
事業・施策トピックス 

地元の園児達と地元区長でテープカットを
行い、天城北道路の開通を祝いました。 

関係者による開通パレードで天城
北道路の開通を祝いました。 

１月２６日 
伊豆縦貫自動車道 天城北道路 開通セレモニーを開催（静岡県伊豆市） 

【沼津河川国道事務所】 

２月１７日  
中勢バイパス 開通記念セレモニー 

国道２３号中勢バイパス（鈴鹿・津工区）の開通記念パレードを
執り行いました。（三重県鈴鹿市）  

【三重河川国道事務所】 

２月１７日  
中勢バイパス 開通式典 

国道２３号中勢バイパス（鈴鹿・津工区）の開通
式を執り行いました。（三重県鈴鹿市） 

【三重河川国道事務所】 

国会議員、関係市町の首長、地域の方々と
天城北道路の開通を祝いました。 



事業・施策トピックス 

１月２８日 
静岡県道路メンテナンス会議 平成３０年度静岡県橋
梁補修技術セミナーを開催 
 メンテナンスサイクルの確立に向けて橋梁補修技術
セミナーを開催しました。（静岡県静岡市） 

【静岡国道事務所】 

１月３１日 
国道153号伊南バイパス全線開通１ヶ月後の様子 

国道153号伊南バイパスの新規開通区間の交通量を公表
しました。（約8,300台/日）（長野県上伊那郡飯島町～駒ヶ
根市） 

【飯田国道事務所 長野県伊那建設事務所】   

１月３１日 
平成３０年度 木曽川水系リバーカウンセラー会議を開催 
リバーカウンセラーの先生3名に木曽川下流管内の現場を
視察いただき、意見交換を行いました。（三重県桑名市） 

【木曽川下流河川事務所】 

赤外線によるコンクリートの浮き・剥
離検出技術 

飛行系ロボットによる損傷箇所
撮影技術 

アーム型機械によるコンクリートの浮き・
剥離検出技術 

２月５日 
静岡県道路メンテナンス会議 平成３０年度第４回点検
ミニ講習会を開催 
最新の点検支援技術を自治体職員に紹介し現場で試
行しました。（静岡県静岡市） 

【静岡国道事務所】 

２月７日 
JICA研修員が名古屋港を視察し、国際協力に貢献 

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ました。（愛知県海部郡飛島
村） 

【港湾空港部】 

２月 ８日 
JICA研修員が三河港を視察し、国際協力に貢献 

三河港「カモメリア」展望室より、輸入車日本一の三河港
の概要説明を受けました。（愛知県豊橋市） 

【港湾空港部】 



事業・施策トピックス 

２月７日 
庄内川アダプト会議をみずとぴぁ庄内（清須市庄内川
水防センター）で開催 
より良い庄内川を実現するために清掃活動などのボ
ランティア活動を行う民間団体等の皆様（４０団体）と
意見交換会を開催しました。（愛知県清須市） 

【庄内川河川事務所】 

２月７日 
土岐川・庄内川河川協力団体会議をみずとぴぁ庄内
（清須市庄内川水防センター）で開催 
自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する
活動を行う民間団体等の皆様（１０団体）と意見交換
会を開催しました。（愛知県清須市） 

【庄内川河川事務所】 

２月１２日 
国道41号数河除雪センターにて、飛騨地域の除雪従事者を
激励 

高山管内３出張所において、勢田中部地方整備局長と道路
部道路管理課長が除雪作業に従事する従事者を激励しまし
た。（岐阜県飛騨市） 

【高山国道事務所】 

２月１３日 
長野県下伊那郡高森町福祉センターで天竜川上下流連
携シンポジウム開催 
浜松河川国道事務所と天竜川上流河川事務所で『地方で
つくる幸せなくらし』と題してシンポジウムを開催、定員150

名のところ約２７０名の参加となりました。（長野県下恵那
郡高森町） 

【天竜川上流河川事務所】 

２月１３日 
港湾工事に携わる企業団体と中部地方整備局の女性職
員による意見交換会を開催 
女性職員同士で活発な意見交換が行われました。（静岡
県静岡市） 

【清水港湾事務所】 

２月７日 
第４回櫛田川自然再生推進会議を開催 

櫛田川での自然再生について、平成２９年度までの取り
組み状況や、平成３０年度に実施した魚類遡上調査結果、
次年度の予定について報告し、意見交換を行いました。
（三重県松阪市） 

【三重河川国道事務所】 
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２月２１日 
第１３回勢田川等水面利用対策協議会を開催 

不法係留船ゼロを目標として平成２１年に協議会を設
立。構成委員が一堂に会し、意見交換を行いました。
（三重県伊勢庁舎） 

【三重河川国道事務所】  

２月２１日 
伊勢湾BCP協議会を開催 

発災時の緊急物資輸送や港湾物流機能の早期回復
の実現を目的とする「伊勢湾港湾機能継続計画（伊勢
湾ＢＣＰ）」の協議会を開催しました。 （愛知県名古屋
市） 

【港湾空港部】 

２月２２日 
潮見小学校記念品除幕式・現場ふれあい体験を開催 

八百津町立潮見小学校全児童の将来の夢や手形が記さ
れた記念のタイルが付替国道418号の工事現場に設置さ
れ、完成除幕式が行われました。 （岐阜県加茂郡八百津
町） 

【新丸山ダム工事事務所】 

スノーシュー（冬） 

ボランティアガ
イド研修会 

【協議会委員・顧問 出席者】 
杉本会長（駒ヶ根市長）小田切副会長（宮田村
長）椎葉委員（天竜川上流河川事務所長） 
長嶋委員（宮田村教育長）小原委員（駒ヶ根 
観光協会会長）中村顧問（防衛大名誉教授） 
北澤顧問（山地防災環境研究所所長）ＦＭ実行 
委員等 

プレーパーク（夏） 

２月１４日 
駒ヶ根市役所にて駒ヶ根高原砂防フィールドミュージアム運営協議会を開催 

駒ヶ根高原ＦＭ実行委員会から協議会委員へ、今年度の活動及び次年度の活動計画が報
告され、今後も防災学習や観光推進のため、持続的な活動を行っていくことが決定されました。
（長野県駒ヶ根市） 

【天竜川上流河川事務所】 



  

防災・災害対応関係   

２月１５日 
海上保安部・三重県警などと連携した四日市港埠頭保安
設備の合同点検を実施 
フェンスの目視点検等を行いました。（三重県四日市市） 

【四日市港湾事務所】 

２月２０日 
ドローンパイロット養成講座（座学）を開催 

岐阜県測量設計業協会より講師を迎え、災害時の迅
速な情報収集のため、事務所職員総勢３０名が参加
して、航空法・飛行原理・安全対策等について学びま
した。（岐阜県多治見市） 

【多治見砂防国道事務所】 

災害対策本部 

横転車対応訓練 

土砂撤去訓練 

救出訓練 

２月１９日  
開通後初！！紀勢自動車道で災害時対応訓練を実施 

紀勢自動車道が開通して５年、初めて関係機関と災害時
の対応訓練を実施しました。（三重県北牟婁郡紀北町） 

【紀勢国道事務所】 

２月２２日 
三遠南信自動車道 浦川・奈根トンネル防災訓練を実
施 

トンネルが県境に位置していることから、静岡県、愛知
県の両関係機関と連携し、トンネル内の交通事故や火
災に円滑に対応できるよう、トンネル防災訓練を実施し
ました。（静岡県浜松市、愛知県北設楽郡東栄町） 

【浜松河川国道事務所】 

２月７日  
大規模土砂災害合同防災訓練を実施 

大規模土砂災害を想定した関係機関（長野県・上松
町）との合同防災訓練の様子です。（長野県木曽郡
上松町） 

【多治見砂防国道事務所】 

１月２８日 
“生徒が自ら考え自分なりの答えを導く”教員による中学
校防災教育を開催（島田市立島田第二中学校） 
「災害時に適切な避難行動を阻害する人間心理」につい
ても考える授業になりました。（静岡県島田市） 

【静岡河川事務所】 



  

防災・災害対応関係   

２月１日 
海津市立高須小学校で4年生を対象とした「水防災学習
会」を開催 
水害が起きた時に逃げ遅れる人達をなくすためにはどの
ようにすれば良いか？学習会で一緒になって考えてみま
した。（岐阜県海津市） 

【木曽川下流河川事務所】 



旬な現場 

 ２月１日 

 国道１号桑名東部拡幅（伊勢大橋架け替え）工事現場見学会を実施 
桑名市立修徳小学校の１年生が伊勢大橋架け替え関連工事現場を見学し、実
際に現場で働く大型機械について学びました。（三重県桑名市）  

【北勢国道事務所】 

２月１日 
国道153号伊勢神改良新郡界橋下部工事 

豊田市で施工中の国道153号新郡界橋下部工事。昨晩からの
雪で現場も真っ白です。ミニチュア模型？みたいに撮れました。
（ドローンで撮影）（愛知県豊田市） 
https://twitter.com/mlit_meikoku/status/109115593133584384
6（めいこくtwitterより） 

【名古屋国道事務所】 

https://twitter.com/mlit_meikoku/status/1091155931335843846
https://twitter.com/mlit_meikoku/status/1091155931335843846


イベント（見学会） 

１月２３日  

東海環状自動車道 現場見学会を実施 

東海工業専門学校1年生が東海環状自動車道の橋梁
工事現場を見学しました。（岐阜県大垣市） 

【岐阜国道事務所】 

１月２６日 
東海環状自動車道 現場見学会を実施 

岐阜県関市広見地区 沿線住民の方が、東海環状自動車道
の橋梁工事現場とトンネル工事現場を見学をしました。（岐
阜県関市） 

【岐阜国道事務所】 

１月３１日 
東海環状自動車道 現場見学会を実施  

大垣工業高等学校1年生が東海環状自動車道の橋梁工
事現場を見学し、鉄筋結束、コンクリート締め固め、高力
ボルト締付体験を行いました。（岐阜県大垣市） 

【岐阜国道事務所】 

【宮田樋管改築・引堤工事及び大久保橋下
部工工事】 

樋管改築・引堤の現場見学（国施
工） 

樋管改築の説明 

【国道１５３号 野底福島トンネ
ル工事】 

トンネル工事の説明及び坑
内見学（県施工） 

２月５日 
長野県伊那建設事務所と合同現場見学会を実施 

若手職員のスキルアップを図るため、天竜川上流河川
事務所職員９名、伊那建設事務所職員２２名の参加で、
お互いの工事現場を見学しました。（長野県） 

【天竜川上流河川事務所】 

工事中の見学会でお絵かきを
した舗装の写真を見て、自分の
描いた絵を探しています！ 

２月１４日 
中勢バイパス 千里ヶ丘小学校 開通直前見学会を実施 

秋に工事中の現場見学会を実施した千里ヶ丘小学校を対
象に、開通前最後の見学会を開催。真新しいアスファルト舗
装の上を、元気に走っている様子です。（三重県津市）  

【三重河川国道事務所】 



イベント（見学会） 

２月１８日 
恵那市立山岡こども園年長園児が小里川ダム予備発電設備工事の現場を見学（長野県恵那市） 

【庄内川河川事務所】 

請負業者の説明に耳を傾けながら小里川ダム管理支所の
現場を楽しく見学をする園児のみなさん。 

園児のみなさんが描いたイラストを予備発電機に貼り付け
飾り付けをしました。イラストはマグネットシートに印刷され
ているため、長期間ご覧頂くことができます。 
(3月中旬以降はイラストをダム内部に移動します。) 

イベント（学習） 

クラック幅は？ ドローン操作 

鉄筋どこ？ 空隙有るかな？ 

 ２月１６日  
出前授業「Ｊｒ.点検士養成講座in紀北町立西小学校」を実施 

未来を担う子供たちに道路維持管理を体験してもらう事を目的とした、出前授業「Ｊｒ.
点検士養成講座in紀北町立西小学校」を開催しました。（三重県北牟婁郡紀北町） 

【紀勢国道事務所】 



イベント 

２月３日 
長良川サービスセンターで第2回かいづっちマラソン
大会を開催 
小学生、中学生、高校生、一般、親子ジョギング部
門に別れ、ぞれぞれ元気にマラソンを楽しみました。
（岐阜県海津市） 

【木曽川下流河川事務所】 

２月１６日 
ＪＲ東海 さわやかウォーキング（一級河川豊川改修８０
年の足跡めぐりウォーキング） 開催 
小坂井排水機場と豊川放水路分流堰を、コースの一
部に含め、開催されました。参加者には「小坂井排水
機場カード」と「豊川放水路分流堰カード」を配付しまし
た。（愛知県豊川市） 

【豊橋河川事務所】 

２月１７日 
東海環状自動車道開通記念イベント「スカイサイクリングい
なべ」を開催 

市町主催で東海環状自動車道の開通記念イベント「スカイ
サイクリングいなべ」が開催されました。開通区間をプロ自転
車選手や地元住民等が自転車で走行しました。（三重県い
なべ市） 

【北勢国道事務所】 

イベント全体 

はたらく車展示 
未来をつなぐ三遠南信自動車道
カード 

記念パネル展示 

２月２４日 
三遠南信自動車道 開通記念プレイベントを開催 

３月２日に三遠南信自動車道(佐久間川合IC～東栄
IC)が開通することを記念して、「開通記念イベント」を
開催しました。（愛知県北設楽郡東栄町）  

【浜松河川国道事務所】 


