
 

 
 
 
     平成２９年１０月２４日 

 

 

 

 

                      国土交通省 天竜川上流河川事務所 

 

１．件  名  未来の技術者を求めて ～「職場体験学習」開催のお知らせ～ 

 

２．概  要  天竜川上流河川事務所では、次のとおり「職場体験学習」を行います。 

 

               ○ 伊那市立長谷中学校 

 １０月３１日～１１月２日 ２年生の生徒１名 

               ○ 伊那市立伊那中学校 

  １１月７日 ～１１月９日 ２年生の生徒２名 

 

      この職場体験学習は、伊那市のキャリア教育の一環としておこなうも

のです。 

当事務所管内天竜川上流域は、豊富な自然環境をもつ一方で、その急

峻な地形などに起因し防災に対して脆弱な一面をもっています。こうし

た状況の中、それぞれの人々がそれぞれの分野・現場で、地域を良くし

ようと日々努力しています。 

職場体験学習に参加する生徒ひとりひとりが何かを感じ取り、将来の

夢や希望を具体化する上での一助となれば幸いです。さらに、当事務所

に限らず建設業界を担う人材となっていただけることを願うものです。 

 

３．資  料   別紙 実施行程 

４．解  禁   指定なし 

５．配 布 先  駒ヶ根市記者クラブ、伊那市記者クラブ 

６．問合せ先   国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 

                      総務課長   加藤 賢典（かとう たかのり） 

                   電話 0265-81-6411（総務課） ＦＡＸ 0265-81-6419 



長谷中学校職場体験学習概要・日程

１０月３１日（火）
実　施　内　容 実　施　場　所 担　当

8:30 ～ 9:20 集合～移動 三峰川砂防出張所 総務課

9:30 ～ 10:30
事務所概要説明
事業概要説明
国家公務員について

天竜川上流河川事務所 事業対策官

10:30 ～ 11:00 災害対策車両操作体験 天竜川上流河川事務所 品質確保課

11:00 ～ 12:00 洪水予報のしくみ、防災対策等 天竜川上流河川事務所 調査課

12:00 ～ 13:00 昼食・休憩 天竜川上流河川事務所

13:00 ～ 14:00 移動

14:00 ～ 15:00

砂防出張所業務体験
　・砂防事業の基礎知識
　・三六災について
　・砂防工事現場体験

小渋川砂防出張所管内
小渋砂防
出張所

15:00 ～ 15:30 移動

15:30 ～ 16:00 小渋ダム見学 天竜川ダム統合管理事務所 天ダム

16:00 ～ 17:00 移動

～ 17:15 終了 三峰川砂防出張所 総務課

１１月１日（水）
実　施　内　容 実　施　場　所 担　当

8:30 ～ 9:00 集合～移動 三峰川砂防出張所 総務課

9:00 ～ 11:30

河川出張所業務体験
　・ひ管操作体験
　・河川パトロール
　・河川清掃

伊那出張所管内 伊那出張所

11:30 ～ 12:00 移動

12:00 ～ 13:00 昼食、休憩 天竜川上流河川事務所

13:00 ～ 13:30 広報関連業務 天竜川上流河川事務所 保全対策官

13:30 ～ 16:30 公共用地の取得業務 天竜川上流河川事務所 用地課
　（　現場へ移動　）

16:30 ～ 17:00 移動

～ 17:15 終了 三峰川砂防出張所 総務課

時　　間

時　　間

資　　料



１１月２日（木）
実　施　内　容 実　施　場　所 担　当

8:30 ～ 9:20 集合～移動 三峰川砂防出張所 総務課

9:20 ～ 9:50 ミーティング等 砂防フィールドミュージアム 総務課

9:50 ～ 10:50 移動

11:00 ～ 12:00
河川工事現場
　・鵞流峡周辺工事

飯田河川出張所管内 飯田河川

12:00 ～ 13:00 昼食、休憩 飯田河川出張所

13:00 ～ 15:00

かわらんべ
　・天竜川総合学習館について
　・環境整備体験
　・講座準備体験

天竜川総合学習館
井上館長ほ
か学習館職
員

15:00 ～ 16:00
道路事業現場
　・三遠南信自動車道

飯田国道管内 堂下専門官

16:00 ～ 17:00 移動

～ 17:15 終了 三峰川砂防出張所 総務課

時　　間



伊那中学校職場体験学習概要・日程

１１月７日（火）
実　施　内　容 実　施　場　所 担　当

8:30 ～ 9:10 集合～移動 伊那出張所 総務課

9:10 ～ 9:30
事務所概要説明
事業概要説明　　　　　（その１）
国家公務員について

天竜川上流河川事務所 総務課

9:30 ～ 10:00 災害対策車両操作体験 天竜川上流河川事務所 品質確保課

10:00 ～ 11:00 洪水予報のしくみ、防災対策等 天竜川上流河川事務所 調査課

11:00 ～ 12:00
事務所概要説明
事業概要説明　　　　　（その２）
国家公務員について

天竜川上流河川事務所 事業対策官

12:00 ～ 13:00 昼食、休憩 天竜川上流河川事務所

13:00 ～ 14:00 移動

14:00 ～ 15:00

砂防出張所業務体験
　・砂防事業の基礎知識
　・三六災について
　・砂防工事現場体験

小渋川砂防出張所管内
小渋砂防
出張所

15:00 ～ 15:30 移動

15:30 ～ 16:00 小渋ダム見学 天竜川ダム統合管理事務所 天ダム

16:00 ～ 17:00 移動

～ 17:15 終了 伊那出張所 総務課

１１月８日（水）
実　施　内　容 実　施　場　所 担　当

8:30 ～ 9:10 集合～移動 伊那出張所 総務課

9:10 ～ 11:30

河川出張所業務体験
　・ひ管操作体験
　・河川パトロール
　・河川清掃

伊那出張所管内 伊那出張所

11:30 ～ 12:00 移動

12:00 ～ 13:00 昼食、休憩 天竜川上流河川事務所

13:00 ～ 13:30 広報関連業務 天竜川上流河川事務所 副所長（事務）

時　　間

時　　間

資　　料



13:30 ～ 16:30 公共用地の取得業務 天竜川上流河川事務所 用地課
　（　現場へ移動　）

16:30 ～ 17:00 移動

～ 17:15 終了 伊那出張所 総務課

１１月９日（木）
実　施　内　容 実　施　場　所 担　当

8:30 ～ 9:10 集合～移動 伊那出張所 総務課

9:10 ～ 9:50 ミーティング等 砂防フィールドミュージアム 総務課

9:50 ～ 10:50 移動

11:00 ～ 12:00
河川工事現場
　・鵞流峡周辺工事

飯田河川出張所管内
飯田河川
出張所

12:00 ～ 13:00 昼食、休憩 飯田河川出張所

13:00 ～ 15:00

かわらんべ
　・天竜川総合学習館について
　・環境整備体験
　・講座準備体験

天竜川総合学習館
館長ほか
学習館職員

15:00 ～ 16:00
道路事業現場
　・三遠南信自動車道

飯田国道管内 堂下専門官

16:00 ～ 17:00 移動

～ 17:15 終了 伊那出張所 総務課

時　　間
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