり対策事業を視察②

工事の安全管理について講義
「Ｊａｐａｎｅｓｅ standrad OK?」

５／１９
ＪＩＣＡ研修生が由比地すべり対策事業を視察③
集水井（しゅうすいせい）の機能と効果を説明



旬な現場

５／１８
長谷中学校２年生の皆さんによる現場見学

（分派堰・土砂バイパストンネル・湖内堆砂対策施設）
総合的な学習の時間における湖内堆砂対策施設の見学

（三峰川総合開発工事事務所）

５／１７
桑名市の中学生が名古屋港を見学

海洋環境整備船「白龍」のゴミ回収デモンストレーションを見学する中学生
（名古屋港湾事務所）

５／１３
現場見学会

鍛冶ヶ入（かじがいり）第５砂防堰堤：土岐市
「妻木の歴史文化と砂防を気軽に楽しく学習しよう」で砂防堰堤を見学

（多治見砂防国道事務所）



旬な現場

５／９～１２
第2回排砂バイパストンネルに関する国際ワークショップ①

ワークショップ最終日 スタディ・ツアーでの
土砂バイパストンネル見学

（三峰川総合開発工事事務所）

５／２
狩野川放水路を韮山南小学校の児童が見学

伊豆の国市の小野市長が
狩野川台風体験談を児童に語る

（沼津河川国道事務所）

４／２７・５／１１
地元企業の皆さんによる現場見学

（湖内堆砂対策施設・土砂バイパストンネル・分派堰他）
企業研修の一環として土砂バイパストンネル吐口を見学

（三峰川総合開発工事事務所）

５／１１
第2回排砂バイパスに関する国際ワークショップ②

小渋ダム堤体、土砂バイパストンネル
吐口から呑口の視察（参加者約４０名）

（天竜川ダム統合管理事務所）



事業トピックス

５／１６
マスコミを対象に事業概要説明会を開催

飛騨地域を担当する記者と意見交換会の様子
（高山国道事務所）

５／９
平成29年度 第1回木曽川水系流域委員会を開催

木曽川水系河川整備計画の点検及び変更にあたり、学識経験者より意見聴取を行いました。
（愛知県 名古屋市）

５／１
道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」開駅式典

伊豆半島の玄関口に情報発信拠点となる道の駅が開駅！
（沼津河川国道事務所）



出前講師・学習支援・講習

４／２６
飛騨高山高校の生徒による水生生物調査（中部縦貫自動車道高山西IC）

水生生物（トンボのヤゴ等）を採集し、図鑑等により分類する生徒たち（高山国道事務所）

５／２２
広報講習会①

時事通信社の記者を講師として招き、

「記者に伝わる記者発表」及び｢伝わる写真の撮り方」
についての講習会を開催しました。

５／２２
広報講習会②

100人を超える参加者があり、講師の指導を受けな
がら写真を撮る実技などもあり、大変好評でした。

５／１１
土砂災害を考える出前講座（下田市立稲梓小学校）

沼津職員「土砂災害の種類は主に３つあります！ これはがけ崩れです。」
生徒たち「家の近くにキケンなところある。どうすればいいの？」

（沼津河川国道事務所）



展示

５／２１
JR東海さわやかウォーキングで「蒲原海岸の今」を紹介（静岡市清水区蒲原高浜地先）

コースの一部となった蒲原海岸の海岸堤防で参加者らは海岸堤防の説明などを熱心に聞いていた。

５／１８
ポートメッセなごや

ライフガードＴＥＣ2017 防災・減災・危機管理展降雨体験機による豪雨体験を通じ、
災害に対しての危機意識の啓発をしました。

（多治見砂防国道事務所）

４／３０
「天竜川治水事業９０周年記念ウォーク」 ～ＪＲ東海さわやかウォーキング～

当日は静岡朝日テレビの取材も受け、天竜川治水事業９０周年のパネル展示や
災害対策車等説明を行い大勢の方に関心をもっていただけました。

（浜松河川国道事務所）



イベント・協議

５／７
外航クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が

名古屋港に寄港（名古屋港金城ふ頭）
にっぽんど真ん中祭りによるお見送りの様子

（名古屋港湾事務所）

４／２８
水難事故防止のための横断幕を設置

（静岡市葵区牛妻）
GWを前に、バーベキューなどで賑わう河川敷から見える

位置に水難事故防止のための横断幕を設置
（静岡河川事務所）

５／２４
国道１９号の弁天町交差点付近の花壇整備

地元建設会社のボランティア･サポート･プログラム活動、
多治見北高生と協働

（多治見砂防国道事務所）

５／１０
衣浦港で潜水士が人命救助

岸壁工事に従事の潜水士が高校生を救助し、
衣浦海上保安署長より表彰される

（三河港湾事務所）




