
事業・施策トピックス 

６月２日 
三河港神野ふ頭地区耐震強化岸壁の供用式典 
関係者及び地元小学生によるテープカットを行い
ました。 

（三河港湾事務所） 

６月２６日 
平成30年度第1回 総合評価審査委員会第二部
会及び第四部会を開催 
発注案件の契約及び評価方法の妥当性を審議
していただきました。 

（港湾空港部 品質確保室） 

６月１６日 
品又谷第１・第２砂防堰堤流木対策工事完成披露会 

（揖斐郡揖斐川町坂内諸家） 
地元の子供たちも参加して完成を祝いました。 

（越美山系砂防事務所） 

５月２６日 
東海環状自動車道 大野・神戸IC（仮称）の整備状況
について説明を受ける石井大臣。（岐阜県大野町） 

（岐阜国道事務所） 

６月１７日 
東海環状自動車道 岐阜山県第一トンネル着工式 

野田聖子総務相らが鍬入れ式を行いました。（岐阜県
岐阜市） 

（岐阜国道事務所） 

   ６月６日～８日（名古屋会場）、６月１５日（静岡会場） 
H30年度 官庁施設情報管理システム(BIMMS-N)操作説明会 
初めて国の建物管理をする各省各庁の職員の方を対象に、 

施設の保全状況報告等を行うシステム操作演習説明会を 

開催しました。 

（営繕部、静岡営繕事務所） 



事業・施策トピックス 

６月１３日 
道路メンテナンス会議幹事会開催 

県、市町村、大学の先生の方を交えて将来の道路
メンテナンスについて意見交換を行いました。 

（岐阜国道事務所） 

６月５日 
中勢パイパス中ノ川高架橋架設 

国道２３号中勢バイパス 中ノ川高架橋オンランプ 
橋の上部工架設を行いました。（三重県鈴鹿市） 

（三重河川国道事務所） 

５月３０日 
国道41号石浦バイパス 常泉寺川上部工架設 

若手勉強会事務所の若手技術職員が、上部工架設
について学びました。（岐阜県高山市） 

（高山国道事務所） 
 

５月２４日  
 中勢パイパス田中川高架橋夜間架設見学会
国道２３号中勢バイパス 田中川高架橋の上
部工夜間架設が完了しました。若手職員を対
象とした勉強会も実施しました。（三重県津市） 

（三重河川国道事務所） 

６月７日 
土岐川・庄内川の水害から命を守るための合同会議 
土岐川・庄内川流域の減災に係わる取組状況などに
ついて、情報共有・意見交換を実施しました。 

（庄内川河川事務所） 



  

防災・災害対応関係   

６月４日 
平成３０年１月雪氷対応における災害対策関係 

 功労者表彰式 

 除雪作業への緊急対応について、交通安全確保    
 に顕著な功労があった団体に感謝状を贈りました。 

（三重河川国道事務所） 

 

６月２０日 
平成３０年度八百津町・御嵩町合同防災関係等会議を 
開催（八百津町防災センター） 
重大な災害が発生した場合に備えて、八百津町、御嵩 
町及び新丸山ダム工事事務所の三者で緊密な連携体 
制等を図ることを目的に開催しました。会議後、災害対 
策車両の据付・操作のデモンストレーションを実施しまし
た。 

（新丸山ダム工事事務所） 

６月１６日 
伊勢市立中島小学校の地域防災教育に参加 
地域連携強化のため防災関係の説明を実施し
ました。 

（三重河川国道事務所） 

６月１０日 

伊勢市水防訓練に排水ポンプ車及び照明車参加 
地域との防災連携強化のため災害対策機械の説明 

  を実施しました。 

（三重河川国道事務所） 
 

６月１日 
静岡市小中学校の安全教育担当教員に対し、模擬授
業を実施 
（静岡市教育センター）学校の先生が「水災害防災教
育の授業」をできるように作成した教材パッケージを使
用して模擬授業を行いました。 

（静岡河川事務所） 
 

６月１６日 
砂防フェスティバル２０１８ （静岡市葵区：青葉
シンボルロード）  
会場には多くの方が訪れ、各ブースに飾られた
パネルや模型に触れ土砂災害に対する防災事
業の必要性をご理解いただきました。 

（静岡河川事務所） 



  

防災・災害対応関係   

６月１９日 
災害発生後の庁舎使用に対応した合同防災訓練を
実施① 
応急危険度判定・建物点検実施状況（下田港事務
所）（清水港湾事務所・静岡営繕事務所） 

（静岡営繕事務所） 

６月１７日 

松阪市水防訓練に排水ポンプ車が参加 
地域連携強化のため排水訓練を実施しました。 

（三重河川国道事務所） 

６月８日 
緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信
訓練・児童による避難訓練 
児童に洪水から避難について防災学習を実施後、メー
ル配信訓練にあわせて避難訓練を行いました。 

（三重河川国道事務所） 

６月４日 
庄内川 幸心河川健康公園（河川財団管理） 

 で出水時に備えた施設搬出訓練を実施！ 
ゴルフ練習場のユニットハウスを大型クレーンで搬
出・撤去作業！ 

（庄内川河川事務所） 

６月４日 
庄内川 幸心河川健康公園（河川財団管理） 
で出水時に備えた施設搬出訓練を実施！ 

パークゴルフ施設の撤去作業 

（庄内川河川事務所） 

６月１９日 
災害発生後の庁舎使用に対応した合同防災訓練を
実施② 
災害発生後の庁舎点検を下田地方合同庁舎入居 

官署と合同で実施しました。（静岡地方法務局下田
支局、三島労働基準監督署下田駐在事務所、静岡
営繕事務所） 

（静岡営繕事務所） 



  

防災・災害対応関係   

５月２５日 
災害対策用機械操作訓練を実施。 

災害時において円滑かつ確実な応急対策を
行うため、建設業協会会員と自治体職員を
対象に災害対策用機械の操作訓練を行いま
した。 

（静岡河川事務所） 

写 真 

５月３０日 
災害対策車両の操作訓練 

長野ブロック４事務所職員が災害対策車両の
操作訓練を実施しました。 

（天竜川上流河川事務所） 

写 真 

５月３１日 
災害対策車両の操作訓練 

中川村河川公園で自治体職員、南部防災協による
災害対策車両の操作訓練を実施しました。 

（天竜川上流河川事務所） 

６月２日深夜  
岐阜市長良大宮町（長良橋付近）にて大宮陸閘
の操作訓練及び施設点検（水密確認）の様子 

（木曽川上流河川事務所） 

５月２３日 
国道1号 遮断機操作訓練 

静岡県田方郡函南町で職員が通行規制の
ための遮断機操作について訓練しました。 

（沼津河川国道事務所） 

５月３０日 
静岡国道事務所管内の道路防災点検を実施 

国道１号 職員自ら道路のり面の状況変化や異常
の有無を確認しました。（静岡県藤枝市） 

 （静岡国道事務所） 



  

防災・災害対応関係   

６月１３日 
国道２４６号 道路防災箇所直営パトロール 

静岡県駿東郡小山町で職員が出水期に備えて
道路に面した斜面を点検しました。  

（沼津河川国道事務所） 

５月２９日 
災害対策用機械操作訓練 

天竜川河川敷（浜松市東区中ノ町）で
照明車の操作訓練を実施しました。 

（浜松河川国道事務所） 

５月２９日 

国道１５３号通行規制箇所（遮断機）の操作訓練 

事務所職員が豊田市小田木町で遮断機操作訓
練を実施しました。 

（名古屋国道事務所） 

６月６日 
国道４７４号 法面下の側溝の詰まりを除去している様子 

梅雨を前に道路の危険箇所について職員による現地防災
点検を実施しました。（長野県飯田市）  

（飯田国道事務所）      

６月１日 
建設機械等操作訓練 

被災時の通信手段を早期に確保するために、Ku-
SAT（衛星小型画像伝送装置）の設置訓練等を実施
しました。 

（多治見砂防国道事務所） 

５月２５日 
通行規制時に備え、遮断機操作訓練を実施 

国道１９号 岐阜･長野県境間で、事前大雨通
行規制訓練を実施しました。 

（多治見砂防国道事務所） 



旬な現場 

６月１４日 
暗い監査廊を探検！ 

地元小学生が小里川ダム 
 を見学しました。 (恵那市立  
 山岡小学校) 

（庄内川河川事務所） 

５月２７日 
大谷崩植樹体験（静岡市葵区大谷） 

砂防工事（山腹工）により造られた平坦な部分
に植樹をする参加者。 

（静岡河川事務所） 

６月１１日 
岐阜県立恵那農業高校 工事現場見学会 
新丸山ダム工事現場の見学と建設現場で
職業体験を実施しました。 

（新丸山ダム工事事務所） 

６月１４日 
岐阜県立可児工業高校 工事現場見学会 

新丸山ダム工事現場の見学と建設現場で職業体験を実施しました。 

（新丸山ダム工事事務所） 

６月５日 
ダムをバックに洪水調節の実験 

地元小学生が小里川ダムを見学しま
した。(瑞浪市立稲津小学校) 

（庄内川河川事務所） 



旬な現場 

５月２３日 
国道41号石浦バイパス 宮峠トンネル工事見学会 

岐阜県立岐南工業高等学校の生徒がトンネル工事について学びました。（岐阜県高山市） 
（高山国道事務所） 

６月２４日 
水源地域の行政機関及び地元住民と協働し、奥矢作
森林フェスティバルを開催しました！ 
地域振興の一環として、多くの来場者にダムの役割
や水源地域に対する理解を深めていただきました。 

（矢作ダム管理所） 

６月５日 
豊丘村立豊丘南小５年生５４人 小渋ダム見学会 
土砂バイパストンネル吐口の見学の様子。 

（天竜川ダム統合管理事務所） 

５月３０日 
和歌山県美浜町議会が“旬な現場”を視察 

（静岡県榛原郡吉田町） 
有脚式離岸堤制作現場で説明。その大きさ
に参加者らは圧倒されていました。 

（静岡河川事務所） 

６月３日 
ＪＲ東海さわやかウォーキングで「蒲原海岸の今」を紹介 
（静岡市清水区日の出地先）過去幾度となく高波による
被害を受けてきた蒲原海岸における海岸事業の必要性
などを紹介しました。 

（静岡河川事務所） 



旬な現場 

６月１０日 
国道４２号熊野尾鷲道路（Ⅱ期） トンネル工事の
現場見学会を開催 

国道４２号熊野尾鷲道路（Ⅱ期）にて工事現場周
辺にお住まいの方へのトンネル工事現場見学会
を開催しました。（三重県尾鷲市） 

（紀勢国道事務所） 

６月１９日 
岐阜県立岐阜工業高校 工事現場見学会 

新丸山ダム工事現場の見学と建設現場で職業体験を実施しました。 

（新丸山ダム工事事務所） 



イベント（学習） 

６月１日 
ガザガサ体験（水生生物調査）で、園児たちは大
はしゃぎ（笑） 
矢田川子どもの水辺で名古屋市立鳩岡保育園の
川あそび体験を支援しました！ 

（庄内川河川事務所） 

６月１１日 
中部縦貫自動車道高山西ICビオトープ”飛騨の森再生”におけ
るチョウ類を指標とした環境調査しました。 

飛騨高山高校の生徒がチョウを採取し、図鑑による識別実習を
行いました。（岐阜県高山市） 

（高山国道事務所） 

５月３１日 
国道42号 熊野尾鷲道路（Ⅱ期）にて女性職員によ
る合同安全パトロールを実施しました。 

紀勢国道事務所、三重県、熊野市、御浜町の女性
職員１５名で合同安全パトロールを実施しました。 
（三重県尾鷲市） 

（紀勢国道事務所） 

６月１６日 
矢作川ヨシ植え体験会 

「矢作川自然再生事業」の取り組みの一環として、20名
の地域の方と関係機関が連携して「平成29年ヨシ原施
工区」へ移植を実施しました。 

（豊橋河川事務所） 



イベント（ボランティア活動） 

写 真 

６月３日 
ツツザキヤマジノギクの保護活動 

  松川町にて、長野県で希少野生動植物に指定のツツ  

  ザキヤマジノギク保護のため、町主体で外来植物駆 

  除活動を開催、当事務所職員を含め約７０人が参加 

  されました。作業前に河原植物について説明があり、 

  知識を深めることができました。 

（天竜川上流河川事務所） 

６月１７日 
矢作川アダプト活動の様子 

矢作川アダプト登録団体であるトヨタ自動車（株）
の皆様約100名と、豊橋河川事務所が協働して矢
作川河川敷の竹を間伐するボランティア活動が行
われました。 

（豊橋河川事務所） 

６月１７日 
矢作川アダプト活動の様子 

伐採した竹の有効利用として、竹を竹チップ製造器
に入れる豊橋河川事務所職員（参加された多くの方
に関心を寄せてもらい、持ち帰っていただきました。 

（豊橋河川事務所） 

６月７日 

ぐるり富士山風景街道 国道138号御殿場景観ワー
クショップ会議 

国、県、市と地域住民が一体となって、御殿場市萩
原北交差点周辺の修景活動を実施しました。 

（沼津河川国道事務所） 

６月９日 
国道42号 ボランティア団体により植栽帯で花の植
替えを実施 
国道42号にて夏の観光シーズンを前にボランティ
ア団体による植栽帯の花を植替えを行いました。
（三重県熊野市） 

（紀勢国道事務所） 

６月９日 
道路協力団体による紫陽花の管理・清掃国道
42号 道路協力団体 ア・ピース・オブ・コスモス
が紫陽花の管理・清掃活動を行いました。（三
重県尾鷲市） 

（紀勢国道事務所） 



イベント（ボランティア活動） 

６月１４日 
国道１９号 ボランティア･サポート･プログラム活動 

国道１９号中津川市「子野」交差点にて、老人会「子野喜楽会」の皆さんが花壇整
備を実施しました。 

（多治見砂防国道事務所） 

６月１３日 
国道２１号 ボランティア･サポート･プログラム活動 

国道２１号土岐市「次月峠」にて、土岐美濃焼卸センター、岐阜職業能力開発促進セ
ンター、東濃地科学センターの皆さんが約50名で花壇整備を行いました。 

（多治見砂防国道事務所） 

５月３１日 
国道１９号 ボランティア･サポート･プログラム活動 

（株）藤本組の皆さんが、多治見市「弁天町」交差点で花壇整備を行いました。 
（多治見砂防国道事務所） 


