
事業・施策トピックス 

急速に老朽化する道路構造物を戦略的・効率的にメ
ンテナンスするための組織として設置されました。 
点検技術の研究・普及や劣化予測などを実施するとと
もに、社会資本のメンテナンスに関し地方公共団体を
支援していきます。(愛知県名古屋市) 

【中部道路メンテナンスセンター】 

4月23日  
中部道路メンテナンスセンター開所式 H30.7豪雨による法面

崩落箇所の復旧工事 
トンネル照明設
備等の点検補修 

彦谷橋の舗装補修 

5月13日～7月12日  
中部縦貫自動車道（高山西IC～飛騨清見IC）補修工事 

約２ヶ月間終日全面通行止めし、舗装補修や災害復
旧、設備点検を行いました。(岐阜県高山市) 

【高山国道事務所】 

子供たちが川で安全に自然体験や環境学習ができる施設を三重県玉城町と
国土交通省が連携して整備しました。(三重県度会郡玉城町) 

【三重河川国道事務所】 

5月25日 
『たまき水辺の楽校』完成式典 

清水港が「釣り文化振興促進モデル港」に指定され、清水港において、
田辺静岡市長に指定証が手渡されました。(静岡県静岡市) 

【清水港湾事務所】 

５月２６日 
清水港「釣り文化振興促進モデル港 」指定証交付式 



  

防災・災害対応関係   

２０１９年 豊川・矢作川連合総合水防演習・広域連携防災訓練   

石井啓一国土交通大臣による開会の挨拶 消防団による水防工法（竹流し工） 

消防団による水防工法（シート張り工） 

小学生・ラグビー選手による水防工法体験 

５月１９日 

２０１９年 豊川・矢作川連合総合水防演習・広域連携防災訓練を開催 

「地域の多様な力、絆を結集～三河地域最大規模の演習～」 

(愛知県豊田市) 

【豊橋河川事務所】 

消防団による水防工法（積み土のう工） 

大臣の質問に答える小学生 

出水期を前に、洪水等の災害に備えて各所で情報伝達訓練や水防演習等を行いました 



  

防災・災害対応関係   

２０１９年 豊川・矢作川連合総合水防演習・広域連携防災訓練   

レッドサラマンダーによる捜索・救助訓練 

愛知県建設業協会・全国土木コンクリートブロック協会
による堤防決壊の荒締め切り 

陸上自衛隊による物資運送訓練 

閉会式における消防団総指揮者への感謝状贈呈 

５月１９日 

事務所職員が総合水防演習・広域連携防災訓練で 
道路啓開を実施 

（愛知県豊田市） 

【名古屋国道事務所】 

５月１９日 

２０１９年 豊川・矢作川連合総合水防演習・広域連携防災訓練を開催 

「地域の多様な力、絆を結集～三河地域最大規模の演習～」 

(愛知県豊田市)   

【豊橋河川事務所】 



  

防災・災害対応関係    

4月23日 
洪水対応演習 

(静岡県富士宮市) 
【富士砂防事務所】 

  

4月23日 
洪水対応演習 

(長野県駒ヶ根市)  
【天竜川上流河川事務所】 

5月15日 
櫛田可動堰で水門操作訓練 

(三重県松阪市) 
【三重河川国道事務所】 

5月16日 
勢田川防潮水門で水門操作訓練 

(三重県伊勢市) 
【三重河川国道事務所】 

4月23日 
国道153号通行規制箇所（遮断機）の操作訓練 

 
事務所職員が遮断機操作訓練を実施しました。 

（愛知県豊田市） 
【名古屋国道事務所】 

 

5月23日 
国道19号通行規制箇所（遮断機）の操作訓練 

岐阜･長野県境で、事前大雨通行規制訓練を実施しました。 

(岐阜県中津川市) 
【多治見砂防国道事務所】 

 



  

防災・災害対応関係    

出水期を前に、管理施設や許可工作物に危険箇所がないか、点検等を行いました。 

一般の方も利用される太田切床固工群管理用通路等
の施設点検を、駒ヶ根市、宮田村、警察及び消防等関
係機関と実施しました。（長野県駒ヶ根市、宮田村） 

【天竜川上流河川事務所】 

4月24日 
砂防施設の合同点検を実施 

施設概要・点検内容について説明 

合同点検（危険箇所確認） 
点検で発見した破損木柵 

（応急処置済み） 

5月8～10、13、14日 
許可工作物の合同点検を実施 

施設管理者と河川管理者の延べ41人が合同で許可工
作物の点検を実施しました。 

（愛知県弥富市、岐阜県海津市、三重県桑名市） 

【木曽川下流河川事務所】 

危機管理型水位計の説明 水防倉庫内資材の確認 

重要水防箇所確認 

5月10～23日 
河川合同巡視を実施 

管内沿川13市町村の関係者と、重要水防箇所、水防倉

庫の資材、危機管理型水位計の確認を実施しました。
（長野県伊那市ほか） 

【天竜川上流河川事務所】 

5月17～21日 
直轄河川管理施設の点検を実施 

出水期を前に河川管理施設の点検を実施しました。 

（三重県桑名市） 

【木曽川下流河川事務所】 

5月17,20,～23日 
許可工作物の合同点検を実施 

 

 鈴鹿川、雲出川、櫛田川及び宮川の排水樋門などの許
可工作物について、出水時の安全性が確保されている
か、施設管理者である地方自治体と合同で点検しました。 

（三重県鈴鹿市ほか） 

【三重河川国道事務所】 



  

防災・災害対応関係  

5月26日 
水のう設置実験 

平成３０年７月豪雨により土砂流入した箇
所の防護柵設置工事が完成しました。 
（岐阜県下呂市） 

【高山国道事務所】 

4月23日 
平成３０年７月豪雨災害復旧工事完成 

4月25日 
水難事故防止を呼びかける横断幕を設置 

事務所や静岡市消防局などで構成される「安倍川水
系の安全な河川敷地利用のための協議会」は、水難
事故防止を呼びかける横断幕を、牧ヶ谷橋ほかに設
置しました。 
（静岡県静岡市） 

【静岡河川事務所】 

5月13日 
災害対策功労者に感謝状を授与 

平成31年2月に長野県宮田村で発生した豚コレラ、及び
3月に国道19号で発生した倒木において災害対策支援
活動に従事し顕著な功績があった団体に対して感謝状
を授与しました。 
（長野県飯田市） 

【飯田国道事務所】 

5月21日 
防災体制設置 

 富士宮市及び静岡市南部に土砂災害警戒情報が発
表されたため、防災カメラによる監視や渓流状況の現
地調査などを行いました。 
（静岡県富士宮市） 

【富士砂防事務所】 

藤枝市水防訓練（瀬戸川河川敷）において、「土のう」に
代わる「水のう」の設置実験を行い、性能等について検
証しました。 

（静岡県藤枝市） 
【静岡河川事務所】 



旬な現場 

東海環状自動車道 岐阜ＩＣ（仮称）付近のトンネルと橋
梁下部工事の現場を見学されました。（岐阜県岐阜市） 

【岐阜国道事務所】 

5月8日 
岐阜工業高等専門学校５年生の皆さんが 
東海環状自動車道の工事現場を見学 

5月8日 
瀬尻保育園年長組の皆さんが 

東海環状自動車道の工事現場を見学 

東海環状自動車道 関広見高架橋鋼上部工事の現場を
見学されました。（岐阜県関市） 

【岐阜国道事務所】 

5月10日 
岐阜大学３年生の皆さんが 

東海環状自動車道の工事現場を見学 

東海環状自動車道 岐阜山県第１トンネル工事の現場を
見学されました。（岐阜県山県市） 

【岐阜国道事務所】 

5月16日 
尾鷲市立矢浜小学校４～６年生の皆さんが 

国道42号熊野尾鷲道路(Ⅱ期)の工事現場を見学 

国道42号熊野尾鷲道路(Ⅱ期) 尾鷲第4トンネル(仮称)
工事の現場を総合学習の場として見学されました。 
（三重県尾鷲市） 

【紀勢国道事務所】 



見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

4月25日 
京都市立静原小学校の皆さんが名古屋港を見学 

船に乗って海上から名古屋港を見学し、港の役割に
ついて学びました。 （愛知県名古屋市） 

【名古屋港湾事務所】 

4月29日 
駿河海岸の防潮堤の見学会を開催 

「第27回吉田町みどりのオアシスまつり(静岡県吉田
町主催)」で、駿河海岸で進められている粘り強い海
岸堤防の見学会を開催しました。 
 （静岡県榛原郡吉田町） 

【静岡河川事務所】 

5月10日 
飛騨高山高校生による水生生物調査 

中部縦貫自動車道 高山西ＩＣに設けられたビオトープに
おいて、飛騨高校３年生が春に見られる水生生物(トンボ
のヤゴ等)を採集し、観察しました。 （岐阜県高山市） 

【高山国道事務所】 

5月10日 
シルバー大学院での出前講座 

シルバー大学院受講生の方を対象に出前講座を開催し、
富士山の火山災害や対策に関する知識を動画や模型を
使用した溶岩流の実験などで学んでいただきました。 
（静岡県御殿場市） 

【富士砂防事務所】 

5月13日 
飛騨高山高校生によるギフチョウの保全活動 

中部縦貫自動車道建設予定地(高山ＩＣ～丹生川ＩＣ)にお
いて、飛騨高校の２年生がギフチョウの産卵状況調査を 
行いました。 （岐阜県高山市） 

【高山国道事務所】 

施設破損箇所点検・確認 

草刈機操作 

照明車操作 ドローン操作 

5月15日～17日 
中学生の職業体験学習 

駒ヶ根市立赤穂中学校の生徒１名が、施設点検や機械
操作など事務所の業務を3日間にわたって体験しました。 
（長野県駒ヶ根市） 

【天竜川上流河川事務所】 



見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

5月21日 
「あおぞら教室（砂防教室）」を開催 

中津川市立西小学校４年生が、土石流模型実験の体験や砂防えん堤や魚道の説明を聞いて、砂防につい
て学びました。（岐阜県中津川市） 

【多治見砂防国道事務所】 

土石流模型実験の体験 砂防えん堤や魚道の説明を聞く児童 

5月24日 
静岡県立沼津工業高校の生徒が砂防施設を見学 

静岡県立沼津工業高校の生徒5名が大沢扇状地の砂防施設を見学し、富士山源頭部での難工事の説明に
耳を傾けるとともに、施設の大きさを体感しました。(静岡県富士宮市) 

【富士砂防事務所】 

5月24日 
(一財)全国建設研修センターの研修
生が由比地すべり対策事業を視察 

 
全国のj地すべり対策工事に携わる
技術者の皆様(20名)が、全国建設
研修センターの研修プログラムの
一環として、全国でもなかなか例を
見ない規模の深礎杭や排水トンネ
ルの施工状況を視察されました。 

(静岡県静岡市) 
【富士砂防事務所】 



見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

飯田市天然記念物 

「遠山川の埋没樹」 

中郷流宮岩 

埋没ヒノキの展示標本 

飯田市天然記念物 

「遠山川の埋没樹」とともに 

5月25日 
遠山流域のジオパーク見学会を開催 

天竜川総合学習館の「かわらんべ講座」で南アルプ
スジオパーク見学会を開催し、過去の災害や地質
について学びました。 (長野県飯田市) 

【天竜川上流河川事務所】 

5月25日 
美和ダム放流、土砂バイパストンネルの見学会を開催 

美和ダム60年記念事業として美和ダムの見学会を開催し、普
段見ることができないダム放流やダム操作室の見学、土砂バ
イパストンネルウォーキングを体験していただきました。 
 (長野県伊那市) 

【天竜川ダム統合管理所】 
【三峰川総合開発工事事務所】 

5月26日 
「子ども防災寺子屋」で砂防施設を見学 

富士山子どもの国が開催した「」子ども防災寺子屋の
参加者に砂防施設(大沢遊砂地)を見学いただきまし
た。また、「防災カード」を使って、楽しみながら防災
について学習してもらいました。(静岡県富士宮市) 

【富士砂防事務所】 



見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

5月12日 
第24回木曽三川交流レガッタを開催 

木曽三川流域市町を中心とた地域から69チームが参
戦、長良川国際レガッタコースで火花を散らしました。
(岐阜県海津市) 

【木曽川下流河川事務所】 

5月13日、17日 
春の交通安全キャンペーンに参加 

春の交通安全キャンペーンとして、東名阪自動車道亀
山ＰＡ及び伊勢自動車道安濃ＳＡにおいて、警察など
の関係機関とともにドライバーへの安全運転の呼びか
けと啓発物の配布を行いました。 
(三重県津市、亀山市) 

【北勢国道事務所】 

5月17日～31日 
道路の老朽化対策パネル展を実施 

橋やトンネルなどの施設の現状や、永く安全に使うための
定期的な点検や修繕の取り組みを皆様に知っていただく
ため、「道路の老朽化対策パネル展」を「道の駅」宇津ノ谷
峠にて実施しました。 
(静岡県静岡市) 

【静岡国道事務所】 

5月19日 
「清水港フラワーフェスタ2019」展示ブース出展 

みなとオアシスの取り組み紹介パネル展示と、模型を使っ
て防波堤の効果を見ていただきました。(静岡県静岡市) 

【清水港湾事務所】 



見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

5月9日 
東海環状自動車道(大安ＩＣ～東員ＩＣ)開通セレモニーに 

参加していただいた方々へ感謝状贈呈 

3月17日の開通セレモニーを盛り上げていただいた、いなべ市立大安中学校
(吹奏楽演奏)と、いなべ市立三里小学校（テープカット）の皆さんに感謝状を
贈呈しました。(三重県いなべ市) 

【北勢国道事務所】 

5月25日 
美濃焼のカレー皿を考案・製作した大学生に感謝状を贈呈 

道の駅「おばあちゃん市・山岡」で販売しているダムカレーの美濃焼製カレー皿を考
案・製作し、ダムのＰＲと地域振興に貢献した、中京学院大学生チーム「ペチータ」に
感謝状を贈呈しました。 
感謝状を受け取った学生らは今後の抱負を語り、食堂スタッフとカレー皿の改善点
などについて話し合いました。(岐阜県恵那市) 

【庄内川河川事務所】 

地元名産「美濃焼」製のダムカレー皿を考案・製作した中京学院大学生チーム「ペ
チータ」に対し、その功績がダムPRと地域振興に寄与したとして庄内川河川事務

所長から感謝状が贈られました。ダムカレーは小里川ダムに隣接する道の駅で販
売されています。感謝状を受け取った学生らは今後の抱負を語り、食堂のスタッフ
とカレー皿の改善点などについて話し合いました。 

５月２５日 道の駅「おばあちゃん市・山岡」（岐阜県恵那市） 

「地域貢献団体感謝状贈呈式」を開催 



見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

5月8日 
けんせつ小町・チーム“愛”最優秀賞受賞！ 

建設業の担い手確保の一環として女性の入職促進を図る活動をしている「けんせつ小町
チーム“愛”」が一般社団法人日本建設業協会主催の「第4回けんせつ小町活躍推進表彰」
において、全91件の応募の中から 『最優秀賞』 を受賞しました。(東京都千代田区)

【愛知国道事務所】 

富士砂防事務所管内の５月期工事安全パトロール 

けんせつ小町・チーム“愛”最優秀賞受賞！！
【愛知国道事務所】

５月８日
（一社）日本建設業連合会による

第４回けんせつ小町活躍推進表彰式・受賞活動発表会（東京都 千代田区）

由比地すべり対策事業の施工現場安全パトロールを実施しました。
狭隘な施工ヤードという制約のなか、各現場しっかり整理整頓、安全対策を行い
作業しています。

5月15日 
由比地すべり対策工事現場 (静岡県静岡市) 

富士山北麓砂防工事の現場安全パトロールを５月２２日（水）に開催しました。
各工事現場の担当者が集まって安全点検を行い、助言や意見交換を行いました。

点検の結果、安全対策に一部指摘はあったものの、大きな問題はありませんでし
た。引き続き、事故ゼロを目指して工事をすすめます！

５月２２日（水）
富士山北麓砂防工事 安全パトロール

（富士山北麓砂防工事現場 ： 山梨県富士吉田市上吉田）

5月22日 
富士山麓砂防工事現場 (山梨県富士吉田市) 

5月23日 
富士宮出張所管内工事現場 (静岡県県富士宮市) 

富士宮砂防出張所と管内の工事施工業者による工事安全パトロールを実施しました。

日々、変化する工事現場内で安全に対する見落としがないか、確認しあいました。

これから、暑くなっていくので熱中症への備えも忘れずに、安全な施工を目指します。

５月２３日（木）
富士宮管内 5月期安全パトロール （静岡県富士宮市）

発注者である富士砂防事務所職員と施工業者が各工事現場を点検し、 
工事現場の安全確保に努めています。 

【富士砂防事務所】 


