
事業・施策トピックス 
   （国土交通政務官視察） 

１２月１７日 
名古屋港ガーデンふ頭を工藤国土交通大臣政務官が視察 

ホテルシップの検討のため、クルーズ船の受入状況並びに、飛鳥Ⅱ船内設備を視察
されました。（名古屋市） 

【港湾空港部】 

１２月１日 
西知多道路（東海ジャンクション）起工式 

工藤大臣政務官、大村愛知県知事らが鍬入れを行いました。（愛知県東海市） 
【名四国道事務所】 



事業・施策トピックス 

１２月２日 
東海環状自動車道海津地区 起工式 

国会議員・岐阜県副知事・関連市町の首長等によ
る鍬入れや記念イベント、パネル展などを行いま
した。 （岐阜県海津市）  

【岐阜国道事務所】 

１２月２日 
東海環状自動車道 広見トンネル（仮称）貫通式 

東海環状自動車道 関広見IC～高富IC（仮称）区間の
６本あるうちの最後のトンネルの貫通を祝いました。（岐
阜県岐阜市～関市） 

【岐阜国道事務所】 

『鏡開き』をする出席者。 『通り初めの儀』において、貫通点で握手する出席者。 

『貫通の儀』において、点火ボタン押下する出席者。 

１２月９日  
国道４１号宮峠トンネル貫通式を開催（岐阜県高山市） 

【高山国道事務所】 

地元の『久々野町の舟山太鼓（上）』と『飛騨一宮水無
神社の獅子舞（下）』を披露していただきました。 



事業・施策トピックス 

１２月１２日 
浚渫兼油回収船『清龍丸』を視察しました。
（名古屋港内） 

１２月１３日 
名古屋港集中管理ゲートにて、コンテナターミナルの物流の
効率化について概要説明を受ける。（愛知県海部郡飛島村） 

１２月６日 
平成30年度 第2回 中部ＦＭ研究会を開催 

「働き方改革とファシリティマネジメント」をテーマとし
て、イキイキと働くための社会に向けた取り組みにつ
いて、２人の外部講師を招き講演いただきました。
（名古屋市） 

【営繕部】 

１２月１３日 
みなとまちづくりフォーラム ～「みなと」の魅力を活か
して人が集うまちへ～を開催 
みなとを活かしたまちづくりについての講演とパネル
ディスカッションを実施しました。（三重県四日市市） 

【港湾空港部】 

１２月５日 
伊勢湾水理環境実験センターでUAV操縦者
養成プログラムを実施 
職員の災害対応力強化に向けて、センター
建屋を活用したUAV操作技術習得研修を開

催しました。（名古屋市） 
【名古屋港湾空港技術調査事務所】 

１１月２０日 
女性職員による合同安全パトロール 

三重県・尾鷲市・三重河川国道事務所・紀勢国道事務
所の女性職員が合同で海岸堤防工事（津松阪港）の安
全パトロールを実施し、意見交換を行いました。（三重県
津市藤方） 

【紀勢国道事務所】 

JICA研修員が名古屋港を視察し、イラクの発展のため国際協力に貢献しました。 
【名古屋港湾事務所】【港湾空港部】 



事業・施策トピックス 

除草作業 区画線補修 路面清掃 照明器具清掃・管球取替 

維持・補修 

換気設備点検（ジェットファン） 

構造物・設備点検 

橋梁点検 トンネル点検 誘導表示板点検 

１２月３日～１２月７日 
熊野尾鷲道路夜間集中工事 

国道42号熊野尾鷲道路（尾鷲南ＩＣ～熊野大泊ＩＣ）において全面通行止めを行い、維持・
補修、各種点検等を4夜間に集中的に実施。（三重県熊野市・尾鷲市） 

【紀勢国道事務所】 
 

１２月１１日～１２日 
所有者不明の不法係留船を強制撤去 

揖斐川左岸（海津市油島）にて簡易代執行を実施
しました。（岐阜県海津市） 

【木曽川下流河川事務所】 

１２月１７日 
「第１９回砂防工事安全対策研究発表会」を開催 

工事期間中における土石流や斜面崩壊等の自然災害か
ら身を守るため、現場における工夫・取り組みを受注業者
が発表しました。（岐阜県多治見市） 

【多治見砂防国道事務所】 



事業・施策トピックス 

１２月５日 
河川管理施設の適切な管理・操作 表彰式 

10年間、大井川の新地樋管の管理、操作を勤めてく
れている大畑典敏（おおはた つねとし）さんに感謝
状を贈りました。 

【静岡河川事務所】 

１２月１７日 
河川管理施設の適切な管理・操作に従事した個人に対
する表彰式実施 
ひ門・ひ管などの管理・操作に永年従事された鈴木様、
伊藤様に感謝状を授与しました。（三重県桑名市福島） 

【木曽川下流河川事務所】 

１２月１３日 
「平成３０年７月豪雨」の災害対策関係功労者表彰を
実施 
「平成３０年７月豪雨」で連絡車運行作業支援の団体
を表彰しました。（名古屋市） 

【港湾空港部】 

１２月１９日 
庄内川河川事務所にて災害対策関係功労者感謝状贈呈式を実施 

平成３０年７月豪雨及び北海道胆振東部地震における災害対策支援にあたり、献身的に対応し作業をされた３団体に
中部地方整備局長感謝状を、４団体に庄内川河川事務所長感謝状を贈呈しました。贈呈式後、出席者全員で座談会を
行いました。 

【庄内川河川事務所】 

歩道の安全点検の様子 

１１月２１日 
ボランティア・サポート・プログラム協定締結式及び合
同ボランティア活動(歩道の安全点検・清掃活動) 

国際航業(株)中部支社とボランティア・サポート・プロ
グラム協定締結し、合同ボランティア活動を実施しま
した（静岡県静岡市） 

【静岡国道事務所】 



  

防災・災害対応関係   

１１月２７日 
雪氷対策出発式 

雪氷対策出発式にて受注業者が安全宣言を行いまし
た。（愛知県豊田市 稲武雪寒基地） 

【名古屋国道事務所】 

啓発チラシ配布 除雪関係車両展示 

１１月２９日  
雪氷出陣式を開催 

啓発チラシの配布・除雪関係車両の展示も実施しま
した。（静岡県富士宮市） 

【静岡国道事務所）】 

運転手に対し災害対策基本法に
基づく移動命令をしている様子 

簡易移動ジャッキに
よる移動作業の様子 

１１月３０日 
大雪による立ち往生車両の移動訓練 

名阪国道「道の駅いが」にて、官民一体となって大雪による立
ち往生車両の移動訓練を実施（三重県伊賀市） 
【三重河川国道事務所、紀勢国道事務所、北勢国道事務所】 

１１月３０日 
高山国道事務所管内雪氷対策連絡調整会議 

飛騨の冬を支えるため、飛騨地域の道路管理者・
警察・消防で除雪についての会議を行いました。
（岐阜県高山市） 

【高山国道事務所】 

１１月３０日 
雪氷出陣式 

名阪国道上野インター内守田基地にて、雪氷出陣式として、
除雪作業車の動作確認・雪氷期間開始号令を実施しました。
（三重県伊賀市） 
【三重河川国道事務所、紀勢国道事務所、北勢国道事務所】 

放置車両 
けん引車両 

１２月３日 
冬将軍に向けて、放置車両移動訓練 

国道21号次月峠において、冬期の大雪等により、
放置車両が発生した場合の緊急車両の通行
ルート確保のため、移動訓練を行いました。（岐
阜県土岐市） 

【多治見砂防国道事務所】 



  

防災・災害対応関係   

１２月６日 
除雪出発式 

雪みちの安全確保に向けて、除雪業者が安全宣言
と除雪機械の点検を行いました。（静岡県御殿場市） 

【沼津河川国道事務所】 

１１月２８日 
矢筈トンネルで大規模事故対応訓練を実施   

トンネル内での事故発生を想定し、通行止め及び、
運転手の救出訓練を実施しました。（長野県飯田
市・下伊那郡喬木村） 

【飯田国道事務所】   

写真① 写真② 

１２月３日 
車両移動訓練及び雪氷対策出発式 

国道１号に道路関係の各機関が集まり、災害時の車
両移動訓練を実施しました。(写真①） 
訓練終了後に、今年度の雪氷対策の始まりとして雪
氷対策出発式を実施しました。（写真②） 

（静岡県掛川市） 
 【浜松河川国道事務所】 

１２月１３日 
平成３０年度南海トラフ巨大地震防災訓練（広域進出
拠点開設・運営訓練） 
TEC-FORCE活動計画（受援計画）策定後、初となる

広域進出拠点開設・運営訓練を実施しました。（岐阜
県各務原市）  

【木曽川上流河川事務所】 

１１月２７日 
災害対策用機械操作訓練 

災害から地域を守る！災害対策用機械操作訓練を
実施しました。（静岡県静岡市） 

【（静岡国道事務所・静岡河川事務所】 

簡易水質検査実習の様子 

オイルフェンス展張訓練の様子 

１１月２９日 
平成３０年度 水質事故対策実技講習会 

豊川・矢作川水系の水質事故発生時に被害の拡大を
防止するための水質事故対策技術向上を目的に講
習会を開催し、関係自治体等５１名が実習訓練を行い
ました。（愛知県豊川市） 

【豊橋河川事務所】 



旬な現場 

１２月５日 
韓国毎日安全環境研究院が名古屋第二環状自動車道の現場を視察。 

（愛知国道事務所） 

飛島大橋鋼上部工事現場において日韓通訳を介し
て安全対策の実施状況を視察･意見交換しました。

（名古屋市港区）     

事務所・現場の安全対策について状況説明しました。 



イベント（学習） 

１１月２９日 
道路を守るお仕事体験会   

大紀小学校の生徒さんが、建設機械の見学、工事
用モノレールでの移動、ロックネットのボルト締め
体験を行い道路管理の仕事について学んで頂き
ました。（三重県度会郡大紀町） 

 【紀勢国道事務所】 

１２月１０日 
「土砂崩壊模型実験」にて樹林の効果を学ぶ中学
１年生 
土岐川流域グリーンベルト「学習会」を多治見市立
多治見中学校にて開催しました。（岐阜県多治見
市） 

【多治見砂防国道事務所】 

１２月１３日 
第２０期 開放講座「水と街道」（第４回・最終回）を
開催 
閉講式後、ドローンによる記念写真を撮影しまし
た。（岐阜県多治見市） 

【多治見砂防国道事務所】 



イベント（ボランティア） 

１１月２４日  
花街道で観光客をお出迎え 

熊野市と御浜町でボランティア団体の皆さんが、沿道
の花壇の花で年末年始の帰省や世界遺産等の観光
に来たみなさんの目を楽しませるように花の植替えを
行いました。（三重県熊野市） 

 【紀勢国道事務所】 

清掃前 清掃後 

１２月１５日 
市民、企業、学生、行政が参加し約４６０袋の漂着ごみ
を回収しました。 
「藤前干潟クリーン大作戦パート２！」で庄内川・新川河
口部の清掃活動を実施しました！ （名古屋市港区） 

【庄内川河川事務所】 



イベント（見学会） 

１２月１日 
「土木の日」関連イベント 東海環状自動車道 現場
見学会 
岐阜市立三輪中学校の１年生から３年生が、東海
環状自動車道の工事現場を見学し、記念に擁壁に
絵を書きました。（岐阜県岐阜市） 

 【岐阜国道事務所】 

１２月５日 
女子大生が河川堤防工事・治水対策を見学 

三重県桑名市長島町鎌ヶ地にて岐阜女子大生が工事現
場を見学しました。（三重県桑名市） 

【木曽川下流河川事務所】 

１２月１８日 
技術力向上を目的に橋梁（伊勢湾岸高速道）近接
工事現場を見学 
三重県桑名市福岡町地先にて高潮堤防工事現場
の見学会を実施しました。（三重県桑名市） 

【木曽川下流河川事務所】 

建設機械の説明 

を受けています 

若手技術者より事業概要説明と 

建設業の魅力を伝えています 
建設機械の 

試乗体験 

１２月７日 
「土木の日」関連イベント 東海環状自動車道 現場
見学会 
岐阜工業高等専門学校１年生が、東海環状自動車
道のトンネル工事現場を見学しました。（岐阜県岐
阜市） 

【岐阜国道事務所】 

１２月１３日 
山県市の「よさ」を見つけましょう会 東海環状自動車
道 現場見学会 
岐阜県山県市の地元住民の方々が、東海環状自動車
道の事業説明を受けた後、工事現場の見学をしました。
（岐阜県山県市） 

【岐阜国道事務所】 



イベント 

１２月/１２日  
静岡駅北口駅前広場10周年、しずマチ15周年記念イベント 
静岡駅北口駅前広場でパネル展を開催しました。（静岡県
静岡市） 

【静岡国道事務所】 

１１月１０日～１２月２４日 
『まち・ひと・ものをつなぐ 国道１号の今昔展』 

 国道1号静清バイパス全線4車線化開通に向け
てパネル展を開催しました。（静岡県静岡市「体験
工房 駿府匠宿 ギャラリースペース」） 

【静岡国道事務所】 

１２月１７日～２５日 
「おりがわダムライトアップ」を開催 

【庄内川河川事務所】 

ライトアップされたダムが湖に映る、『逆さダム』が来場
者に大変好評でした。 

左：隣接する道の駅「おばあちゃん市山岡」のイルミネー
ション開催期間中に、地元建設業者の協力により、ダム
管理支所もイルミネーションを点灯しました。 
右：瑞浪市の協力により、ダムに至る県道「小里城大
橋」もライトアップされました。地域が一体となってライト
アップイベントを盛り上げています。 


