
事業・施策トピックス

官庁施設の保全を担当する国や地方公共団体等１３０機関
の担当者へ、官庁施設の保全に関する情報の提供を行いま
した。

【営繕部・静岡営繕事務所】

中部地区官庁施設保全連絡会議を開催
８月２日（名古屋市） ８月６日（津市） ８月８日（静岡市）

8月28日
三遠道路３号トンネル（仮称）貫通式を開催

国会議員、新城市長、東栄町長、県議会議員に
よる通り初めの儀の様子
（愛知県新城市、東栄町）

【浜松河川国道事務所】

8月31日
国道23号蒲郡バイパス（名豊道路）豊沢トンネル（仮称）貫通式を開催

国会議員、豊川市長、県議会議員、市議会議員、地元関係者にご臨席いただき、貫通
を祝いました。（愛知県豊川市）

【名四国道事務所】



防災・災害対応関係

7月25日
TEC-FORCEの広域進出拠点開設訓練を実施

台風による土砂災害に備え、監視カメラによる監視
などを行いました。（静岡県富士宮市）

【富士砂防事務所】

7月27日
台風6号への対応

国土交通省、岐阜県、飛騨市の連携により早期災害
復旧を果たしたことを地元の皆様に説明しました。
（岐阜県飛騨市）

【高山国道事務所】

7月28日
三位一体による国道41号災害復旧事業の説明会を開催

受発注者総勢18名で工事現場のパトロールを行い、熱中症対策などについて意見交換を行いま
した。（静岡県富士宮市）

【富士砂防事務所】

7月30日
富士宮砂防出張所管内工事安全パトロールを実施

TEC-FORCEの参集場所となる中央自動車道恵那峡SA
において拠点開設訓練を行いました。（岐阜県中津川市）

【飯田国道事務所】

7月29日
路上被災者支援協定の締結式を開催

中部地方整備局初の国土交通省、飛騨市、自治会に
よる路上被災者支援協定を結びました。
（岐阜県飛騨市）

【高山国道事務所】



防災・災害対応関係

台風シーズンを前に、一般社団法人飛騨三協防災対策協議会
と合同で訓練を行いました。(岐阜県高山市)

【高山国道事務所】

7月31日
災害対策用機械操作訓練を実施

井戸川の水位上昇に対する排水作業に、排水
ポンプ車・照明車が活躍しました。
(三重県熊野市)

【紀勢国道事務所】

8月15日 台風10号対応
河川の排水現場で排水ポンプ車･照明車が活躍

受発注者総勢18名で工事現場のパトロールを行い、
熱中症対策などについて意見交換を行いました。
（山梨県富士吉田市）

【富士砂防事務所】

8月8日
富士山北麓砂防工事現場の工事現場

パトロールを実施



旬な現場

東海環状自動車道岐阜山県第1トンネル(仮称)でトン
ネルの掘削技術を学びました。 （岐阜県岐阜市）

【岐阜国道事務所】

7月30日
岐阜市立常盤小学校５，６年生40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(仮称)でトンネ
ルの掘削技術を学びました。（岐阜県岐阜市）

【岐阜国道事務所】

7月30日
一般応募の小中学生の親子41名が東海環状自動車道

の工事現場を見学

工事現場の見学のほか、ボルト締め付け体験や高
所作業車試乗など、橋をつくる仕事を体験しました。
(愛知県名古屋市）

【愛知国道事務所】

8月3日
名古屋市立千音寺小学校及び春田小学校の5年生親子13名が

名古屋環状2号線(名古屋西～飛島)工事現場を見学

8月4日
黒野連合会の地域住民の方300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(仮称)でトン
ネルの掘削技術を学んだり、壁に絵を描きました。
（岐阜県岐阜市）

【岐阜国道事務所】

8月10日
岐阜市立黒野小学校５，６年生40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IC(仮称)で橋梁下部工事の見
学や測量体験をしました。 （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

藤枝市役所玄関ホールにパネルを展示し、道路の
老朽化対策の取り組みについて紹介しました。
（静岡県藤枝市）

【静岡国道事務所】

7月18日～31日
道路の老朽化対策パネル展を開催

地すべり策工事現場のほか、富士山大沢川遊
砂地などの砂防施設を見学されました。
（静岡県静岡市、富士宮市）

【富士砂防事務所】

7月26日
砂防センター勉強会の会員が由比地区
地すべり対策工事現場等を見学

安倍川の豊富な伏流水の綺麗な水辺で、自然体験や環
境学習を行いました。 （静岡県静岡市）

【静岡河川事務所】

7月28日
自然体験施設「うしづま水辺の楽校」が開校

7月24日、25日
岐阜県立飛騨高山高等学校
オープンキャンパスに参加

地域住民等ボランティアとともに、特定外来植物（オオ
キンケイギク、アレチウリ）の駆除を行いました。
（長野県飯田市、駒ヶ根市ほか）

【天竜川上流河川事務所】

7月27日
天竜川河川敷の特定外来植物を駆除

飛騨地域の中学生の進路選択の参考として
土木技術を紹介しました。（岐阜県高山市）

【高山国道事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

「道路ふれあい月間」の一環として道路パトロール
の重要性をご理解いただくため、「道の駅」いがに
おいて、三重県や伊賀市とともに出発式を開催しま
した。（三重県伊賀市）

【北勢国道事務所】

8月1日
道路パトロール出発式を開催

天竜川本川及び支川の12カ所で一般公募の親子
などに水生生物調査を体験していただきました。
（長野県飯田市、伊那市ほか）

【天竜川上流河川事務所】

7月30日～8月25日
天竜川上流域で水生生物調査を実施

職員の指導の下、災害対策車両の操作方法等を
学びました。（静岡県静岡市）

【静岡河川事務所】

7月30日～8月1日
静岡県立科学技術高等学校の生徒が就業体験

供用中の橋梁で点検方法を学びました。
（岐阜県高山市）

【高山国道事務所】

7月30日
岐阜県立飛騨高山高等学校の生徒が
道路インフラのメンテナンスを学習

8月1日
道路愛護表彰式を開催

道路の美化・清掃活動にご尽力いただいた５団体に
中部地方整備局長表彰、事務所長表彰を行いました。
（愛知県名古屋市）

【名古屋国道事務所】

8月1日
木曽川右岸でレスキュー訓練を実施

中部技術事務所で河川技術研修を受講している職
員17名が、河川の危険認識と安全対策として、レス
キュー技術（スローロープ）を学びました。
（岐阜県笠松町）

【中部技術事務所】

パックテストによる
水質判定も体験



事務所職員が工事現場の安全管理技術について学び、
スキルアップを図りました。（静岡県静岡市）

【静岡河川事務所】

見学会、学習、イベント、ボランティアなど

イベントを活用して、公衆Wi-Fiの防災拠点における情報伝達手段としての有用性や
利便性を確認するとともに、公園等有料施設の利便性向上に向けてキャッシュレスの
社会実験を実施しました。（三重県木曽岬町）

【木曽川下流河川事務所】

8月3日
「木曽岬やろまいマルシェ」を開催

Wi-Fiとキャッシュレスの案内 Wi-Fi接続画面
キャッシュレス決済の

割引案内

「道路ふれあい月間」に道路愛護団体と事務所が合同で
道路清掃を行いました。

【三重河川国道事務所】

国道23号の清掃を実施

8月4日 浜町二区自治会（四日市市）

8月4日
開港120周年記念四日市港まつりへブースを出展

津波･液状化現象発生模型での実験などを行い、
イベントを盛り上げました。

【四日市港湾事務所】

8月5日
「令和元年度第1回基礎技術講習会」を開催

8月11日
三重県年金受給者協会津支部
鈴鹿支部会（鈴鹿市）

手すり先行足場の組み立て
ハーネス型
安全帯の体験



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

建設機械の試乗も体験しました。（愛知県豊川市）
【名四国道事務所】

8月5日～9日
「キャンプ砂防2019in天竜川」を開催

大学生4名が砂防施設、工事現場を視察、砂防事業の
役割や重要性を学びました。

【天竜川上流河川事務所】

8月6日
豊川市立国府小学校の４～6年生約20名が
国道23号蒲郡バイパスの工事現場を見学

8月6日
飛騨高山高等学校環境科学科3年生6名が

ビオトープ内の外来植物を防除

中部縦貫自動車道高山西IC内ビオトープの
外来植物（オオハンゴウソウ、フランスギク）
の防除をしていただきました。（岐阜県高山市）

【高山国道事務所】

8月6日
設楽町立清嶺小学校の児童の皆さんが
豊川上流で水生生物調査を実施

水生生物を採取し、豊川の水質の状況を
調査しました（愛知県設楽町）

【豊川河川事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

「道路ふれあい月間」にちなみ、国道1号浜松バイパス篠
原ICで清掃活動を事務所職員とともに清掃活動をおこな
いました。（静岡県浜松市）

【浜松河川国道事務所】

8月9日
「浜松かわ・みちボランティアクラブ」が

「道路クリーン活動」を実施

長年にわたり道路の美化･清掃活動に貢献いただいた道路
愛護ボランティア団体に表彰伝達を行いました。
（岐阜県多治見市、中津川市）

【多治見砂防国道事務所】

8月9日
道路愛護団体の表彰伝達式を開催

昔の御前崎港の写真や防波堤の効果を示す
模型などを展示しました。 （静岡県御前崎市）

【清水港湾事務所】

8月17日、18日
「みなと御前崎スイーツコンテスト

2019」にブースを出展

8月9日
あま市と蟹江町の「エコきっず調査隊」の
子供35名が木曽川で水生生物調査を実施

調査を通じて川をきれいに保つ心構えを伝えました。
（岐阜県羽島市）

【木曽川下流河川事務所】

【国土交通大臣表彰】
「子野喜楽会」のみなさん

【中部地方整備局長表彰】
「多治見を美しくする市民の会」のみなさん



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

高所作業車の試乗など体験も行いました。（静岡県河津町）
【沼津河川国道事務所】

8月19日
「河津下田道路トンネル工事現場」夏休み親子見学会を開催

大井川の自然や利水について学べるパネル展示等を行い、親子連れで賑わいました。
（静岡県島田市）

【静岡河川事務所】

8月22日
大井川「川まつり」にブースを出展



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

JICA（独立行政法人 国際協力機構）の国際研修でインドの
研修員等14名が由比地すべり対策事業を見学されました。
（静岡県静岡市）

【富士砂防事務所】

8月23日
JICA研修員が由比地すべり対策事業を見学

8月23日
（一社）静岡県土木施工管理技士会

沼津地区技術研修会で講義
由比地滑り対策事業におけるｉ-Constructionの取
り組みについて講演しました。（静岡県沼津市）

【富士砂防事務所】

8月23日～26日
伊勢湾台風襲来から60年 企画展を開催

イオンモール名古屋みなとにおいて、第四管区海上保安
本部海洋情報部と共同で、伊勢湾台風による災害を振り
返るとともに、高潮防波堤など高潮対策を紹介しました。
（愛知県名古屋市）

【名古屋港湾事務所】

8月24日
由比地すべり親子見学会を開催

8組18名の親子に参加いただき、地すべり対策の大切さや、建設業の
魅力を伝えました。（静岡県静岡市）

【富士砂防事務所】
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