
事業・施策トピックス 

5月25日  
東海環状自動車道 岐阜山県第１トンネル(仮称) 

（山県市側）着工式 

工事関係者による鍬入れ式を行いました。 
(岐阜県山県市) 

【岐阜国道事務所】 

国直轄事業としては１０年ぶりとなる地すべり対策
事業の着手式を開催しました。 

(長野県天龍村) 
【天竜川上流河川事務所】 

6月15日 
天竜川中流地区直轄地すべり対策事業着手式 

5月26日  
道の駅「とよはし」開駅式典 

地域振興施設「トマッテ」正面にて来賓者による
テープカットを行いました。(愛知県豊橋市)

【名古屋国道事務所】 

6月5日、10日、11日、12日  
官庁施設情報管理システム(BIMMS-N) 

操作説明会 

国の建物管理をする方を対象に、保全状況報告等
を行うシステム操作説明会を開催しました。 
(愛知県名古屋市、静岡県静岡市) 

【営繕部/静岡営繕事務所】 

6月8日  
国道153号豊田北バイパス 開通式典 

・セレモニーを開催

開通セレモニーではテープカット・くす玉開披・開通
記念パレードを行いました。(愛知県豊田市) 

【名四国道事務所】 

地元関係者、国・県・町村議員及び行政関係者６３名の出席で、国
直轄の地すべり事業としては１０年ぶりとなる天竜川中流地区直轄

地すべり対策事業の着手式を開催しました。

児玉河川部長 

堀内富士吉田市長 長崎山梨県知事 

加藤事務所長 

富士山北麓火山防災ステーションの開所式を開催しました。
来賓の長崎知事と堀内富士吉田市長より期待と激励の挨拶をいただき、新しい看板の除幕式を行いました。開所式を終え気持ち新
たに防災ステーションとして始動しました。

６月２３日（日）
富士山北麓火山防災ステーション開所式（山梨県南都留郡富士河口湖町小立）

6月23日 
富士山北麓火山防災ステーション 開所式 

中部地方整備局では初の山梨県内の事務所開設、
火山噴火対策事業の進展や災害対応の迅速化に
地元の期待が寄せられています。 
(山梨県富士河口湖町) 

【富士砂防事務所】 



  

防災・災害対応関係    

6月1日～30日 
土砂災害防止月間 

「みんなで防ごう土砂災害」をスローガンに土砂災
害の防止や被害の軽減の啓発を行いました。 

 (静岡県富士宮市) 
【富士砂防事務所】 

 

6月9日 

海部地方総合防災訓練に参加 

排水ポンプ車による内水排除実動訓練を実施しま
した。 

（愛知県愛西市） 

【木曽川下流河川事務所】 
 

消防団による積み土のう工法の演習 

自衛隊による土のう積みの実演 水防団・消防団による釜段工法の講習 

消防・警察等による連携救助訓練 

6月9日 
静岡県東部地域水防演習 

 静岡県東部地域10市町の消防団、警察、自衛隊、建設業団体等が

参加し、水防技術の確認と向上、水防活動への意識の高揚を図りま
した。（静岡県伊豆市） 

【沼津河川国道事務所】 

建設業団体の社員と 

事務所職員による土のう作り 



  

防災・災害対応関係    

梅雨を前に道路の危険箇所について現地防災点
検を実施しました。（長野県阿智村・南木曽町） 

【飯田国道事務所】 

6月10日、11日 
国道153号の現地防災点検 6月12日 

堤防決壊時等の緊急対策シミュレ－ションを実施 

洪水や大規模地震で堤防が決壊した場合の復旧
方法などについて、演習を行いました。 
（三重県桑名市） 

【木曽川下流河川事務所】 

6月13日 
土岐川重要水防箇所を合同巡視 

古川雅典多治見市長の臨場の下、岐阜県、多治
見市、当事務所の職員が、危険箇所の巡視を行い
ました。（岐阜県多治見市） 

【多治見砂防国道事務所】 

6月19日 
堤防決壊時等の緊急対策シミュレ－ションを実施 

安倍川が氾濫し堤防が決壊したことを想定してシ
ミュレーションを行い、早期復旧に向けた手順を再
確認しました。 

（静岡県静岡市） 

【静岡河川事務所】 



  

防災・災害対応関係  

災害対策車両の操作訓練 
 中部地方整備局管内各地で災害対策車両（排水ポン

プ車、照明車など）の操作訓練を事務所職員、地方自
治体職員、災害対策協定団体を対象に行い、洪水な
どに備えています。 

5月24日  
自治体職員・消防団員及び建設業協会による訓練 
（静岡県清水町、狩野川） 

【沼津河川国道事務所】 
 

照明車10m級 
（照明：ＬＥＤランプ） 

対策本部車（カプセル展開） 

ポンプに 
ホースを接続 

ポンプに浮き輪を接続 

排水ポンプ車による吸水 排水ポンプ車による排水 

5月27日  
事務所職員による訓練（静岡県静岡市） 

【静岡河川事務所】 

5月29日  
事務所職員による訓練（長野県駒ヶ根市） 

【天竜川上流河川事務所】 

5月30日 
関係自治体職員及び長野県南部防災対策協議会
による訓練 

（長野県中川村、天竜川） 
【天竜川上流河川事務所】 

6月3日  
関係自治体職員及び事務所職員による訓練 

  （岐阜県大垣市） 
【岐阜国道事務所】 



  

防災・災害対応関係  

通行止め用遮断機の操作訓練 
 大雨のシーズンを前に国道の事前通行規制区間に設置

されている通行止め用遮断機の操作訓練を行い、道路
利用者の安全･安心の確保に努めています。 

5月24日、31日  
国道52号 （静岡県静岡市） 

【静岡国道事務所】 
 

5月24日  
国道25号名阪国道 （三重県亀山市） 

【北勢国道事務所】 

5月27日  
国道41号  （岐阜県高山市） 

【高山国道事務所】 

5月29日  
国道1号  （三重県亀山市） 
【三重河川国道事務所】 

5月30日  
国道1号  （静岡県島田市） 
【浜松河川国道事務所】 



旬な現場 

東海環状自動車道 岐阜山県第1トンネル（仮称）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28日 
岐南工業高等学校土木科３年生43名が 
東海環状自動車道の工事現場を見学 

5月28日 
岐南工業高等学校土木科2年生39名が 

災害対策用機械を見学 

中部技術事務所に来所され、事務所が所有している
災害対策用機械（排水ポンプ車など）の見学とドローン
の操縦体験をされました。（愛知県名古屋市） 

【中部技術事務所】 

5月30日 
リクルートの学生が 

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
（仮称）の現場を見学されました。（岐阜県山県市） 

【岐阜国道事務所】 

6月5日 
四日市市の市議会議員（都市･環境常任委員会委員）
及び職員17名が北勢バイパスの工事現場を視察 

国道1号北勢バイパス坂部トンネル（仮称）工事の現場を
視察されました。（三重県四日市市） 

【北勢国道事務所】 

6月9日 
「ＪＲ東海さわやかウォーキング」参加者が 

蒲原海岸離岸堤工事を見学 

職員が海岸保全事業の説明を行い、工事に対する
理解と協力を呼びかけました。（静岡県静岡市） 

【静岡河川事務所】 



旬な現場 

名古屋港飛島ふ頭再編改良工事現場を見学し、港湾
整備について学びました。（愛知県飛島村） 

【名古屋港湾事務所】 

6月13日 
浜松工業高等学校土木科25名が 

名古屋港の工事現場を見学 

6月13日 
名古屋大学大学院法学研究科12名が 
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
（仮称）の現場を見学されました。（岐阜県岐阜市） 

【岐阜国道事務所】 



見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

5月27日、28日 
中学生が職場体験学習 

伊那市西箕輪中学校2年生の女子生徒１名が事務
所の様々な業務を体験しました。 

 （長野県伊那市ほか） 
【天竜川上流河川事務所】 

5月30日 
富士山不法投棄防止ネットワークの 

統一パトロールに参加 
 

事務所職員が富士宮市環境パトロール隊、富士森林
組合の皆さんと一緒にパトロールを行い、不法投棄ゴ
ミの回収を行いました。 
 （静岡県富士宮市） 

【富士砂防事務所】 

6月1日 
奥矢作森林フェスティバルを開催 

水源地域の行政機関及び地元住民と協働して、奥
矢作森林フェスティバルを開催し、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。 

 （愛知県豊田市・岐阜県恵那市） 

【矢作ダム管理所】 

6月2日 
ツツザキヤマジノギクの保護活動 

町天然記念物で絶滅危惧種であるﾂﾂｻﾞｷﾔﾏｼﾞﾉｷﾞｸを
保護するため、上片桐自然友の会会員や松川町職員、
事務所職員など約50名が、外来種の駆除作業を行い

ました。（長野県松川町） 
【天竜川上流河川事務所】 

6月2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、大同
大学をはじめとする関係機関が連携して矢作川左岸に 

おいて移植を実施しました。 

（愛知県西尾市） 
【豊橋河川事務所】 

６月３日 
ＪＩＣＡ研修生によるバリアフリー施設の体験 

 モンゴル政府職員ほか１２名が、車いすや視覚障
害者の体験をされました。（愛知県名古屋市） 

【中部技術事務所】 

樋管ゲート操作 

河川法許可申請書審査 

河川巡視（堤防状況撮影） 

河川巡視に出発 

中山太鼓実演・体験 

魚つかみ体験 

地元特産品の物産展 

矢作ダム放流見学 

駆除作業前 駆除作業後 



見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

砂防えん堤や魚道の説明を聞く児童 

6月5日 
記者への事業説明会を開催 

 高山記者クラブの記者を事務所に招いて事業
説明会を開催しました。(岐阜県高山市) 

【高山国道事務所】 

6月5日～7日 
中学生が職場体験学習 

 四日市市立三重平中学校2年生の3名が改築・
管理業務を体験しました。 

(三重県四日市市ほか) 
【北勢国道事務所】 

6月6日 
中津川市立落合小学校・付知南小学校４年生に 

『あおぞら教室（砂防教室）』を開催 

湯舟沢１２号床固工の魚道を見学している児童
の様子（岐阜県中津川市） 

【多治見砂防国道事務所】 

6月6日 
第37回土砂災害防止「全国の集い」 in 神奈川 

地すべり対策事業でのCIMの活用についてポス
ターを展示し、事務所職員が説明を行いました。 

（神奈川県横須賀市） 

【富士砂防事務所】 

6月6日 
富士宮市立北山中学校 出前講座 

富士宮市立北山中学校１年生52名を対象に富士

山噴火をテーマに講義を行い、身近な富士山への
関心を高める授業になりました。 

（静岡県富士宮市） 

【富士砂防事務所】 

 

6月7日 
関西国際航空貨物運送協会が清水港を視察 

海上視察の様子（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 

6月8日  

ボランティア・サポート・プログラム活動 

国道42号でボランティア団体の皆さんと夏の観光
シーズンに向けて植栽帯の花植を行いました。 

（三重県熊野市、御浜町） 

【紀勢国道事務所】 

6月8日 

大谷崩植樹体験会を開催 

一般公募で参加した市民が、砂防工事（山腹工）によ
り造られた平坦な部分に植樹を行いました。 

（静岡県静岡市） 

【静岡河川事務所】 

 

6月11日 
アフガニスタンの地域防災事業関係者16名が 

地すべり対策工事現場を視察 

 日本最大規模の地すべり対策工事現場を視察され
ました。（静岡県静岡市） 

【富士砂防事務所】 

6月10日 
「けんせつ小町・チーム“愛”」が宮本愛知県副知事と交流会 

 建設現場で働く女性技術者が結成した「けんせつ小町・チーム“愛” 」

と宮本副知事が、働き続ける上での課題などについて意見交換を行い
ました。（愛知県名古屋市、飛島村） 

【愛知国道事務所】 



見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

6月14日 
老人会の皆さんが花壇の植え替え  

中津川市の老人会「子野喜楽会」のメンバーに国
道19号子野交差点の花壇の植え替えをしていた
だきました。 
(岐阜県中津川市) 

【多治見砂防国道事務所】 

6月19日 
小学生とともに生物調査を実施 

豊川沿川の小学校３校と協力して水生生物を採
取し、豊川の水質を調べました。 
(愛知県豊橋市) 

【豊橋河川事務所】 

6月11日 

「高齢者の防災講習会」受講者が大沢扇状地を視察  

 「高齢者の防災講習会（大富士交流センター主催）」
の受講者24名が大沢扇状地を視察されました。 

（静岡県富士宮市） 

【富士砂防事務所】 

6月15日 
国道19号でボランティア 

・サポート・プログラム活動 
 
 
（株）吉川工務店の皆さんに、国道19号の草刈り、
清掃を行っていただきました。 
(岐阜県中津川市) 

【多治見砂防国道事務所】 



見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

6月19日 
i-Construction 営繕工事生産性向上勉強会 

営繕工事受注者、管内自治体の営繕担当者、
全国の営繕事務所職員を対象に、ＡＳＰ、電子
黒板、ＩＣＴ建築土工などについて勉強会を行
いました。 
(愛知県名古屋市) 

【営繕部/静岡営繕事務所】 

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 

6月21日、22日 
「海で働く船 船内見学会」 

普段はめったに見られない作業船の船内を自由に見
学していただきました。(愛知県名古屋市) 

【名古屋港湾事務所】 




