
防災・災害関係

７月２８日
災害対策用機械の操作訓練

高山国道職員と飛騨三協防災対策協議会が
合同で散水車の蛇口の取り付け方を学びました。

（高山国道事務所）

８月２０日
愛知県・春日井市総合防災訓練

春日井市朝宮公園にて道路啓開の流れを確認しました
（名古屋国道事務所）

８月２０日
愛知県・春日井市総合防災訓練

大村愛知県知事が排水ポンプ車のポンプを持ち上げ、
人力可搬であることを確認しました

（中部技術事務所）
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防災・災害関係

８月２４日
庄内川災害対策協力会との意見交換会

庄内川災害対策協力会との
協定に基づく意見交換を開催した

（庄内川河川事務所）

８月２４日
庄内川災害対策協力会との合同巡視

庄内川災害対策協力会と合同で
庄内川危険箇所の合同巡視を実施した

（庄内川河川事務所）

８月１０日
第３回木曽川上流水防災協議会（愛知ブロック）を開催

「木曽川上流の減災に係る取組方針」のフォローアップ等を実施
（木曽川上流河川事務所）

８月１日
「九州北部豪雨災害」 TEC-FORCE活動報告会を開催

静岡県及び沼津河川国道事務所、富士砂防事務所、
静岡河川事務所の合同による活動等報告会を行った。

（静岡河川事務所）
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旬な現場

８月２７日
～安倍川源流探索～ 旬な現場見学会

世界遺産「三保の松原」のふるさと「大谷崩」

山腹工疑似体験や工事用モノレールの乗車、化石探しな
どを通して、業務への理解と関心を深めていただきました

（静岡河川事務所）

８月２６日
国道１号静清バイパス夏休み親子見学会を開催

夏休みの思い出に！工事現場を探検
（静岡国道事務所）

８月１７～２３日
静岡県立科学技術高等学校インターンシップ

工事現場の見学や河川・砂防・海岸施設での確認作業
等の学習を通じて業務への理解と関心を深めてました

（静岡河川事務所）

７月２２日
１号静清バイパスで親子見学会

施工中の泉ヶ谷高架橋を親子で見学しました
（静岡国道事務所）

８月８日
静岡県商工会議所連合会が１号静清バイパス清水立体を視察

県内商工会議所幹部に工事概要を説明
（静岡国道事務所）
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旬な現場

８月２１日
８０周年記念事業現場見学会①

「越百川（こすもがわ）第３砂防堰堤（木曽郡大桑村）」
を見学されたみなさん

（多治見砂防国道事務所）

８月２１日
８０周年記念事業現場見学会②

「四ツ目川（よつめがわ）遊砂工（中津川市）」
の説明を受けるみなさん
（多治見砂防国道事務所）

８月２１日
８０周年記念事業現場見学会③
「湯舟沢床固工群（中津川市）」

の説明を受けるみなさん
（多治見砂防国道事務所）

８月１８日
天城北道路「夏休み親子見学会」①

親子がコンクリート打設を体験
（沼津河川国道事務所）

８月１８日
天城北道路「夏休み親子見学会」②
こどもたちが掘削機の操作を体験

（沼津河川国道事務所）

８月１８日
天城北道路「夏休み親子見学会」③

橋の上から記念撮影
（沼津河川国道事務所）
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旬な現場

８／１０
美和ダム再開発事業の現場見学会

東春近地区の小学生25名がこども体験教室の一環と
して美和ダム内部や土砂バイパストンネルを見学

（三峰川総合開発工事事務所）

８月１０日
小里川ダム１日職場体験①

管理支所職員からダムの仕事を学習
（庄内川河川事務所）

職場体験等を
まとめた夏休み研究

８月１０日
小里川ダム１日職場体験②

ダム湖面巡視
（庄内川河川事務所）

８月２３日
「家族の現場参観日」を開催

新丸山ダム建設工事現場で働く方々と事務所職員のご家族が、お父さん達の働く姿を見学しました
（新丸山ダム工事事務所）

８月２日
箕輪町商工会建設業部会の皆さんによる現場見学

商工会建設業部会の視察研修の一環として美和ダ
ム再開発事業の現場を見学

（三峰川総合開発工事事務所）
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旬な現場

８月１０日
フィールドワークにて静岡県下の高校生が

現場見学（鞍骨沢遊砂地工事）③
測量機器の進化を学ぶ

（富士砂防事務所）

８月１０日
フィールドワークにて静岡県下の高校生が

現場見学（鞍骨沢遊砂地工事）②
バックホウの操作体験

（富士砂防事務所）

８月１０日
フィールドワークにて静岡県下の高校生が

現場見学（鞍骨沢遊砂地工事）①

富士山の地形・地質と砂防との関係を説明
（富士砂防事務所）

８月１０日
フィールドワークにて静岡県下の高校生が

現場見学（鞍骨沢遊砂地工事）④
ＵＡＶ測量について学習

（富士砂防事務所）

８月８日
高校生による三遠南信自動車道トンネル現場見学会
長野県飯田高等学校の生徒が青崩峠トンネルの

施工現場を見学しました
（飯田国道事務所）

８／１０
地元小学生による天龍峡大橋（仮称）現場見学会

地元小学校（上久堅・千代・千栄・龍江・川路・三穂）の
小学生が天龍峡大橋の現場を見学

（飯田国道事務所）

6



旬な現場

８月３日
名二環 夏休み親子現場見学ツアー
一般募集の親子３６名が名二環の

工事現場で建設業を間近で体験しました
（愛知国道事務所）

８月２日
「けんせつ小町」が活躍 名二環 現場見学会
一般募集の親子５４名が名二環の工事現場で

建設業を間近で体験しました
（愛知国道事務所）

８月９日
地元小学校の先生が三河港で社会科学習

豊橋市内社会科研究グループ先生12名が、三河港の耐震強化岸壁工事の施工状況を学習
（三河港湾事務所）

８月１日
国道２３号蒲郡バイパス建設現場学習会

豊川市立国府小学校の児童が
工事現場でドローン実演体験！

（名四国道事務所）

７月２８日
国道２３号蒲郡バイパスの工事現場視察会
西三河建設連絡会が国坂トンネル（仮称）

の整備状況を視察！
（名四国道事務所）
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旬な現場

８月２日
キャンプ砂防ｉｎ天竜川

大学院生２名が砂防事業の現場体験、
砂防の意義・役割について学びました

（天竜川上流河川事務所）

８月２３～２４日
高校生（3名）のインターンシップ

砂防工事現場の説明を熱心に聞き入る高校生たち
（天竜川上流河川事務所）

８月１日
東海環状自動車道 現場見学会

富岡小学校児童が橋梁下部工事現場で測量や高所
作業車乗車など現場体験を行いました

（岐阜国道事務所）

７月２９日
横山ダム「森と湖に親しむ旬間」イベント

横山ダム堤体内の空洞部を見学する来場者
（木曽川上流河川事務所）
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旬な現場

７月２９日
森と湖に親しむ旬間（長島ダム：静岡県榛原郡）

湖面巡視体験（左上）、語り部（右上）、ダム内部見学ツアー（左下）、ゲート室見学（右下）
（長島ダム管理所）

７月２９日
新豊根ダムにて「森と湖に親しむ旬間」イベントの一環で「一般公開」を開催

ダム堤体巡視・湖面巡視体験をして貰い、お昼には豊根ウィンドオーケストラによるファ
ンファーレの後、点検の際に行う放流（抜水）を実施！

（浜松河川国道事務所）

８月１８日
掛川市水道部によるダム見学会

ペーパークラフト体験（左上）、CCTVカメラ操作体験（右上）、模型を使ったダムの説明（左下）、操作室見学（右下）
（長島ダム管理所）
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旬な現場

伊勢湾環境水槽観察

津波発生時の海水の
動きを観察

波消しブロックをつくろう 干潟の生き物プール 液状化実験

７月２９日
伊勢湾水理環境実験センター夏休み特別公開

多くの来場者で賑わう伊勢湾水理環境実験センター
（名古屋港湾空港技術調査事務所）

７月２５日
筑波大学の留学生が名古屋港を訪問①

名古屋港をバックに記念撮影
（名古屋港湾事務所）

７月２５日
筑波大学の留学生が名古屋港を訪問②
飛島ふ頭南側コンテナターミナルにて
職員からの説明に聞き入る留学生

（名古屋港湾事務所）

８月１８日
夏休み親子見学会①

清水マリンパーク人工海浜で採取した海の生き物や、造波
実験模型の展示コーナー、ミニ消波ブロックの作成体験

（清水港湾事務所）

８月１８日
夏休み親子見学会②

港湾業務艇「まさき」に乗船し、
コンテナターミナルを見学をする親子

（清水港湾事務所）
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旬な現場

７月２７日
夏期就業体験実習で災害対策用機械の操作を体験
愛知県立愛知総合工科高等学校の女子生徒２名が

排水ポンプ車の操作を体験をしました。
（中部技術事務所）

８月３日
災害対策用機械見学・体験

認定ＮＰＯ法人愛知ネットの方が
無人化施工バックホウの操作を体験しました

（中部技術事務所）

８月９日
災害対策用機械の操作を体験

名城大学生が夏期就業体験実習で
照明車の操作を体験しました

（中部技術事務所）

８月１日
旅行業関係者が排水ポンプ車の操作を体験
旅行業関係者がインフラツアーの企画のため

災害対策用機械の操作を体験
（中部技術事務所）

８月２１日
“旬な現場” 災害対策用機械見学・体験

三遠南信自動車道建設促進奥三河期成同盟会の１１名の方が災害対策用機械を見学しました。
新城市長、設楽町長、東栄町長、豊根村長が参加され、

国土交通省の災害支援活動について関心を持っていただきました。
（中部技術事務所）
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事業トピックス

７月３０日
三遠南信自動車道天龍峡大橋(仮称)アーチ部閉合式

天龍峡大橋（仮称）のアーチ部が閉合された事を祝う式典が開催されました
（飯田国道事務所）

７月２８日
三遠道路３号トンネル(新城地区)安全祈願祭

工事関係者による鍬入れ式の様子
（浜松河川国道事務所）

７月２９日
国営木曽三川東海広場で開所式

国営木曽三川東海広場（愛西市）で開所式と
サッカー場の完成を記念しオープニング試合を実施しました

（木曽川下流河川事務所）

８月１７日
スマートインターチェンジ連結許可書伝達式

中央自動車道神坂スマートインターチェンジ（仮称）連結許
可書について、事務所長から中津川市長へ伝達しました

（多治見砂防国道事務所）
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事業トピックス

８月２６日
木曽川流域直轄砂防事業８０周年砂防講演会

中津川市東美濃ふれあいセンターで「砂防講演会」が開催されました
（多治見砂防国道事務所）

８月２３日
出水時等の河川巡視支援業務に関する意見交換会を開催
出水時巡視を行う業者・事務所職員など約６０名が参加

（木曽川下流河川事務所）

８月２５日
第１回新丸山ダム水源地域協議会を開催

新丸山ダムの水源地域２市２町（瑞浪市、恵那市、八百津町、御嵩町）の首
長等の出席の下、水源地域の振興に向けた方策を検討しました。

（新丸山ダム工事事務所）
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事業トピックス

８月１７日
平成29年度第３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について
学識経験者より意見聴取を行いました

（木曽川上流河川事務所・木曽川下流河川事務所）

８月１日三重,８月４日愛知・岐阜,８月７日静岡
中部地区官庁施設保全連絡会議を開催
適正な保全実施や防災対策に向けて

各地で国家機関・主要地方公共団体が一同に参加
（営繕部）

８月２日
丸山ダム関連工事等に関する情報連絡会議

工事現場の危機管理対応・反社会勢力の不当介入
防止等を目的に、関係１２機関との連携強化を確認

（新丸山ダム工事事務所、丸山ダム管理所）

８月２２日
平成29年度 第４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を踏まえた主な論点（長良川遊水地、堤防の耐震対策等）について、
学識経験者より意見聴取を行いました。

（木曽川上流河川事務所・木曽川下流河川事務所）

８月２日
平成29年度第1回点検ミニ講習会（橋梁）を開催

コンクリートや橋梁の点検方法を学ぶ近隣自治体職員
（沼津河川国道事務所）
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事業トピックス

７月２８日
静岡県道路交通渋滞対策推進協議会を開催

「実施した渋滞対策」、「今年度の取組み（案）」等
について議論

（静岡国道事務所）

７月２８日
平成２９年度

第１回愛知県道路交通渋滞対策推進協議会を開催
愛知県内の渋滞対策に関する取組み等について

事例紹介・意見交換
（名古屋国道事務所）

７月２７日
平成２９年度

岐阜県道路交通渋滞対策推進協議会を開催
岐阜県内の渋滞緩和に向けて議論しました

（岐阜国道事務所）

８月１日
豊橋市通学路の合同点検を開催①

通学路の現状について、根本政務官が地元区長
や学校関係者の方から説明を受けました

（名古屋国道事務所）

８月１日
豊橋市通学路の合同点検を開催②

ＥＴＣ２．０プローブ情報の分析結果から抜け道として
利用している車両の現状を説明する根本政務官

（名古屋国道事務所）

７月２６日
工事安全大会を開催

三河港、衣浦港の直轄工事従事者７９名が、
現場の事故撲滅を誓い合いました

（三河港湾事務所）
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事業トピックス

７月２５日
名古屋港でヒアリ定着防止、緊急対策の実施
名古屋港鍋田ふ頭コンテナターミナルにて①

舗装亀裂箇所の補修対策を実施
（名古屋港湾事務所）

７月２５日
清水港でヒアリ定着防止、緊急対策の実施
清水港新興津コンテナターミナルにて②

舗装亀裂箇所の補修対策を実施
（清水港湾事務所）

７月２５日
四日市港でヒアリ定着防止、緊急対策の実施
四日市港霞ヶ浦北ふ頭コンテナヤードにて③

舗装亀裂箇所の補修状況
（四日市港湾事務所）

７月２５日
三河港でヒアリ定着防止、緊急対策の実施

三河港神野ふ頭地区コンテナターミナルにて④
舗装亀裂箇所の補修状況

（三河港湾事務所）

７月２５日
御前崎港でヒアリ定着防止、緊急対策の実施
御前崎港女岩地区コンテナターミナルにて⑤

舗装亀裂箇所の補修状況

（清水港湾事務所）
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パネル展

８月２１日
「国道１５３号伊勢神改良事業」パネル展

道の駅「どんぐりの里いなぶ」で、伊勢神改良の整備効果
や工事状況を説明し、地域とのコミュニケーションを図る

（名古屋国道事務所）

８月２日～３１日
「道路老朽化対策」パネル展

道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」で
道路の老朽化対策の取り組みを展示

（沼津河川国道事務所）

８月１日～２５日
「南海トラフ巨大地震に備える」パネル展

東三河地域の５市にてパネル展を開催しました
（名四国道事務所）

７月２４日～８月４日
「道路老朽化対策」パネル展

大人、子供向けの「道路の老朽化」に関する
パネルを展示（静岡市）
（静岡国道事務所）

８月３日～８月２２日
大井川その歴史と未来～平成の大改修～

島田市金谷「みんくる」で、国土交通事業への理解を深めて頂くため、河川改修事業や最近
の建設工事の取り組み（建設ICT）、併せて防災意識向上の取り組みなどについて紹介

（静岡河川事務所）
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パネル展

８月１７日～９月２６日
木曽三川明治改修１３０周年記念パネル展

～治水事業や災害を知り、防災意識を高めよう～
桑名市立図書館で治水パネル・防災（テック）パネル等を開催

（木曽川下流河川事務所）

８月１１日～９月１０日
木曽三川明治改修１３０周年記念パネル展

海津市歴史民俗資料館で明治改修に関するパネル展を開催
（木曽川下流河川事務所）

７月１８日～８月３１日
８０周年記念事業 「砂防クイズラリー」

砂防クイズラリーに参加中のみなさん（初日の様子）
（多治見砂防国道事務所）

８月２日
大井川「川まつり」

島田市民総合施設 「プラザおおるり」で水害に関す

るビデオの上映や防災クイズは多くの子ども達で賑
わいました

（静岡河川事務所）
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表彰

８月１０日
「道の日」に、「道路ふれあい月間」道路愛護団体表彰式

中部地方整備局長表彰を受賞された
（株）市川工務店、（株）吉川工務店の皆さん

（多治見砂防国道事務所）

８月２１日
平成29年度「道の日事業」道路愛護功労者表彰式

下伊那地域の道路において、永年にわたり美化活動等に
ご尽力いただいている団体の方々を表彰させて頂きました

（飯田国道事務所）

８月１０日
道路愛護表彰

道路清掃等にご協力いただいている団体（熱田区
船方学区連絡協議会）に感謝の意を表し、感謝状の

授与を行いました。
（名古屋国道事務所）

８月３日
「道路ふれあい月間」道路愛護団体 感謝状贈呈式
長年の道路清掃活動に感謝し、袋井市の市民団体へ

中部地方整備局長表彰を贈呈
（浜松河川国道事務所）
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学習支援

８月３日
夏休み自然体験学習を支援

「矢田川子どもの水辺」で水生生物や
水質の調査を実施しました

（庄内川河川事務所）

８月３日
水生生物調査を実施

木曽川大堰下流部において小学生・保護者など約４０名が参加
（木曽川下流事務所）

７月２９日
「矢田川あそび２０１７（北区会場）」を開催

矢田川で自然体験（水生生物調査、水質調査、川下り）
を実施しました

（庄内川河川事務所）

８月２７日
「志段味ビオトープで遊ぼう！」を支援

志段味ビオトープで自然体験
（水生生物調査、Ｅボート、竹細工）を実施しました

（庄内川河川事務所）

８月６日
「矢田川あそび２０１７（東区会場）」を開催

矢田川で１００名が参加し自然体験（水生生物調査、
水質調査、川下り）を実施しました

（庄内川河川事務所）

８月２日
サマーサイエンススクール

夏休みに親子で柿田川の自然環境を考える
（沼津河川国道事務所）
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学習支援・講演会など

７月２８日
水生生物調査を12地点で実施

身近な川にすむ生きものを捕まえ、種類を調べながら水質について楽しく学ぶ参加者たち
（天竜川上流河川事務所）

８月４日
ドローン操作訓練

高山国道職員がドローンの操作について学びました
（高山国道事務所）

７月３０日・８月６日
平成29年度第１回木曽三川ふれあいセミナー開催

桑名市・岐阜市・関市の3会場で開催木曽川水系河川整備の
進捗状況等を説明し、住民の皆様からのご意見を伺いました

（木曽川上流河川事務所・木曽川下流河川事務所）

７月２８日
平成２９年度 第１回 気象講演会

道路管理者の気象情報に関する知識の向上
を目的に気象講演会を実施しました

（静岡国道事務所）
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イベント・一般公開

８月２５日
御前崎港において清龍丸の一般公開

岸壁から清龍丸の油回収訓練（放水作業）の様子を見学しました
（名古屋港湾事務所）

８月２３日
道路ふれあい月間①

道路イベント「夏休み、建設名人になろう！」を開催
小学生を対象に建設機械を体験してもらいました

（多治見砂防国道事務所）

８月２３日
道路ふれあい月間②

道路イベント「夏休み、建設名人になろう！」を開催

瑞浪恵那道路のストック効果をわかりやすく解説した子供
用パネルを展示しました
（多治見砂防国道事務所）

８月２３日
道路ふれあい月間③

道路イベント「夏休み、建設名人になろう！」を開催
Kｕ-SAT（衛生小型画像伝送装置）の説明を熱心に聞く親子連れ

（多治見砂防国道事務所）

22



イベント・活動報告

７月３０日
長良川国際トライアスロン大会

国営木曽三川公園でトライアスロン大会を開催
（木曽川下流河川事務所）

８月１３日
ＶＳＰ団体と共同で道路清掃活動

国道２３号鈴鹿警察署前で歩道・植栽帯の清掃活動を実施しました
（三重河川国道事務所）

８月２日
飛騨高山高校の生徒による外来生物（オオハンゴンソウ）防除

（中部縦貫自動車道高山西IC）
オオハンゴンソウの防除（抜根除草）を行う生徒達

（高山国道事務所）
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啓発活動・パトロール

８月１日
道路ふれあい月間「道路パトロール出発式」

道の駅「いが」にて道路パトロール出発式を行いました
（北勢国道事務所）

８月６日
水面利用協議会 第３回合同パトロール

水面利用ルールやマナーについて周知活動を実施
（木曽川下流河川事務所）

８月１０日
「道の日」ＰＲ活動を実施

道の駅にて、職員がドライバーに
不法投棄防止等のチラシを配布

（浜松河川国道事務所）

８月１０日
高山国道職員と高山警察署職員が逆走の

注意喚起看板を点検している様子

逆走防止対策【高山国府バイパス上切高架橋】
（高山国道事務所）

８月２１日
木曽川羽島市 河川敷 啓発活動

河川水面の安全利用をお願いします
（木曽川上流河川事務所）

７月２５日
水難事故防止呼びかけのための広報活動

本格的な夏を迎えるにあたり水難事故防止を呼びかけ
るため、豊橋駅前ペテストリアンデッキで、豊橋警察署
の街頭キャンペーンと同時にチラシ配布を行いました

（豊橋河川事務所）

24




