
事業・施策トピックス

12月7日
御前崎港西ふ頭岸壁改良事業着工式典を開催

御前崎港西埠頭１・２号岸壁の老朽化対策工事の着工式典を
開催しました。(静岡県御前崎市)

【清水港湾事務所】

12月14日
東海環状自動車道（大野神戸ＩＣ～大垣西ＩＣ）開通式典・セレモニーを実施

(岐阜県大野町)
【岐阜国道事務所】

12月12日
第5回伊勢湾の港湾ビジョン策定委員会を開催

伊勢湾の港湾ビジョンとりまとめに当たり、伊勢湾各港が果たすべき役割、今後推進すべき
港湾政策のあり方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】

テープカット 万歳三唱



事業・施策トピックス

12月14日
道の駅「伊豆月ケ瀬」開駅式典開催

道の駅登録証の授与、駅長帽の授与、テープカット、くす玉開披を
行いました。(静岡県伊豆市)

【沼津河川国道事務所】

12月15日
国道19号桜沢トンネルの貫通式を開催

来賓による通り初めの様子（長野県塩尻市）
【飯田国道事務所】

12月18日
中部縦貫自動車道（高山清見道路）高山ＩＣの橋梁架設完了

12月9日～12月18日にかけて国道41号を跨ぐ橋梁の架設を行いました。（岐阜県高山市）
【高山国道事務所】

道の駅登録証の授与 駅長帽の授与



防災・災害対応関係

11月28日
令和元年度 水質事故対策実技講習会を実施

豊川・矢作川流域の地方自治体の職員など68名が、水質事故※の際に現地で行う調査や
被害拡大防止対策の実技を学びました。（愛知県豊田市）

【豊橋河川事務所】

11月21日
大規模土砂災害合同訓練を実施

伊那市役所に関係機関から約80名が参集し訓練を行いました。
（長野県伊那市）

【天竜川上流河川事務所】

11月26日、12月2日
埠頭保安設備合同点検を実施

テロ対策強化を目的とした合同点検を、海上保安部・警察など関係機関と連携して行いました。
（三重県四日市市、松阪市）

【四日市港湾事務所】

四日市港の埠頭保安設備の点検状況 11/26 津松阪港の埠頭保安設備の点検状況 12/2

※水質事故とは、事業所からの油や有害な物質の
流出や、排水処理の不具合等による異常排水の
流出等により、河川や海などの公共用水域の水
質に悪影響を及ぼす事故。



防災・災害対応関係

リエゾンを派遣し、自治体との連携強化を図りました。
(静岡県御前崎市)

【静岡河川事務所】

12月1日
静岡県地域防災訓練（御前崎市）に参加

12月10日
富士山噴火を想定した火山灰の緊急調査演習を実施

事務所職員と（一社）静岡県建設コンサルタンツ協会の
会員が参加し、座学や降灰の堆積深を測る演習などを
行いました。(静岡県富士宮市)

【富士砂防事務所】

三重河川国道事務所と共に、車両展示や防災に関するパネル展示を行いました。
(三重県亀山市)

【北勢国道事務所】

11月30日
令和元年度亀山市総合防災訓練に参加

12月17日
富士山噴火を想定した緊急調査等合同演習を実施

関東地方整備局、中部地方整備局、富士砂防事務所、
富士川砂防事務所、山梨県、富士吉田市、忍野村が、
富士山噴火に伴う降灰への対応について連携して演習
を行いました。(山梨県富士吉田市)

【富士砂防事務所】



防災・災害対応関係

11月28日
【名古屋国道事務所】
（愛知県豊田市）

雪シーズンに備え、除雪出発式を開催 1/2

除雪作業の安全確保を祈念して各地で除雪出発式を実施。一部事務所では
立ち往生した車両の移動訓練も合わせて行いました。

11月29日
【三重河川国道事務所、北勢国道事務所、紀勢国道事務所】

（三重県伊賀市）

12月3日
【浜松河川国道事務所】
（静岡県浜松市）



防災・災害対応関係

12月5日
【沼津河川国道事務所】
（静岡県函南町）

雪シーズンに備え、除雪出発式を開催 2/2

除雪作業の安全確保を祈念して各地で除雪出発式を実施。一部事務所では
立ち往生した車両の移動訓練も合わせて行いました。

12月9日
【多治見砂防国道事務所】
（岐阜県中津川市）



旬な現場

砂防堰堤や遊砂地の役割などについて多くの質問を
いただきました。 （静岡県富士宮市）

【富士砂防事務所】

11月21日
「防災しみず」の9名が大沢扇状地ほかを見学

11月22日
名古屋高速道路公社の職員20名が

国道1号浜名大橋の橋梁補修工事現場を見学

「現場で採用している新技術の紹介などを行いました。
（静岡県浜松市）

【浜松河川国道事務所】

12月2日
岐阜県立岐阜工業高等学校の2年生18名が東海環状自動車道

岐阜ＩＣ（仮称）橋梁下部工事現場を見学

橋梁下部工や土留工の実物を見て学んでいただきました。
（岐阜県高山市）

【岐阜国道事務所】

11月28日
岐阜県立岐南工業高等学校の1年生42名が東海環状自動車道

山県ＩＣ（仮称）付近の橋梁下部工事現場を見学

11月27日
岐阜大学工学部の2年生60名が東海環状自動車道
岐阜山県第1トンネル（仮称）の工事現場を見学

トンネルの構造などを学んでいただきました。
（岐阜県山県市）

【岐阜国道事務所】

橋梁下部工や土留工の実物を見て学んでいただきました。
（岐阜県岐阜市）

【岐阜国道事務所】



旬な現場

トンネルの構造などを学びました。（岐阜県岐阜市）
【岐阜国道事務所】

12月5日
岐阜工業高等専門学校の1年生40名が東海環状自動車道

山県第1トンネル（仮称）の工事現場を見学

12月10日
（一社）日本鉄道施設協会中部支部の皆さん41名が

東海環状自動車道山県第1トンネルを見学

トンネルの構造などを学んでいただきました。
（岐阜県岐阜市）

【岐阜国道事務所】

湖内堆砂対策施設のほか、分派堰、土砂バイパス
トンネル吐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】

12月16日
特定非営利法人「梓川を守る会」の皆さんが
美和ダムの湖内堆砂対策施設を見学

将来通学路となる橋の架設を見学していただきま
した。（岐阜県下呂市）

【高山国道事務所】

12月10日
下呂市立宮田小学校の5、6年生22名が国道41号

奥田洞歩道設置事業の工事現場を見学

12月4日
富士市地域防災指導員の皆さん24名が

大沢扇状地を見学

砂防堰堤や遊砂地の役割など学んでいただき
ました。 （静岡県富士宮市）

【富士砂防事務所】

12月11日
三重県立石薬師高等学校普通科1年生35名が
国道23号中勢バイパス橋梁下部工事現場を見学

鉄筋の結束やコンクリート打設などを体験していた
だきました。（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

（岐阜県海津市）
【木曽川下流河川事務所】

11月23日～12月31日
国営木曽三川公園センターにて「冬の光物語」開催

11月21日
富士山北麓砂防工事現場の安全パトロールを実施

（山梨県鳴沢村、富士吉田市）
【富士砂防事務所】

11月23日
「富士山憲章推進会議」主催の国道清掃
キャンペーンに事務所職員が参加

総勢約50名が静岡・山梨県境の国道139号沿いで清
掃活動を行い、トラック1台分のゴミを回収しました。
（山梨県富士河口湖町）

【富士砂防事務所】

11月21日
国道302号（花常交差点～大治南小学校西交差点）で

いきいき花クラブの皆さんが花壇の植え替え

大治町長、事務所職員も参加しました。
（愛知県大治町）

【名古屋国道事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

砂防ボランティアとして活動されている10名が来所
され、職員が台風19号による全国の土砂災害や、
富士山の砂防施設整備の状況について説明を行
いました。（静岡県富士宮市）

【富士砂防事務所】

11月28日
「富士山砂防ボランティア」秋の勉強会を開催

事務所職員、受注業者など25名が参加しました。
（長野県伊那市）

【天竜川上流河川事務所】

11月26日
樹木伐採（チェンソー）を開催

東京大学大学院生1名が、名古屋港と海洋環境
整備船「白龍」を見学し、名古屋港の港湾施設
や海洋環境整備事業について学んでいただき
ました。（愛知県名古屋市）

【名古屋港湾事務所】

11月27日
インターンシップを受け入れ

地球深部探査船「ちきゅう」の一般公開に合わせ、地域
住民の方に港湾業務艇で「ちきゅう」や港湾施設を見
学いただきました。(静岡県静岡市)

【清水港湾事務所】

11月30日、12月1日

清水港見学会を開催

10月30日
国道42号でボランティア・サポート・プログラム活動

(株)シャープ液晶事業本部の皆さん10名が、多気中
学校の皆さん130名と一緒に植栽帯の花を植え替え
ました。（三重県多気町）

【紀勢国道事務所】

12月1日

伊勢志摩サイクリングフェスティバルで施策を紹介
太平洋岸自転車道推進三重地区協議会の一員として
ナショナルサイクルルートへの指定を目指した取り組み
を紹介しました。(三重県志摩市)

【紀勢国道事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

富士宮市、富士森林組合、及び富士山クラブの皆さんと一緒に不法投棄
パトロールと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】

10月31日
富士山不法投棄防止ネットワーク主催の統一パトロールに参加

東名阪自動車道亀山ＰＡ及び御在所ＳＡにおいて、ドライバーへ啓発物を配り、
安全運転の呼びかけました。（三重県亀山市、四日市市）

【北勢国道事務所】

12月3日、12月10日
冬の交通安全キャンペーンを実施

12月4日
ぐるり富士山風景街道 国道138号須走 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名が道路清掃などを行いました。（静岡県小山町）

【沼津河川国道事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

12月7日
第17回サイエンスワールドに出展

富士宮市民文化会館で開催された科学体験イベントに土石流模型実験
装置や溶岩流３次元シミュレーションを出展し、幅広い年代の市民に体験
していただきました。(静岡県富士宮市)

【富士砂防事務所】

12月9日
工事受注者とBIM/CIM※に関する意見交換会を実施

由比地区地滑り対策事業において実施しているBIM/CIM

について、受注者の皆さんからご意見をいただきました。
（静岡県静岡市）

【富士砂防事務所】

12月9日
第20回砂防工事安全対策研究発表会を開催

工事中に発生する土石流や斜面崩壊から身を守る工夫・
取り組みを受注者の皆さんに発表いただき、優れた発表
者を表彰しました。（岐阜県多治見市）

【多治見砂防国道事務所】

12月11日
高山商工会議所会員の皆さん12名が

中部縦貫自動車道上野トンネルの工事現場を見学

（岐阜県高山市）
【高山国道事務所】

12月12日
第21期 開放講座「水と街道」（第4回）を開催

17名の参加者に、既設砂防堰堤の「流木止め対策工事」
を見学していただきました。（岐阜県土岐市）

【多治見砂防国道事務所】

※BIM/CIM：従来の2次元図面を用いた建設生産・管理プロセスを見直し、3次元モデル等を活用し、品質の確保、生産性向上を目指す。



し

見学会、学習、イベント、ボランティアなど

12月13日
谷戸橋（たんどばし）補修技術検討会を開催

高山市が管理する橋梁の補修方法について、中部道路メンテナンスセンター（名古屋市）とともに
アドバイスを行いました。（岐阜県高山市）

【高山国道事務所】

12月15日
インフラツーリズムの取り組み

ＪＲ東海さわやかウォーキングのコースに由比地すべり管理センターが組み込まれ、
約800名の参加者に立ち寄っていただきました。（静岡県静岡市）

【富士砂防事務所】

12月16日
けんせつ小町・チーム”愛”第2回意見交換会を実施

「すべての人が長く働ける建設業を目指して」をテーマに
意見交換を行いました。（愛知県名古屋市）

【愛知国道事務所】

清水区の広報キャラクター
「シズラ」がお出迎え
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