
事業・施策トピックス

10月25日
点検支援ロボットによる橋梁定期点検を実施

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】

岐阜県内では初めて点検支援ロボットを活用し
ました。(岐阜県飛騨市)

【高山国道事務所】

11月1日
第4回伊勢湾の港湾ビジョン策定委員会を開催

10月30日
中部地区地球温暖化対策関係省庁連絡会を開催

管内官庁施設管理者を対象に地球温暖化ガス排出抑制
のための情報提供を行いました。(愛知県名古屋市)

【営繕部】

11月1日
令和元年度第２回愛知県道路メンテナンス会議を開催

愛知県内の道路管理者（58機関、107名）が参加しました。
(愛知県名古屋市)

【名古屋国道事務所】



事業・施策トピックス

11月11日
「あいち 土木の魅力・未来プロジェクト」講演会を開催

「噂の土木応援チーム デミーとマツ」による講演会後に全員で記念撮影。
(愛知県名古屋市)

【名古屋国道事務所】

11月15日
「みなとオアシス田子の浦」登録証交付式を開催

田子の浦港が１３５箇所目のみなとオアシスに登録されました。
(静岡県富士市)

【清水港湾事務所】

11月11日
第２回岐阜県道路メンテナンス会議を開催

岐阜県内の道路管理者が一堂に会し、道路施設の点検結果
報告や今後の点検計画についての意見交換を行いました。
（岐阜県岐阜市）

【岐阜国道事務所】

11月9日、10日
ハイブリッドケーソンを製作中

名古屋港金城ふ頭地区ふ頭再編事業の岸壁建
設に使用する鋼殻を三重県津市から名古屋港
内へ輸送しました。（愛知県弥富市）

【名古屋港湾事務所】

11月9日
国道1号藤枝バイパス４車線化起工式を開催

地元国会議員、市長、児童等による鍬入れ式の様子。
（静岡県藤枝市）

【静岡国道事務所】



事業・施策トピックス

11月16日
狩野川直轄砂防60年記念事業を開催

狩野川直轄砂防管内で130基目となる鹿群山砂防堰堤
の銘板を披露しました。
(静岡県伊豆市)

【沼津河川国道事務所】

11月17日
三遠南信自動車道飯喬道路（天龍峡IC～龍江IC）が開通

テープカットの様子。(長野県飯田市)
【飯田国道事務所】



防災・災害対応関係

11月5日
地震・津波防災訓練を実施

津波防災の日に合わせ、事務所職員が施設点検や緊急連
絡などの訓練を行いました。
（三重県桑名市）

【木曽川下流河川事務所】

10月20日～26日
TEC-FORCEを派遣（台風19号への対応）

福島県伊達市で被災調査を行いました。

【天竜川上流河川事務所】

10月22日～26日
TEC-FORCEを派遣（台風19号への対応）

宮城県大崎市、角田市、松島町へ排水ポンプ車、
照明車を派遣し排水作業を行いました。

【天竜川上流河川事務所】

10月25日
「天竜川の災害史と防災」について出前講座

南信高校定通教育研究協議会に招かれ、天竜川の
災害史や治水砂防工事などについて講演しました。
（長野県駒ヶ根市）

【天竜川上流河川事務所】

11月2日
国道361号権兵衛峠道路の直轄権限代行による

復旧事業を推進中

崩落した斜面の調査の様子。（長野県箕輪村）

【飯田国道事務所】

11月10日
愛知県・飛島村津波・地震防災訓練に参加

災害協定業者などと協力して道路啓開訓練を行いました。
（愛知県飛島村）

【名古屋国道事務所】



防災・災害対応関係

開発中のスマートフォンTECツールで位置情報や写真共有について体験しました。(岐阜県各務原市)
【中部技術事務所】

11月11日～12日
TEC-FORCE実務研修を実施

国の道路啓開訓練と岐阜県のトンネル防災訓練を初め
て合同開催し、6機関約70名が参加しました。
(岐阜県飛騨市)

【高山国道事務所】

11月12日
道路啓開訓練・トンネル防災訓練を実施

11月14日
西濃地区道路啓開訓練を実施

さい川桜公園で通行の支障となる車両を移動する訓練などを行いま
した。(岐阜県大垣市)

【岐阜国道事務所】



防災・災害対応関係

幅広い年代の方に富士山３D溶岩流シミュレータや土石流模型実験装置を
体験していただきました。(静岡県富士市)

【富士砂防事務所】

11月16日
ふじbousai2019（富士市主催）にブースを出展

照明車を展示するとともに、パネルで災害対策
活動を紹介しました。(愛知県長久手市)

【中部技術事務所】

11月17日
長久手市市内一斉防災訓練に参加

11月24日
大府市地域総ぐるみ防災訓練に参加

災害対策車を派遣し、職員による展開訓練、市民による
避難所運営訓練が行われました。(愛知県大府市)

【中部技術事務所】

富士山3Ｄ溶岩流シミュレータ 富士山溶岩流模型実験

11月18日
「自然災害から命を守る」リレートークに参加

「公共建築の日」及び「公共建築月間」中部地区イベントに
おいて、官庁施設の総合耐震・対津波対策の推進について
講演しました。(愛知県名古屋市)

【営繕部】



旬な現場

ドローンの操作も体験しました。 （岐阜県海津市）
【岐阜国道事務所】

10月23日
愛知県立岡崎工業高等学校１年生40名が
東海環状自動車道の工事現場を見学

10月24日
愛知県立岡崎工業高等学校２年生38名が

国道153号伊勢神改良の新郡界橋の工事現場を見学

（愛知県豊田市）
【名古屋国道事務所】

大型クレーンの操作や、アーチブロック組み立てなどを
体験しました。（岐阜県高山市）

【高山国道事務所】

10月28日
三枝保育園の園児25名が

中部縦貫道高山IC工事現場を見学

ICT土工や施工BIMの活用状況などを見学されました。
（岐阜県高山市）

【営繕部】

10月25日
岐阜県内の建設技術者の皆さん40名が
高山地方合同庁舎建設工事現場を見学

10月29日
高山市立宮小学校１年生22名が

国道41号宮峠トンネル工事現場を見学

（岐阜県高山市）
【高山国道事務所】

10月24日
三重県立津工業高等学校の１年生40名が

国道23号中勢バイパス（鈴鹿工区）の工事現場を見学

測量やウェアブルカメラの体験などもしていただきました。
（三重県鈴鹿市）

【三重河川国道事務所】



旬な現場

（愛知県豊田市）
【名古屋国道事務所】

10月31日
滋賀県建設業協会近江支部の皆さん9名が

国道153号伊勢神改良の新郡界橋の工事現場を見学

10月31日
海部建設事業振興会の皆さん32名が

美和ダム再開発事業を見学

湖内堆砂対策施設、分派堰、運用直後の土砂バイパ
ストンネル吐出口を見学されました。（長野県伊那市）

【三峰川総合開発工事事務所】

R1岸壁の工事現場を見学し、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】

11月6日
岐阜工業高等専門学校の３年生41名が

名古屋港飛島ふ頭再編改良事業の工事現場を見学

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】

11月6日
長野工業専門学校の４年生40名が東海環状

自動車道岐阜山県第1トンネル（仮称）工事現場を見学

10月30日
紀南土木行政推進協議会の皆さん10名が

由比地区地すべり対策事業を見学
深礎杭（SA7）と山中排水トンネルの工事現場を見学されました。
（静岡県静岡市）

【富士砂防事務所】



旬な現場

（三重県尾鷲市）
【紀勢国道事務所】

11月12日
三重県立紀南高等学校の１年生5名が

国道42号熊野尾鷲道路（Ⅱ期）の工事現場を見学

11月12日
岐阜県建設コンサルタンツ協会の皆様30名が

東海環状自動車道岐阜IC（仮称）橋梁下部工事を見学

（岐阜県岐阜市）
【岐阜国道事務所】

トンネルの構造について学びました。（岐阜県山県市）
【岐阜国道事務所】

11月12日
岐阜県内地方公共団体の技術職員40名が東海環状自
動車道岐阜山県第1トンネル（仮称）工事現場を見学

（愛知県名古屋市）
【愛知国道事務所】

11月16日
工事現場沿線地域住民132名が

名古屋環状2号線の工事現場を見学

11月7日
道路整備促進期成同盟会全国協議会愛知県支部の45名が

東海環状自動車道岐阜山県第1トンネル（仮称）工事現場を見学

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】

11月8日
長野工業高等専門学校の４年生36名が

名古屋港飛島ふ頭再編改良事業の工事現場を見学

R1岸壁の工事現場を見学し、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】



旬な現場

11月19日
富士宮市立井出小学校５年生の皆さん9名が

大沢扇状地を見学

川の流れを現地で学びました。
（静岡県富士宮市）

【富士砂防事務所】

11月20日
富士河口湖町議会・船津財産区管理会の皆さん

8名が大沢扇状地を見学

（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

危険な場所での工事であるため、安全の確保に
万全を期しています。 （山梨県鳴沢村）

【富士砂防事務所】

10月30日
富士山源頭部対策工事の安全パトロールを実施

10月23日
愛知県立半田工業高等学校の２年生20名が

国道247号西知多道路東海JCTの工事現場を見学

最新の施工技術を学習してもらいました。
（愛知県東海市）

【名四国道事務所】

10月26日
天竜川シンポジウムに参加

NPO法人「天竜川ゆめ会議」主催のシンポジウムに参
加しました。（長野県宮田村）

【天竜川上流河川務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

国、県、市及び建設会社で働く女性が、建設産業に女性が従事しやすく
なる環境づくりについて意見交換しました。（三重県津市）

【四日市港湾事務所】

10月30日
「建設現場で働く女性の想いをカタチにする」女性会議を開催

伊勢湾台風60年の節目であることから木曽三川
の治水に関する講義を行い、一般公募の63名が
聴講しました。（三重県桑名市、愛知県弥富市）

【木曽川下流河川事務所】

10月30日、11月13日
木曽三川流域開放講座を開催

堤防整備や高水敷の利用などについて熱心に質問さ
れました。（静岡県静岡市）

【静岡河川事務所】

10月30日
台湾経済部利水署の職員が安倍川を視察

(愛知県名古屋市)
【名古屋国道事務所】

10月30日

宗教法人雲心寺高蔵幼稚園と

ボランティア・サポート・プログラムを締結



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

増島保育園の年長さん60名を招いて出発式を行いました。
（岐阜県飛騨市）

【高山国道事務所】

10月31日
古川除雪センターで除雪出発式を開催

浜松市立東部中学校の２年生３名が測量体験や河川内の
樹木伐採現場の見学などを行いました。（静岡県浜松市）

【浜松河川国道事務所】

10月31日、11月1日
中学生が職場体験学習

１１月１日
社旗福祉法人富士旭出学園で防災講習会を開催

職員の皆様に富士山における土砂災害対策や土砂災害から身
を守るためのポイントなどについて聴いていただきました。
（静岡県富士宮市）

【富士砂防事務所】

１１月6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

土岐市立土岐津中学校１年生が土壌や木の観察を行
いました。（岐阜県土岐市）

【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

11月6日
岐阜国道事務所工事安全協議会総会を開催

建設労働災害防止に関する講話、各工事現場の安全衛生に
関する取り組み報告などが行われました。

(岐阜県岐阜市)
【岐阜国道事務所】

11月7日
長野工業専門学校の4年生41名が
海洋環境整備船「白龍」に体験乗船

海面に浮遊する流木の回収を見学し、作業船の業務を学
びました。（愛知県名古屋市）

【名古屋港湾事務所】

11月8日
岐阜県立飛騨高山高等学校3年生27名が

ビオトープの環境整備を実施

中部縦貫自動車道高山西IC内ビオトープの
大型水生植物の間引きを行いました。
（岐阜県高山市）

【高山国道事務所】

桁損傷状況の確認

新技術(橋梁点検ロット
カメラ)の性能説明

ファイバースコープによ
る鉄筋腐食状況確認

11月7日
橋梁損傷調査の現地講習会を開催

亀山市、多気町の職員が、損傷箇所の詳細調査
方法や最新の点検方法を学びました。

(三重県亀山市)
【北勢国道事務所】

作業前

作業後



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

11月9日
しずおか建設まつりにブースを出展

「富士山砂防教室」として富士山３D溶岩流シミュ
レータや土石流模型実験などを出展しました。
（静岡県静岡市）

【富士砂防事務所】

11月9日
奥大井ふるさとまつりに出店

流木配布、ツルかご編み、リース作りを行いました。

（静岡県川根本町）
【長島ダム管理所】

11月9日
奥大井接岨湖もみじまつり開催

ダム内部の見学や接岨湖巡視体験などを行いま
した。（静岡県川根本町）

【長島ダム管理所】

11月10日
ONSEN・ガストロノミーウォーキングin長野・中央アルプス みなこい

～駒ヶ根・宮田編～ に砂防事業を紹介するブースを出展

500人以上が参加されました。（長野県駒ヶ根市）
【天竜川上流河川事務所】

富士山3Ｄ溶岩流シミュレータ 土石流模型実験

11月9日
しずおか建設まつりにブースを出展

蒲原海岸の海岸事業、台風19号に伴う東北地方への
被災地支援を紹介するとともに、河川パトロールカー
の乗車体験を催行しました。
（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

11月10日
安倍川上流の大谷崩れで植樹体験会に参加

安倍川の砂防や大谷山腹での対策工事につい
て説明しました。（静岡県静岡市）

【静岡河川事務所】

11月11日
三重県御浜町役場の職員がバリアフリー施設を体験

（愛知県名古屋市）
【中部技術事務所】

11月12日
ぐるり富士山風景街道 国道138号御殿場 美化活動

道路景観の向上を目的に、地元住民・企業、NPO、行政機関の
総勢約100名が道路清掃など美化活動を行いました。

（静岡県御殿場市）
【沼津河川国道事務所】

11月10日
「2019秋の小里川ダム湖ウォーキング」を開催

ダム内部の見学や里山クイズなどで楽しんでいただ
きました。（岐阜県恵那市）

【庄内川河川事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

11月14日
第21期開放講座水と街道「（第3回）を開催

大規模砂防施設である四ツ目川遊砂工を見学してい
ただきました。（岐阜県中津川市）

【多治見砂防国道事務所】

11月15日
富士宮市立上井出保育園の園児27名が

「フーちゃん公園」でいも掘り

潤井川流路工周辺に整備した「フーちゃん公園」で、
サツマイモの収穫を楽しんでもらいました。
（静岡県富士宮市）

【富士砂防事務所】

11月13日
土岐川流域グリーンベルト活動「樹林整備」

ｉｎ土岐津の森を開催

土岐市立土岐津中学校１年生が樹木の伐採（間伐）を。
行いました。（岐阜県土岐市）

【多治見砂防国道事務所】

11月15日
国道19号子野交差点で、

ボランティア・サポート・プログラム活動

地元老人会「子野喜楽会」の皆さんに、秋の花壇模様
替えを行っていただきました。（岐阜県中津川市）

【多治見砂防事務所】

11月17日
第17回安倍川流木クリーンまつり

地域の団体や一般の住民の皆様約1,500名の参加をいただき、
河川敷の流木やごみを収集しました。（静岡県静岡市）

【静岡河川事務所】

牛妻会場 田町会場



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

10月26日
河川管理施設の適切な管理・操作に
従事した個人に対する表彰式を開催

（三重県桑名市）
【木曽川下流河川事務所】

11月19日
三峰川総合開発工事安全協議会

工事安全大会を開催

美和ダム湖内大差対策施設関係工事の関係者が安全
論文発表などを行い、工事安全への意識を高めました。
（長野県伊那市）

【三峰川総合開発工事事務所】

11月20日
イガクリン作戦を実施

道の駅いが（国道25号名阪国道）で、三重県トラック協会、
伊賀市の皆さんと清掃活動を行いました。
（三重県伊賀市）

【北勢国道事務所】

11月21日
清水港湾事務所工事安全大会を開催

「無事故・無災害の港づくり」を目標に、より一層安全管理
の徹底を図ります。（静岡県静岡市）

【清水港湾事務所】

11月20日
静岡営繕事務所安全連絡会議を開催

工事受注者と工事管理業務受注者が参加し、
静岡労働局担当官による安全講話と現場パト
ロールを行いました。（静岡県静岡市）

【静岡営繕事務所】
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