
防災・災害関係（九州北部豪雨への対応）

７月１７日
「九州豪雨災害」へ TEC-FORCE出発式

被災状況調査等の支援要員として、
7/17（月）～7/23までの予定で被災地に派遣

（天竜川上流河川事務所）

７月１７日

「九州豪雨災害」へ TEC-FORCE出発式
河川調査員４名、運転要員（委託）１名を

7/17（月）～7/23までの７日間派遣
（静岡河川事務所）

７月１４日
「九州豪雨災害」へ TEC-FORCE出発式

被災地支援のため、福岡県朝倉市を中心に

TEC-FORCE隊員を派遣
（沼津河川国道事務所）

７月１１日
「九州豪雨災害」へ TEC-FORCE出発式

「九州北部災害」の発生を受け、
事務所職員４名（他２名）を現地に派遣

（木曽川下流河川事務所）

７月６日
「九州豪雨災害」へ TEC-FORCE出発式
復旧支援のため先遣班４名を現地に派遣

（中部地方整備局）

７月６日
「九州豪雨災害」へ TEC-FORCE出発式

派遣される先遣班４名
（中部地方整備局）



防災・災害関係（九州北部豪雨への対応）

７月２０日
九州地方整備局長へ活動状況を報告

（中部地方整備局）

７月１２日
朝倉市杷木古賀地区被災状況調査

（砂防調査班）

７月２０日
朝倉市石成・比良松地区にて散水作業

（応急対策班）

７月１３日
朝倉市入地市道被災状況調査

（道路調査班）

７月１９日
朝倉市奈良ヶ谷川被災状況調査

（河川調査班）

７月１８日
日田市長へ被災状況調査を中間報告

（砂防調査班）



防災・災害関係

７月１７日
広域避難訓練の実施①

桑名市など木曽川下流域８市町村の
住民約180名がバスにより高台に避難

（木曽川下流河川事務所）

７月１７日
広域避難訓練の実施②

避難後、陸上自衛隊による炊き出し
（木曽川下流河川事務所）

７月１４日
工事安全大会を開催

工事の無事故・無災害を目指し、安全意識の
向上を図る

（四日市港湾事務所）

６月２９日
合同工事安全パトロールを実施

153・155号豊田南北バイパス工事の安全・衛生の推進
のため(一社)愛知道路災害対策協力会と合同で実施

（名四国道事務所）

６月２８日
堤防決壊時等の緊急対策シミュレーション

台風期に向け、堤防決壊に備えた訓練を実施
（三重河川国道事務所）



旬な現場

７月２２日
松川ダム、美和ダム、小渋ダムを１日で巡る見学会を開催

小渋ダム土砂バイパストンネル呑口ゲートをタッチ！
（天竜川ダム統合管理事務所）

７月２２日
森と湖に親しむ旬間 美和ダム探検

涼しい風を浴びながら湖上巡視体験をしました
（天竜川ダム統合管理事務所）

７月２２日

森と湖に親しむ旬間 美和ダム探検
トンネル内部でバイパストンネル運用時の映像を上映

（三峰川総合開発工事事務所）

７月２２日
蓮ダムで「１日ダム探検」を開催

ダムの役割を学習していただきました
（蓮ダム管理所）



旬な現場

７月１８日
東海環状自動車道の工事現場見学会

岐阜市立富岡小学校児童が測量や高所作業車
の乗車体験を行いました

（岐阜国道事務所）

７月１８日
地元園児たちによる工事現場見学

長野県下伊那郡大鹿村大鹿保育所の園児たちが
天竜川水系塩川床固工群事業（下伊那郡大鹿村）

の工事現場を見学しました
（天竜川上流河川事務所）

７月１４日
地元小学生が「下田港防波堤」の今と昔を学ぶ①
船内で監督職員より防波堤工事の概要を学ぶ

（清水港湾事務所）

７月１４日
地元小学生が「下田港防波堤」の今と昔を学ぶ②

防波堤工事に使用した最大クラスの
起重機船を背景に記念撮影

（清水港湾事務所）



旬な現場

７月１１日
小里川ダム見学①

恵那市立山岡小学校の児童がペットボトルを
使った実験でダムの役割を学習しました

（庄内川河川事務所）

７月１１日
小里川ダム見学②

小里川ダムをバックに記念撮影
（庄内川河川事務所）

７月７日
社会教育委員がダム視察

榛原地区(牧之原市・吉田町・川根本町)の社会教育委員がダムを視察しました（見学者数 ： ３５名）
（長島ダム管理所）

７月１２日
自衛隊、防衛大学校生による「大谷崩」現地視察

陸上自衛隊第34普通科連隊３０名と防衛大学３年生１０名が、訓練の一環で
「大谷崩」（静岡市葵区梅ヶ島）の現地を視察をしました。

（静岡河川事務所）



旬な現場

７月６日
国立豊田工業高等専門学校の学生が名古屋港を訪問

名古屋港の役割についての概要説明後、船上から名古屋港内を見学
（名古屋港湾事務所）

７月３日
河川愛護モニターの皆さんによる現場見学会

河川愛護モニター委嘱式後、
小渋ダムの土砂バイパストンネルを見学

（天竜川上流河川事務所）

６月３０日
伊那市農業委員会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）
視察研修の一環として美和ダム再開発の現場を見学

（三峰川総合開発工事事務所）

７月２日
災害復旧工事完成の現場見学会を開催

梨子沢の災害復旧工事が完了し、
現地見学会を開催しました
（多治見砂防国道事務所）



事業トピックス

７月７日
管内事業研究発表会

塚原局長より表彰状を授与
（中部地方整備局）

７月７日
管内事業研究発表会

受賞されたみなさん。受賞おめでとうございます。
（中部地方整備局）

７月１９日
中部地方整備局表彰式典を開催

～工事・業務における優秀企業・技術者の皆さまを表彰～
塚原局長より表彰状を授与

（中部地方整備局）

７月１９日
優良工事表彰式

優秀な成績を収められた企業のみなさま。
受賞おめでとうございます。

（中部地方整備局）

７月１９日
優良業務表彰式

優秀な成績を収められた企業のみなさま。
受賞おめでとうございます。

（中部地方整備局）



事業トピックス

７月２１日
優良工事等の「事務所長表彰式」の開催①
優秀な成績を収められた企業・技術者の皆様

（名古屋港湾事務所）

７月２１日
優良工事等の「事務所長表彰式」の開催②

事務所長より表彰状の授与
（名古屋港湾事務所）

７月２１日
優良工事等の「事務所長表彰式」の開催①
優秀な成績を収められた企業・技術者の皆様

（三河港湾事務所）

７月２１日
優良工事等の「事務所長表彰式」の開催②

事務所長より表彰状の授与
（三河港湾事務所）

７月２０日
優良工事等の「事務所長表彰式」の開催①
優秀な成績を収められた企業・技術者の皆様

（清水港湾事務所）

７月２０日
優良工事等の「事務所長表彰式」の開催②

事務所長より表彰状の授与
（清水港湾事務所）



事業トピックス

７月１３日
平成２９年度第１回 岐阜県道路メンテナンス会議

道路橋等の平成２８年度の点検結果と平成２９年度の点検計画の報告
（岐阜国道事務所）

７月１２日
平成２９年度第１回 愛知県道路メンテナンス会議

道路橋等の平成２８年度点検実施状況・結果について報告
（名古屋国道事務所）

７月７日
平成２９年度 第１回 静岡県道路メンテナンス会議

関係機関と道路橋等の点検実施状況・点検計画を確認
（静岡国道事務所）



事業トピックス

７月９日
「南木曽町豪雨災害復旧工事竣工報告会」を開催

梨子沢の災害復旧工事が完成し、
木曽郡南木曽町で報告会を開催しました

（多治見砂防国道事務所）

７月５日
新丸山ダム建設促進期成同盟会からの要望

新丸山ダム建設促進期成同盟会から事務所長へ要望書が手交されました
（新丸山ダム工事事務所）

６月２８日
記者クラブとの意見交換会を開催

豊田市政記者クラブ・豊田市政記者東クラブ
と意見交換を行いました
（名古屋国道事務所）

７月２０日
平成29年度 第１回 狩野川流域防災・河川環境教育検討会

狩野川沿川７市町の防災・教育担当者等が
「防災・河川環境教育」の取組みを検討しました

（沼津河川国道事務所）

６月３０日
狩野川水系水質汚濁対策連絡協議会

H28年度の事業経過報告、今年度の事業計画予定、
水質事故時の連絡体制等を確認しました

（沼津河川国道事務所）



講演・パネル展

７月１４日～７月２７日
国土交通Ｄａｙパネル展を開催

中部地方整備局の仕事をパネルで紹介

７月１９日
道路老朽化対策パネル展を開催

道路インフラの現状や、長く安全に使うことができるため
の手法を広く紹介することを目的に飯田市役所、駒ヶ根

市役所、道の駅“日義木曽駒高原”で開催
（飯田国道事務所）

６月２８日～７月１８日
河川愛護月間パネル展示

河川環境の保全・再生を目指す取り組みとして、
伊那谷の商業施設５会場でパネル展示を行いました。

（天竜川上流河川事務所）

７／１８～８／３１
多治見砂防工事事務所８０周年記念イベント
「砂防クイズラリー」に参加しているみなさん
（８０周年記念イベント １Ｆ展示室にて）

（多治見砂防国道事務所）

７月２５日
明治改修着工１３０周年記念講演を開催

オランダ国勲爵士（ナイト）を叙勲された「上林好之」氏による
明治改修を計画した「ヨハネス デ・レイケ」についての講演会

（木曽川下流河川事務所）



表彰

７月２０日
河川の美化、愛護等に顕著な功績に対する表彰式①

「中津川市松田区」のみなさんに感謝状を贈呈
（多治見砂防国道事務所）

７月２０日
河川の美化、愛護等に顕著な功績に対する表彰式②

「中津川市１７区」のみなさんに感謝状を贈呈
（多治見砂防国道事務所）

７月２０日
河川の美化、愛護等に顕著な功績に対する表彰式③

「中津川市１９区」のみなさんに感謝状を贈呈
（多治見砂防国道事務所）

７月１２日
河川愛護月間表彰式

永年にわたり、天竜川の愛護・美化活動に
ご尽力頂いている方々に感謝状を授与

（天竜川上流河川事務所）

７月７日
河川愛護モニターの委嘱式

「市民の皆様との協働によるより良い河川管理」の実現
を目指して、豊川、豊川放水路及び矢作川の沿川に
お住まいの方に河川愛護モニターをお願いしています

（豊橋河川事務所）



イベント・キャンペーン

７月１８日
豊川牛川の霞ウォークを開催

地域の皆様の豊川霞堤地区への理解の促進、水防災意識社会の再構築のため
愛知大学 藤田先生の案内による牛川霞堤地区のウォーキングを実施しました

（豊橋河川事務所）

７月１７日
毎年大盛況「うしづま水辺の楽校（がっこう）」が開校

「全国一級河川水質現況２０１６」で水質が最も良好な河川に選ばれた安倍川で
伏流水を活かした「うしづま水辺の楽校」（静岡市葵区牛妻）が開校しました

（静岡河川事務所）

７月１６日
「第１７回 踊夏祭（おどらっかさい）」の開催

焼津市大井川港で「粘り強い構造の海岸堤防」に関する展示を行い、
海岸事業の説明を行いました

（静岡河川事務所）



イベント・キャンペーン

７月１６日～７月１７日
防災フェア桑名２０１７の開催

イオンモール桑名で地域防災力向上に向けたイベントを開催（参加者延べ8200名以上）
（木曽川下流河川事務所）

７月１４日
「第２１回ビーチフェスタｉｎかんばら」の開催

静岡市清水区の蒲原海岸で「ミニチュアブロック作り」「海の生き物」コーナーを設け、
海の生き物にも優しく環境にも配慮した海岸保全事業について紹介しました

(静岡)河川事務所）

７月１２日、７月１８日
夏の交通安全キャンペーン（亀山PA、御在所SA）

～開会式、安全運転の呼びかけ及び啓発物の配布～
（北勢国道事務所）



イベント・キャンペーン

７月９日
水面利用協議会合同パトロール

水面利用者のマナーや水面利用ルールについての周知活動を実施しました
（木曽川下流河川事務所）

７月７日
大井川『水辺で乾杯』～全国一斉社会実験 水辺関心創造アクション～

７／７午後７時７分に、大井川の河川敷（島田市南：蓬莱橋番小屋付近）において、
市民の方々や島田市職員らが参加し「水辺で乾杯！」をしました

（静岡河川事務所）

７月７日
水辺で乾杯２０１７ ～7月7日午後7時7分全国一斉同時乾杯～
函南町塚本（川の駅）と沼津市上土（かのがわ風のテラス）で

「水辺で乾杯」を実施し、参加者が一斉に乾杯しました
（沼津河川国道事務所）



出前講師・学習支援

７月５日
土砂災害に対する防災意識向上のため「砂防教室」を開催

木曽郡上松町立上松小学校４年生が「滑川第１砂防えん堤（長野県木曽郡上松町）」でえん堤の
役割を学習しました。砂防の話、施設見学をして、砂防えん堤の大きさを実感しました

（多治見砂防国道事務所）

６月２９日
４年生を対象に防災（砂防）教室を開催

木曽郡木曽町立の４校（福島小学校、日義小学校、開田小学校、三岳小学校）の４年児童が
防災について学習しました。また１２０㍉の豪雨を体験しました

（多治見砂防国道事務所）

７月１１日
津市立栗真小学校児童がインターロッキングを並べる体験をしました

（三重河川国道事務所）



学習支援・イベント・活動報告

７月１０日
恵那市立恵那東中学校、恵那西中学校の生徒１５人に

恵那大橋橋脚の落書き消しをしていただきました
（多治見砂防国道事務所）

７月６日
中川村にて河川清掃を実施

中川村役場職員や住民の皆さんと協力し、
堤防沿いのゴミの回収や特定外来植物

（オオキンケイギク、アレチウリ）の駆除を行いました
（天竜川上流河川事務所）

７月１日
道路協力団体の活動報告

国道４２号の尾鷲市と紀北町で歩道沿いの
植栽帯のあじさいを剪定しました

（紀勢国道事務所）

６月２７日
「矢田川子どもの水辺」で総合学習（河川環境）

愛知県立千種聾学校の生徒が

水生生物調査を学習しました
（庄内川河川事務所）

６月２３日
「矢田川子どもの水辺」で総合学習（河川環境）

名古屋市立廿軒家小学校の生徒が
水生生物や水質の調査を学習しました

（庄内川河川事務所）


