
事業・施策トピックス 

地方公共団体管理の老朽橋梁に対する技術支援として、国の職員で構成する 
「道路メンテナンス技術集団」による現地調査に着手しました。（静岡県吉田町） 

【中部道路メンテナンスセンター】 

7月9日  
「道路メンテナンス技術集団」を派遣 

中部縦貫道高山西IC～飛騨清見IC間の約２ヶ月に亘る舗装補修等工事が完了しました。 
（岐阜県高山市） 

【高山国道事務所】 

7月12日 
中部縦貫自動車道の大規模補修等工事が完成  

彦谷橋(L=340m) の舗装補修 崩落法面の復旧 

トンネル設備の清掃及び保守点検 
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防災・災害対応関係 
    

愛知労働局の講話、各現場の取り組みの情報交換で、営
繕関係工事の安全意識の向上を図りました。 
（愛知県名古屋市） 

【営繕部 保全指導・監督室】 

6月24日 
令和元年度 営繕工事安全連絡会議を開催 

海上保安部・警察などと連携して埠頭保安設備の
点検を実施しました。（愛知県豊橋市） 

【三河港湾事務所】 

6月25日 
三河港で埠頭保安設備の合同点検を実施 

 国道１号亀山バイパスにおける降雪（平成３１年１月）
に対し的確な除雪を行い、被害の拡大防止及び交通安
全確保に貢献された企業に感謝状を贈呈しました。 
（三重県津市） 

【三重河川国道事務所】 

6月27日 
雪氷対応における災害対策関係功労者表彰式を開催 

富士宮砂防出張所と富士山北麓火山防災ステーションの合同安全パトロールを実施しました。全員
で安全の確認を行ったほか、相互に意見交換など行いました。（静岡県富士宮市） 

【富士砂防事務所】 
 

6月27日 
富士宮・富士山北麓合同安全パトロールを実施 
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防災・災害対応関係 

水難事故が増加する夏休みを前に、事故を未然に防ぐこと
を目的として、矢作川流域の警察、消防、自治体などが集ま
り、事故発生時の連絡体制、安全確保対策、啓蒙活動等の
確認を行いました。（愛知県豊田市） 

【豊橋河川事務所】 

7月3日 
矢作川水系水難事故防止連絡会を開催 

水難事故が増加する夏休みを前に、事故を未然に防ぐこと
を目的として豊川流域の警察、消防、自治体などが集まり、
事故発生時の連絡体制や安全確保対策、啓蒙活動等の確
認を行いました。（愛知県新城市） 

【豊橋河川事務所】 

7月4日 
豊川水系水難事故防止連絡会を開催 

天竜川に転落した車両の救助活動、引き上げ作業、現場検証
に照明車が活躍しました。 （長野県高森町） 

【天竜川上流河川事務所】 

7月1日 
河川敷への車両転落事故現場に照明車を派遣 

参加者全員による安全宣言 

労基署課長による講演や各支部の事故防止対策、 
参加者全員による安全宣言・決意表明等を行いました。 
（岐阜県高山市） 

【高山国道事務所】 

7月10日 
工事等安全協議会総会を開催 
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防災・災害対応関係 
    

7月11日 
大規模地震発生後の庁舎点検の合同訓練を実施 

大規模地震発生後の下田市所在官署庁舎の応急危険度判定・
建物点検の訓練を海上保安部と合同で行いました。 
（静岡県下田市） 

【清水港湾事務所】 
【静岡営繕事務所】 

港湾業務艇で清水港から下田港へ
点検要員を輸送 

スーパー伊勢湾台風を想定した高台避難訓練、消防
や桑名医師会などによる救出訓練を、イオンモール
桑名で実施しました。  （三重県桑名市） 

【木曽川下流河川事務所】 

7月14日 
桑名市伊勢湾台風60年防災訓練に参加 

受発注者合同で安全パトロールを実施、指摘事
項については速やかに是正し、安全第一で施工
を行っています。 （静岡県静岡市） 

【富士砂防事務所】 

7月16日 
由比地すべり対策事業の安全パトロールを実施 

 

県・市・水防団・自治会等と合同で現地を点検し、問
題点などについて確認しました。 （静岡県静岡市） 

【静岡河川事務所】 

7月17日 
安倍川の重要水防箇所を合同点検 
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防災・災害対応関係 
    

工事受注者の安全に関する創意工夫の共有と三重労働
局の講話等により、「事故・災害“ゼロ”」に向けた事故防
止対策を学びました。  （三重県津市） 

【四日市港湾事務所】 

7月29日 
工事安全大会を開催 

富士山北麓砂防工事現場で【女性目線】による安全パトロール
を行いました。（山梨県富士吉田市） 

【富士砂防事務所】 

7月17日  
富士山北麓工事安全パトロールを実施 
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旬な現場 
    

東海環状自動車道大野・神戸IC(仮称)の工事現場を
見学されました。 （岐阜県大野町） 

【岐阜国道事務所】 

6月20日 
大野町の皆さん20名が東海環状 
自動車道の工事現場を見学 

 東海環状自動車道高富ICランプ橋(仮称)の工事現場を
見学するとともに、橋梁初期点検を体験されました。 
（岐阜県山県市） 

【岐阜国道事務所】 

6月20日 
社会基盤メンテナンスエキスパート(ME)の皆さん20名が

東海環状自動車道の工事現場を見学  

東海環状自動車道大野・神戸IC(仮称)の工事現場を
見学されました。 (岐阜県大野町） 

【岐阜国道事務所】 

6月27日 
西美濃地域の皆さん97名が東海環状 

自動車道の工事現場を見学 

「将来の土木技術者が橋梁メンテナンス工事を体感！」 
教科書には無い実際の現場を直接見ることで、社会インフラの
重要性を理解していただくとともに、建設業の魅力を伝えまし
た。 （静岡県浜松市） 

【浜松河川国道事務所】 

7月10日  
名古屋工業大学社会工学科1年生の49名が 
国道1号浜名大橋橋梁補修工事の現場を見学 

  

名古屋港飛島ふ頭再編改良事業の工事現場を見学し、
港湾整備について学んでいただきました。 
（愛知県飛島村） 

【名古屋港湾事務所】 

7月18日 
豊田工業高等専門学校1年生43名が 

名古屋港の工事現場を見学 
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見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

「陶史の森」で雲五川床固工群を見学しました。 
（岐阜県土岐市） 

【多治見砂防国道事務所】 

7月2日 
多治見市立池田小学校の４年生に『砂防教室』を開催 

清水小学校５年生約50名が港の役割や施設
について学びました。（静岡県静岡市） 

【清水港湾事務所】 

7月3日 
清水小学校で出前講座を開催 

富士山の土砂災害や火山噴火の防災対策についてお話
を聞いていただきました。 （静岡県富士宮市） 

【富士砂防事務所】 

7月4日 
富士宮市立富士根南中学校で出前講座を開催 

自治体の防災担当職員ということで、熱心
に見学されました。（静岡県富士宮市） 

【富士砂防事務所】 

7月5日 
「ネットワーク小千谷」の皆さま52名が 

大沢 扇状地見学  

7月2日 
飯田市立上村小学校の全校児童15名が 
砂防・砂防･地すべり対策工事現場を見学 
（長野県飯田市） 

【天竜川上流河川事務所】 

委嘱式の様子 委嘱書授与 

モニター会議 中田切砂防堰堤 

令和元年度河川愛護モニターを6名の方に委嘱し、中
田切川砂防堰堤の工事現場等を見ていただきました。
（長野県駒ヶ根市） 

【天竜川上流河川事務所】 

7月3日 
河川愛護モニター委嘱式を開催 
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見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

地域の子どもたちに身近に工事現場を体験してもらい、道路へ
の愛着を持っていただけるよう開催しました。（静岡県三島市） 

【沼津河川国道事務所】 

７月８日 
国道１号「笹原山中バイパス」 子ども見学会を開催 

木曽三川下流部水面利用協議会が安全で快適な水面利用を図るため、
水上バイク利用者等を対象に、水面利用ルールの周知活動を実施し
ました。（愛知県愛西市・弥富市、岐阜県羽島市・海津市、三重県桑名
市・木曽岬町） 

【木曽川下流河川事務所】 

7月7日 
水面利用ルール周知のため合同パトロールを実施 

地域の方々や地元企業、静岡県、小山町、ＮＰＯの総勢２２０名で 
良好な景観形成に向けた美化活動を行いました。（静岡県小山町） 

【沼津河川国道事務所】 

7月6日 
ぐるり富士山風景街道 国道138号小山町景観ワークショップ会議 
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見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

7月12日 

 尾鷲小学校の児童とヤマネの生態について学習 

  
 熊野尾鷲道路（Ⅱ期）の整備にあたり、ヤマネ（天然記念物）との共生に
取り組んでおり、平成28年から小学生とともにヤマネの学習をしていま
す。（三重県尾鷲市） 

【紀勢国道事務所】 

（静岡県富士宮市） 
【富士砂防事務所】 

7月11日 
富士山砂防ボランティア協会の 

皆さんが砂防施設を視察 大鹿小学校３、４年生15名が滝沢第２砂防
えん堤、塩川床固工群工事現場を見学しま
した。（長野県大鹿村） 

【天竜川上流河川事務所】 

7月11日 
小学生が砂防工事現場を見学 

豊川の下条橋上流で水生生物を採取し、豊川
の水質の状況を調査しました。 
（愛知県豊橋市） 

【豊橋河川事務所】 

７月１０日 
豊橋市立賀茂小学校の皆さんと 
豊川で水生生物調査を実施 

（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）の皆
さん12名がCIM技術を活用した深礎杭の施工現場
等を視察しました。また視察後、CIMの今後の積極
的な活用について意見交換を行いました。  
（静岡県静岡市） 

【富士砂防事務所】 

7月11日 
日本建設情報総合センター（JACIC）の 
皆さんが地すべり対策工事現場を視察 
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見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

親子連れをはじめ多くの方に足を止めていただきました。
（静岡県焼津市） 

【静岡河川事務所】 

7月14日 
大井川港「第１９回踊夏祭（おどらっかさい）」に 

ブースを出展 

事業紹介コーナー 津波クイズ 

お絵かきうちわ 

7月13日～8月4日 
「海の総合展」で防波堤の模型展示やミニ消波ブ
ロック製作体験などを行いました。 

清水港開港120周年記念事業「海フェスタしずおか」に参加 

7月27日、28日 
清龍丸の船内一般公開 

清水港 の海上視察を行いました。（静岡県静岡市） 
【清水港湾事務所】 

7月12日 
東部大阪治水対策促進議会協議会の 

皆さん29名が清水港を視察 
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清水港開港120周年記念事業の一つである「海フェスタしずおか」において、「海の総合展」出展
と、清龍丸の一般公開を行いました。（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 

防災カードゲーム（防災かるた） 

降 雨 体 験 機 

防災カードゲームと降雨体験機を利用し、親子
で学びと体験をしていただきました。 
（長野県飯田市） 

【天竜川上流河川事務所】 

7月27日 
かわらんべ祭り開催 

濁流の子・補遺の授受 感謝状贈呈 

記念撮影 碓田さん挨拶 

取材中 

三六災害の貴重な資料となる『濁流の子』シリー
ズの完結編、『濁流の子・補遺』を編纂者の碓田
さんから授かり、これまでの活動に事務所長か
ら感謝状を贈呈しました。 
（長野県駒ヶ根市） 

【天竜川上流河川事務所】 

7月25日 
『濁流の子・補遺』授受式を開催 

新名神高速道路鈴鹿PA、東名阪自動車道御在所
SAで、ドライバーへ安全運転の呼びかけと啓発物
の配布を行いました。（三重県鈴鹿市・四日市市） 

【北勢国道事務所】 

7月16日、18日 
夏の交通安全キャンペーンを実施 

伊賀市立久米小学校4年生24名が名阪国道の補修修
繕工事の作業を体験しました。 （三重県伊賀市） 

【北勢国道事務所】 

7月16日 
小学生が体験学習 

河川愛護に貢献された「三峰川みらい会議」
に感謝状を贈呈しました。 
（長野県駒ヶ根市） 

【天竜川上流河川事務所】 

7月19日 
河川愛護団体の表彰式を開催 

川に住む生き物の種類を確認し、川の水質を調べ
ました。 （静岡県島田市） 

【静岡河川事務所】 

7月26日 
大井川の水辺で小学生が親子で水生生物を調査 
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見学会、学習、イベント、ボランティアなど 

「森と湖に親しむ旬間」の一環として小里川ダムの探検や
ワークショップで親子連れらに楽しんでいただきました。 
（岐阜県恵那市） 

【庄内川河川事務所】 

7月29日 
「ひんやりダム探検＆わくわく里山ワークショップ」開催 
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