
事業・施策トピックス

9月24日
中部縦貫自動車道高山ICで夜間橋梁架設を実施

国道23号十一屋・宝神交差点間の渋滞解消に
向けた整備方針を検討するため、関係機関によ
る勉強会を設立しました。（愛知県名古屋市）

【名古屋国道事務所】

10月13日
鈴鹿Ｆ１日本グランプリでの交通円滑化施策を実施

鈴鹿サーキットにおける鈴鹿Ｆ１日本グランプリ開催時、国道23号中勢バイパスの
一部区間を通行止めにして臨時シャトルバス専用レーンとして活用、交通円滑化を
図りました。（三重県鈴鹿市）

【三重河川国道事務所】

橋桁を多軸台車で運搬し、200t吊クレーンで架設しました。
(岐阜県高山市)

【高山国道事務所】

10月1日
国道23号十一屋・宝神勉強会を設立

将来を見据えた伊勢湾各港の果たすべき役割・方向性について様々
な意見が出ました。（愛知県名古屋市）

【港湾空港部】

10月1日
第３回 伊勢湾の港湾ビジョン策定委員会を開催



事業・施策トピックス

10月19日
国道42号松阪多気バイパス朝田立体起工式を開催

朝田町南交差点の立体化に向け、起工式を行いました。
(三重県松阪市)

【紀勢国道事務所】



防災・災害対応関係

10月15日

台風に伴う大雨による土砂流出への対応のため国道1号(箱根峠)
の夜間緊急全面通行止めを行い、応急対策工事を行いました。
（静岡県三島市）

【沼津河川国道事務所】

令和元年台風19号への対応

令和元年10月12日～13日にかけて本土に襲来した台風19号に対し、事前の
準備や台風通過後の点検、土砂流出への応急復旧を行いました。

10月11日～13日

台風接近に伴い、情報収集や防災カメラによる監視
を行い、台風通過後はドローン等を活用し、安全か
つ効率的に渓流調査、施設点検を行いました。
（静岡県富士宮市）

【富士砂防事務所】

10月12日

台風接近に伴い、道路の通行規制に関する確認を
行いました。
（静岡県沼津市）

【沼津河川国道事務所】

10月13日

台風に伴う大雨によって国道246号に土砂が流れ込んだため、応急復旧として
土砂の除去を行いました。（静岡県小山町）

【沼津河川国道事務所】



防災・災害対応関係

10月14日～
福島県郡山市へ応急対策班（排水ポンプ車1台、

照明車1台）を派遣

【静岡河川事務所】

令和元年台風19号による災害に対する被災地支援

令和元年10月12日～13日にかけて本土に襲来した台風19号により、東日本の
各地において、河川の氾濫による浸水や土砂災害、道路の損壊など多くの被害
が発生しました。
中部地方整備局から緊急災害対策派遣隊（TEC‐FORCE）を派遣し、被災状況
調査や排水、道路清掃など応急対策の支援を行っています。

（10月14日～継続中）

10月14日～
宮城県大郷町・大崎市へ応急対策班（排水ポンプ車6台、照明車3台、連絡車1台）を派遣

【中部技術事務所】

10月15日～
宮城県大崎市へ応急対策班（排水ポンプ車2台、

照明車1台）を派遣

【天竜川上流河川事務所】



防災・災害対応関係

10月15日～
宮城県丸森町へ被災状況調査班２班を派遣

【富士砂防事務所】

令和元年台風19号による災害に対する被災地支援

10月15日
富士砂防事務所から被災地へ出発

10月18日
被災状況調査（ドローンからの撮影）

10月20日
被災状況調査（土石流発生箇所の状況）

10月25日
丸森町役場で調査結果を説明

10月14日～
岩手県宮古市へ被災状況調査班を派遣

【多治見砂防国道事務所】

10月17日 10月18日



防災・災害対応関係

10月18日～
福島県相馬市へ被災状況調査班を派遣

【北勢国道事務所】

令和元年台風19号による災害に対する被災地支援

10月20日～
岩手県大槌町へ被災状況調査班を派遣

【静岡河川事務所】

10月18日 出発式 10月21日 市道橋梁損傷等調査

出発式

出発前ミーティング

所長から訓示と激励



防災・災害対応関係

夜間でも迅速な通行規制が行えるよう、設置手順
の習得を行いました。(岐阜県高山市)

【高山国道事務所】

9月26日
夜間遮断機操作訓練を実施

ものづくりと経済を支える伊勢湾岸における防災対策の
あり方や今後の取り組みについて討論が行われました。
(愛知県名古屋市)

【港湾空港部】

9月29日
伊勢湾台風６０年沿岸防災シンポジウムを開催

9月27日
水質事故現地対策訓練を実施

油流出事故に備え、庄内川・八田川合流地点において、国・
県・市が合同で訓練を行いました。(愛知県名古屋市)

【庄内川河川事務所】

10月3日
防災エキスパート意見交換会を開催

発災時の活動内容や想定される課題等について話し合い
ました。(静岡県静岡市)

【静岡河川事務所】

駒ヶ根市の丸塚公園において、国、県、市町村及び
消防等関係者約８０名が参加し、拡散防止対策の講
習並びにフェンス設置等の訓練を行いました。
(長野県駒ヶ根市)

【天竜川上流河川事務所】

10月1日
水質事故現地対策訓練を実施

10月3日
国道474号矢筈トンネルで大規模事故対応訓練を実施

警察、消防署等関係機関が参加し、トンネル火災を想定し
て放水訓練を行いました。(長野県喬木村)

【飯田国道事務所】



旬な現場

東海環状自動車道岐阜山県第1トンネルを見学され、トン
ネルの掘削技術を学びました。 （岐阜県山県市）

【岐阜国道事務所】

10月8日
山県市立美山中学校1年生38名が東海環状

自動車道の工事現場を見学

10月20日
西深瀬連合自治会の地域住民の方80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トンネルを見学され
ました。 （岐阜県山県市）

【岐阜国道事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

名古屋工業大学で開催された「こども防災探検！」で、
子供たちに災害対策用機械(照明車)の操作体験をして
もらいました。（愛知県名古屋市）

【中部技術事務所】

9月21日
「こども防災探検！」に災害対策用機械を出展

授業の一環として、橋梁下部工の施工状況を見学しました。
（愛知県豊川市）

【名四国道事務所】

9月25日
愛知県立半田工業高等学校の1年生80名が国道23号蒲郡バイパス(名豊道路)の工事現場を見学

～11月4日
国営木曽三川公園センターで「秋の花物語」を開催

秋の花「コスモス大花壇」をメインに、「わんこマルシェ」等の
イベントを開催しています。（岐阜県海津市）

【木曽川下流河川事務所】

9月24日、30日
秋の交通安全キャンペーンを実施

伊勢自動車道安濃ＳＡ、新名神高速道路鈴鹿ＰＡで、ドライバーへの
交通安全の呼びかけと啓発物の配布を行いました。
（三重県津市、鈴鹿市）

【北勢国道事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

樋門築造のため開削した河川堤防の調査を行い、堤防の材質や改修の変
遷などについて貴重な知見を得ました。(岐阜県養老町)

【木曽川下流河川事務所】

9月26日
牧田川堤防開削部の調査を実施

受発注者の若手職員を主体に総勢23名で工事現
場のパトロールを行った後、今後の建設業のあり方
などについて意見交換を行いました。
（静岡県富士宮市）

【天竜川上流河川事務所】

9月26日
富士砂防出張所管内工事安全パトロールを実施

事務所職員が「伊勢湾台風不忘碑」などの災害
遺構や防災拠点を視察し、危機管理や災害に対
する意識を新たにしました。
（三重県桑名市）

【木曽川下流河川事務所】

9月26日
伊勢湾台風の遺構を視察

(静岡県富士宮市)
【富士砂防事務所】

9月27日

•静岡大学農学部生物資源科学科の学生14名が

大沢川遊砂地の工事現場を見学



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

秋の交通安全運動に合わせ、国道19号内津峠簡易ＰＡにおいて、通行するドライバー
に交通安全を呼びかけました。（愛知県春日井市）

【名古屋国道事務所】

9月27日
国道19号交通事故抑止「Ｔ＆Ｋ作戦」に参加

与田切公園開催されたフェスティバルで、若手職員
が土砂災害模型を使い、来場者に砂防堰堤の働き
を説明しました。
（長野県飯島町）

【天竜川上流河川事務所】

9月28日
フェスティバルｉｎ与田切2019に土砂災害模型等を出展

9月29日
「道の駅リレー防災セミナー」に富士山噴火対策に関するパネルを出展

道の駅リレー防災セミナーが「道の駅朝霧高原」に隣接する富士教育訓練センターで開催され、
事務所から富士山火山噴火対策に関するパネルを出展しました。（静岡県富士宮市）

【富士砂防事務所】

9月28日
国営木曽三川公園水郷パークセンターの再生堀田で

稲刈り体験イベントを開催

一般公募で集まった30名の皆さんが稲刈りを体験されま
した。（岐阜県海津市）

【木曽川下流河川事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

9月30日
広報誌「ふじあざみ」第111号を発行

今回は「由比地滑り対策事業～ＢＩＭ/ＣＩＭを活用した深礎杭の取組～」を特集しています。
(静岡県富士宮市)

【富士砂防事務所】

10月1日、2日
中学生が職場体験学習

岐阜市立梅林中学校2年生の生徒2名が東海環状自動車
道岐阜山県第1トンネル工事現場の見学や道路パトロール
を体験しました。（岐阜県岐阜市）

【岐阜国道事務所】

岐阜大学生による樹木の説明

土壌の厚さを計測中

10月4日
土岐川流域グリーンベルト活動「観察会」

ｉｎ笠原の森を開催

多治見市立笠原中学校１年生が土壌や木の
観察を行いました。（岐阜県多治見市）

【多治見砂防国道事務所】

10月6日
伊那市環境展にパネル、ミニ水族館を出展

伊那市防災コミュニティーセンターで開催された環境展に、
水生生物調査の結果をパネル展示するとともに、ミニ水族
館を出展し生き物に触れ合っていただきました。
（長野県伊那市）

【天竜川上流河川事務所】

10月6日
国営木曽三川公園長良川サービスセンターで
「第24回長良川ふれあいマラソン大会」を開催

ハンディのある人もない人も参加しふれあいを深めること
によって、福祉に対する理解の輪を広げることを目的にし
ています。（岐阜県海津市）

【木曽川下流河川事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

10月7日
岐阜県立飛騨高山高等学校の1年生が中部縦貫

自動車道の工事現場で研修

工事現場の見学と橋梁のボルト締め付けなどを体験
しました。（岐阜県高山市）

【高山国道事務所】

10月10日
けんせつ小町・チーム”愛”

令和元年度第1回意見交換会を開催

「すべての人が長く働ける建設業を目指して」をテーマ
に建設業団体のメンバーとグループディスカッションを
行いました。（愛知県名古屋市）

【愛知国道事務所】

10月10日
第21期開放講座「水と街道」(第2回)を開催

瑞浪恵那道路の工事現場を見学する会員
（岐阜県瑞浪市）

【多治見砂防国道事務所】

10月15日
国道23号の道路清掃を実施

国際航業(株)中部支社(道路愛護団体で、「ボラン
ティア・サポート・プログラム」協定団体)と事務所職員
が合同で清掃活動を行いました。（三重県津市）

【三重河川国道事務所】

10月16日
鈴鹿四日市道路シンポジウムを開催

鈴木三重県知事、末松鈴鹿市長、森四日市市長、前葉津市長、加田トラック
協会理事が「鈴鹿四日市道路の可能性」をテーマにパネルトークを行いまし
た。（三重県鈴鹿市）

【三重河川国道事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

10月16日
由比地すべり対策工事現場安全パトロールを実施（静岡県静岡市）

【富士砂防事務所】

10月16日
土岐川流域グリーンベルト活動「樹林整備」

ｉｎ笠原の森を開催

多治見市立笠原中学校１年生が樹木の伐採(間伐)を
行いました。（岐阜県多治見市）

【多治見砂防国道事務所】

10月16日、17日
建設技術フェア2019in中部に

「けんせつ小町・チーム”愛”」がブースを出展

フェアの「学生交流広場」において、学生からの建設業へ
の入職相談に応じたり、女性用に改良された作業着の紹
介などを行いました。（愛知県名古屋市）

【愛知国道事務所】

10月16日、17日
建設技術フェア2019in中部に
中部技術事務所がブース出展

災害対策や河川・道路の維持管理等の調査検討業務
の紹介、ＮＥＴＩＳ登録に関する相談会を行いました。
（愛知県名古屋市）

【中部技術事務所】

10月19日
国道19号で清掃活動を実施

(株)吉川工務店の皆さん18名により除草、清掃活動
(ボランティア・サポート・プログラム)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

10月19日、20日
第7回全国禹王サミットを開催

中国の黄河流域の治水に尽力した禹王（うおう）にちなみ、
治水に関する講演やパネルディスカッションを行いました。
（岐阜県海津市）

【木曽川下流河川事務所】

10月23日
土岐川流域グリーンベルト活動「学習会」

ｉｎ土岐津中を開催

土岐市立土岐津中学校１年生が土砂崩壊模型実験を
見学しました。（岐阜県土岐市）

【多治見砂防国道事務所】

10月25日
第2回 ニホンウナギ生態系ネットワーク推進部会を開催

現地視察や会議を行い、生態系の保全に向けて様々な意見が
出されました。（岐阜県海津市）

【木曽川下流河川事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

10月26日
「川と海のクリーン大作戦」を開催

名古屋市港区学区の320名の皆さんと一緒に庄内川左岸河口部
の清掃活動を行いました。（愛知県名古屋市）

【庄内川河川事務所】

10月29日
庁舎に椅子式階段昇降機を設置

障がいを持つ来訪者や職員のために椅子式階段
昇降機を設置しました。（愛知県名古屋市）

【中部技術事務所】
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