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【旬な現場（例）】  ※ 道-24、河-11、港-3 は、「旬な現場」の通し番号を示しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

配 布 先                       問合せ先 

 中部地方整備局記者クラブ、名古屋港記者クラブ     中部地方整備局 広報戦略室 広報戦略官 

静岡県政記者クラブ、岐阜県政記者クラブ      技術企画官 杉 栄一郎（すぎ えいいちろう） 

三重県政記者クラブ、三重県政第二記者クラブ    TEL（０５２）９５３－８１２７（企画課） 

長野県庁会見場                  FAX（０５２）９５３－８２９４（企画課） 

くらしと経済を支えるインフラ整備の最前線を公開します。 
～夏休みの自由研究に最適！「大きい」「高い」など、迫力を実感できます！～ 

平成２９年６月１日 

道-24：三遠南信自動車道 飯喬道路 

河-11：矢作ダム 

中部地方整備局では、社会資本の役割を知っていただくため、通常入ることのできない工事現場

やダムなどの施設を「旬な現場」として一般の皆さんに積極的に公開しています。 

また“今”だから見られる現場をはじめ、工事の進捗に合わせた各現場の見どころを冊子にまと

めて年４回発行しています。 

 今般、６月～８月の見どころをとりまとめた「夏の旬な現場」を更新しました。６７箇所の現場

を紹介しており、橋の架設、ダムの眺望や作業船による海上作業などがご覧いただけます。 

港-３：名古屋港 金城ふ頭再編改良事業 



道路河川 技術

へ

港湾 公園

H29.6.1 ver.1

★ くらしと経済を支えるインフラ整備の最前線です。

★ ｢大きい！｣｢高い！｣などの 迫力を実感してください。

★ 夏休みの“自由研究”にも！
お気軽にお問い合わせ下さい。

旬 現 場なの

道－24三遠南信自動車道 飯喬道路
さんえんなんしんじどうしゃどう いいたかどうろ

河－11 矢作ダム
やはぎ

港－３ 名古屋港金城ふ頭再編改良事業
な ご や こ う きん じょう とう さいへん かいりょう じぎょう

五感で感じる矢作ダム！
夏は放流見学イベントも開催予定です！！

移動作業車を使って
橋を架ける様子を
見ることができます！！

ＱＲコード「旬な現場」
パンフレット(PDF)

営繕

作業船（杭打船）による迫力ある
海上作業等がご覧いただけます！！



中部地方整備局管内における「旬な現場」マップ H29.6~H29.8
H29.6.1 現在
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旬： 通年

沼津河川国道事務所　伊豆長岡出張所 TEL　055-948-0302

新しい技術を使って遊砂地をつくっています【富士山鞍骨沢遊砂地工事】 旬： H29.7～H29.12

富士砂防事務所　総務課　 TEL　0544-27-5221

旬： 通年

富士砂防事務所　総務課　 TEL　0544-27-5221

旬： 通年

富士砂防事務所　総務課　 TEL　0544-27-5221

旬： 通年

静岡河川事務所　総務課 TEL　054-273-9100

旬： 通年

静岡河川事務所　総務課 TEL　054-273-9100

旬： H29.6～H29.７

静岡河川事務所　総務課 TEL　054-273-9100

旬： H29.6～H29.8

静岡河川事務所　総務課 TEL　054-273-9100

旬：

長島ダム管理所　 TEL　0547-59-1021

旬： 通年

天竜川ダム統合管理事務所　総務課 TEL　0265-88-3729

旬： 通年

矢作ダム管理所 TEL　0565-68-2321

旬： 通年

設楽ダム工事事務所　総務課 TEL　0536-23-4331

 旬：　H29.6～8

新丸山ダム工事事務所　総務課 TEL　0574-43-2780

旬： H29.6～8

新丸山ダム工事事務所　総務課 TEL　0574-43-2780

旬： ～H30.3

木曽川上流河川事務所　総務課 TEL　058-２５１-１３２１

旬： 通年

木曽川上流河川事務所　横山ダム管理支所 TEL　0585-52-2211

旬： 通年

庄内川河川事務所　小里川ダム管理支所 TEL　0573-59-0056

旬： 通年

天竜川上流河川事務所　管理課 TEL　0265-81-6414

旬： 通年（12～3月を除く）

天竜川上流河川事務所　砂防調査課 TEL　0265-81-6417

旬： 通年

蓮ダム管理所 TEL　0598-45-0371

旬： 通年

丸山ダム管理所　 TEL　0574-43-1108

旬： ～H31.3

多治見砂防国道事務所　総務課 TEL　0572-25-8020

旬： 通年

天竜川ダム統合管理事務所　美和ダム管理支所 TEL　0265-98-2111

旬： 通年

浜松河川国道事務所　新豊根ダム管理支所 TEL　0536-85-1336

旬： ～H30.3

三峰川総合開発工事事務所　総務課 TEL　0265-98-2921

 旬：　～H30.3

豊橋河川事務所　総務課 TEL　0532-48-2111

旬： ～H29.10

沼津河川国道事務所　工務第一課 TEL　055-934-2005

日本 大級の砂防堰堤を施工しています！ 旬： H29.5～H29.11

越美山系砂防事務所　総務課 TEL　0585-22-2161

旬： H29.8

静岡河川事務所　総務課 TEL　054-273-9100

堤防の液状化対策の耐震工事　【木曽三川下流部高潮堤防耐震対策工事】 旬： ～H29.9

木曽川下流河川事務所　総務課 TEL　0594-24-5711

木曽三川下流部の高潮堤防整備【木曽川鍋田上水門整備工事】 旬： ～H29.10

木曽川下流河川事務所　総務課 TEL　0594-24-5711

河- 30 三重県

河- 31 三重県

河- 29 静岡県
世界遺産「三保の松原」のふるさと「大谷崩」
～安倍川源流探索～                           　　　【大谷山腹工】

河- 28 岐阜県

河- 27 静岡県
狩野川の老朽化した砂防施設を改良　～古い施設を大切に～【狩野川本谷第３砂防堰堤工事】

河- 26 愛知県
操作不要なオリフィス構造の施設が完成！
～矢作古川への流入量を抑制します～　【矢作古川分派施設】

25河- 長野県
｢先進的なダム再生施設｣を知ろう！
～土砂バイパストンネルと国内初の施設建設の 前線～【美和ダムの再開発】

河- 23

河- 24 愛知県

自然豊かな豊根村で「ダム見学」
～四季の彩りを感じよう～【新豊根ダム】

長野県
まもなく完成60年！～美和ダム内部を探検しよう～　【美和ダム】

河- 22 長野県
日本 大級の鋼製スリットえん堤工事が見られます
【木曽川水系越百川第３砂防えん堤工事】

河- 21 岐阜県
ダムを見に行こう！　【丸山ダム】

河- 20 三重県
ちょっと探検してみませんか？　【蓮ダム】

19河- 長野県
地域の観光と調和した砂防設備
【駒ヶ根高原砂防フィールドミュージアム（太田切床固工群）】

河- 18 長野県
天竜川の歴史や文化、環境を学ぼう
【天竜川総合学習館かわらんべ】

河- 17 岐阜県
ダムの魅力をぜんぶ紹介！～「ダムって何？」を解決します～【小里川ダム】

河- 16 岐阜県
ダム見学で未知の世界へ！【横山ダム】

河- 15 岐阜県
犀川遊水地　歴史探訪　墨俣一夜城　樋管（ゲート）・分水路を施工しています！
　【犀川遊水地新堀川樋管改築工事】

河- 14 岐阜県
2億５千万年前の『岩盤』を目撃！～調査トンネル内を探検しよう～
【新丸山ダム地質調査】

河- 13 岐阜県
完成前の橋の上を歩いてみませんか。眺めもいいですよ！
【新丸山ダム建設に関わる県道付け替え工事】

河- 12 愛知県
地域や環境に配慮したダム事業を行っています！
～設楽ダム建設事業が本格的に始動～【設楽ダム】

河- 11 愛知県
五感で感じる矢作ダム～５０ｍの近距離でゲートを体感しませんか～　【矢作ダム】

ダム見学は通年（平日及び毎月１度
日曜日も開催）

河- 10 長野県
スリムな堤体、魅せるアーチ式ダム！～土砂バイパストンネル完成～　【小渋ダム】

河- 9 静岡県
夏は子どもも大人も長島ダムで自由研究！

河- 8 静岡県
東北以外で初！粘り強い構造の海岸堤防
～ 大クラスとなる地震・津波に対する備え～　【駿河海岸堤防補強工事】

河- 7 静岡県
64ｔ型ブロックの製作工事を行っています
～日本 大クラスの高波に備えて～　　【蒲原海岸 離岸堤工事】

河- 6 静岡県
土砂災害の歴史、備えを学ぼう
～安倍川直轄砂防開始から８０年～　　　【安倍川上流砂防施設整備】

河- 5 静岡県
全国初の取り組み『総合土砂管理』
世界遺産「三保松原」へ土砂を届けます　　【安倍川総合土砂管理】

富士山大沢崩れより発生する土砂を捕捉！
～下流域の生命財産を守ります～　【大沢川遊砂地】

河- 4 静岡県
日本 大級のコンクリート杭と排水トンネルで東海道を守ります
【由比地区地すべり対策事業】

3

～　今しか見られない、“旬な現場”一覧【河川編】　～　（対象期間　H29.6～H29.8）

河- 2 静岡県

河- 静岡県

河- 1 静岡県
狩野川の治水の要を見てみよう！　～巨大な河川トンネルの探検～【狩野川放水路】



旬： H29.6

多治見砂防国道事務所　道路管理課 TEL　0572-25-802７

旬： H29.6～H29.8

岐阜国道事務所　計画課 TEL　058-271-9815

旬： H29.6～H30.3

高山国道事務所　工務課 TEL　0577-36-3821

トンネルの工事が見られます【国道158号 中部縦貫自動車道 高山清見道路】 旬： H29.6～H30.2

高山国道事務所　工務課 TEL　0577-36-3821

旬： H29.7～H29.9

静岡国道事務所　計画課 TEL　054-250-8904

旬： H29.6～H31.3

静岡国道事務所　計画課 TEL　054-250-8904

旬： H29.4～H29.8

静岡国道事務所　計画課 TEL　054-250-8904

旬： H29.6～H29.12

沼津河川国道事務所　品質確保課 TEL　055-934-2008

静岡県 旬： H29.6～H29.10

沼津河川国道事務所　品質確保課 TEL　055-934-2008

旬： H29.6～H29.7

浜松河川国道事務所　道路管理第二課 TEL　053-466-0151

旬： H29.８

浜松河川国道事務所　工務第二課 TEL　053-466-0115

旬： H29.８～H29.10

浜松河川国道事務所　工務第二課 TEL　053-466-0115

旬： H29.8～H31.10

浜松河川国道事務所　工務第二課 TEL　053-466-0115

旬： H29.8～H32.1

浜松河川国道事務所　工務第二課 TEL　053-466-0115

旬： H29.7～H29.11

名古屋国道事務所　交通対策課 TEL　052-853-7327

旬： H29.6～

愛知国道事務所　工務課 TEL　052-761-1195

旬： H29.8～

名四国道事務所　工務課 TEL　052-823-7915

旬： H28.10～

名四国道事務所　工務課 TEL　052-823-7915

旬： H29.6～H.29.８

三重河川国道事務所　計画課 TEL　059-229-2220

旬： H29.3 ～

紀勢国道事務所　工務課 TEL　0598-52-5363

旬： H29.4～H29.10

紀勢国道事務所　管理第二課 TEL　0598-52-53６７

旬： H29.4～H30.3

北勢国道事務所　計画課 TEL　059-363-5517

旬： H28.12～

北勢国道事務所　計画課 TEL　059-363-5517

旬： H29.6～

飯田国道事務所　工務課 TEL　0265-53-720３

旬： H29.6～ 

飯田国道事務所　工務課 TEL　0265-53-720３

旬： H29.6～ H31.3

飯田国道事務所　工務課 TEL　0265-53-720３

～　今しか見られない、“旬な現場”一覧【道路編】　～　（対象期間　H29.6～H29.8）

道- 1 岐阜県
老朽化した橋を直す工事を行っています。
【多治見国道東部橋梁補修工事】

道- 4 岐阜県

道- 3 岐阜県
高さ約25ｍの橋の柱を作る工事が見られます
　【国道158号 中部縦貫自動車道 高山清見道路】

道- 2 岐阜県
進む・つながる・東海環状道　トンネルの構造や掘削状況が見られます！
【東海環状自動車道（関～養老）】

道- 6 静岡県
見学できます！ぐんぐん伸びる自転車専用レーン
【国道１号静清バイパス自転車走行空間整備】

道- 5 静岡県
トンネルを作っている様子が見られます
【国道１号静清バイパス 牧ヶ谷ＩＣ～丸子ＩＣ】

道- 9

橋を架ける工事が見られます
【伊豆縦貫自動車道（天城北道路）矢熊～月ヶ瀬地区】

道- 8 静岡県
トンネル工事が見られます【伊豆縦貫自動車道（天城北道路）】矢熊地区

道- 7 静岡県
地震に強い橋へ!!橋の基礎・柱補強工事が見られます
【国道１号静清バイパス（飯田高架橋）】

道- 11 静岡県
新しい橋を架けています～橋を架ける工事が見られます～
【国道１号　島田金谷バイパス】

道- 10 静岡県
浜名大橋の補修　　～特殊足場による施工～
【国道１号　浜名大橋】

道- 13 静岡県
見たい！知りたい！三遠南信道　トンネルの工事が見られます
【国道４７４号 三遠南信自動車道(佐久間道路・三遠道路）新城地区】

道- 12 静岡県
強固な地盤に造り替えます～地盤改良工事が見られます～
【国道１号　島田金谷バイパス】

道- 15 愛知県
i-Constructionの推進　　～ICT活用工事の現場が見られます～
【国道23号　道の駅「（仮称）とよはし」】

道- 14 静岡県
見たい！知りたい！三遠南信道　トンネルの工事が見られます
【国道４７４号 三遠南信自動車道(佐久間道路・三遠道路）東栄地区】

道- 17 愛知県
進む・豊田南バイパス　　4車線幅員のU型擁壁工事が見られます
【国道155号豊田南バイパス東新地区】

道- 16 愛知県
名古屋環状2号線建設中!! ～橋づくりの各段階(基礎､柱､鋼橋桁)の様子が見られます～
【国道302号西南部・南部Ⅱ】

道- 19 三重県
橋を支える柱を造っています！
【国道２３号　中勢バイパス】

道- 18 愛知県
進む・蒲郡バイパス　～トンネル工事が見られます～
【国道２３号　蒲郡バイパス国坂トンネル工事】

道- 21 三重県
地震に強い橋へ！～橋を補強する工事が見られます～
【国道４２号三渡橋補強補修】

道- 20 三重県
トンネル工事が見られます～（仮称）尾鷲北トンネル掘削中～
【国道４２号　熊野尾鷲道路（Ⅱ期）】

道- 23 三重県
トンネル工事が見られます～坂部トンネル（仮）施工中です ～
【国道１号　北勢バイパス】

道- 22 三重県
伸びゆく東海環状～橋梁工事を行っています～
【東海環状自動車道（大安～四日市）】

道- 26 長野県
トンネルの工事が見られます
【三遠南信自動車道　青崩峠道路】

道- 25 長野県
橋を架ける工事が見られます
【国道１５３号　伊南バイパス】

道- 24 長野県
山間地における橋を架ける工事が見られます
【三遠南信自動車道　飯喬道路】



旬：通年

四日市港湾事務所　企画調整課 TEL　059-359-0510

旬：通年

四日市港湾事務所　企画調整課 TEL　059-359-0510

旬：通年

名古屋港湾事務所　企画調整課 TEL　052-651-6763

旬：通年

名古屋港湾空港技術調査事務所　総務課 TEL　052-612-9981

旬：通年

三河港湾事務所　航路管理課 TEL　0569-21-2311

旬：通年

三河港湾事務所　沿岸防災対策官 TEL　0532-32-3251

旬：通年

中部技術事務所　総務課 TEL　052-723-5701

旬：H29.7～H29.８

木曽川上流河川事務所　河川公園課 TEL　058-２５１-１３７９

木曽川下流河川事務所　河川公園課 TEL　05９４-２４-５７１９

旬：通年

営繕部　計画課 TEL　052-953-8185

～　今しか見られない、“旬な現場”一覧【港湾】　～　（対象期間　H29.6～H29.8）

港- 6 愛知県

巨大地震にも耐えられる岸壁を珍しい手法で整備中。
【三河港 神野ふ頭地区耐震強化岸壁の整備】

港- 2 三重県

海上に道路が架かります
【四日市港 臨港道路（霞４号幹線）の整備】

港- 1 三重県

海岸堤防の生まれ変わるところを見てみませんか？
【津松阪港　海岸保全施設の整備】

5 愛知県

古くなった岸壁をリフレッシュします。
【衣浦港 中央ふ頭西地区岸壁の整備】

港- 3 愛知県

ふ頭の効率的な運用を目指します。～岸壁の延伸改良工事～
【名古屋港　金城ふ頭再編改良事業】

港- 4 愛知県

巨大な伊勢湾模型が見られます
【伊勢湾水理環境実験センター】

港-

営- 1 愛知県
地震に強い免震庁舎を見てみよう！
～名古屋合同庁舎第２号館における免震改修～

公-
公-

1
2

岐阜県
愛知県
三重県

国営木曽三川公園　～夏季イベントを開催～
【「サマーフェスタ」・「夏の楽園祭」・「夏の水物語」等】

技- 1 愛知県
災害時に活躍する機械を身近に見学ができます！

～　今しか見られない、“旬な現場”一覧【技術】　～　（対象期間　H29.6～H29.8）

～　今しか見られない、“旬な現場”一覧【公園】　～　（対象期間　H29.6～H29.8）

～　今しか見られない、“旬な現場”一覧【営繕】　～　（対象期間　H29.6～H29.8）



山間地における橋を架ける工事が見られます
～移動作業車による架設を行っています～

～三遠南信自動車道 飯喬道路

●三遠南信自動車道 飯喬道路は、高規格幹線道路「三遠南信自動車道」の一部を

構成し、長野県南信地域への高速交通サービスの提供、主要観光地へのアクセス

強化、国道２５６号の通行不能区間の解消等を目的に計画された一般国道の自動

車専用道路です。

道‐２４
さんえんなんしん いいたか

【問合せ先】 飯田国道事務所 工務課 電話：０２６５－５３－７２０３
【アクセス】 中央自動車道 飯田山本ＩＣより 車で約７分（約７km）

架設状況イメージ図

長野県

現在の施工状況（5月）

県道492号

天竜川を渡河する天龍峡大橋の架設状況がご覧いただけます。（平成２９年６月～ ）

天龍峡大橋鋼上部工事

※上部工の架設施工中

てんりゅうきょうおおはし

◆安全管理上、１回あたりの見学人数を調整させて頂く場合がございます。 また、事故防止のため

架設作業中の橋梁に近づくことはできません。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

E19

E69



五感で感じる矢作ダム
～５０ｍの近距離でゲートを体感しませんか～

矢作ダム

●矢作ダムは、日本で 初の「放物線アーチダム」として昭和４６年に完成しました。
学校、各種団体、ダムマニアの方、個人など年間約１，５００名の方が見学に訪れる

人気のダムです。ダム見学では、約５０ｍの近距離でゲートを見ることができるなど、
大迫力の体験がみなさまをお待ちしています。

河-11
やはぎ だ む

【問合せ先】 矢作ダム管理所 総務係 電話：０５６５－６８－２３２１
【アクセス】 東海環状自動車道 豊田勘八ICより約６０分

●見学可能日時：平日９:３０～１６:００（※土日祝日を希望する方は別途ご連絡ください。）

矢作ダムを中から外から体感しよう♪ 通常見学

ゲート放流を５０ｍの近距離で
体感しよう！

矢作ダム位置図
特別見学

愛知県

操作室 監査廊 歩廊

通常見学コース ： 展示室（DVD視聴、パネル説明） → 操作室（ゲート操作設備等の説明）
（約１時間） →監査廊（ダム本体内部の説明） → 歩廊（堤体・ゲートの説明）

矢作ダムでは、特別見学として放流見学イベントを開
催しています。５０ｍの近距離から見るゲート放流は迫
力満点です！開催日は毎年変わりますが、夏と冬に開
催予定です。
※詳しくは矢作ダムHP又は矢作ダム管理所までお問い合わせください。

●注意事項
・業務の都合上対応出来ない場合があります。
・事前予約制



【概要】

金城ふ頭では、港湾施設の老朽化の進行や用地不足による非効率な利用が発生してい
ます。これを解消することを目的として、2016年からふ頭再編改良事業に着工しました。

本工事はその事業の一環として、大型船が着岸できるように岸壁を増深改良し、効率的
な輸送ができるふ頭を目指します。

【問合せ先】 名古屋港湾事務所 企画調整課 電話：052-651-6763
【アクセス】 地下鉄名港線「築地口」又はあおなみ線「稲永」下車、

市営バスにより「築三町」下車徒歩約8分
※船からの見学を希望される場合は、乗船定員等によりご希望に沿えない場合が

あります。

ふ頭の効率的な運用を目指します。
～岸壁の延伸改良工事～港‐３

概略工程（予定）

○主な工事の内容

・構造物撤去工 ・本体工
・土工 ・舗装工

施工箇所
(84号岸壁：50m)

金城ふ頭

作業船（杭打船）による迫力ある海上作業等がご覧いただけます。

位置図

名古屋港 金城ふ頭再編改良事業
な ご や こう きんじょう とうさいへんかいりょうじぎょう

愛知県

本体工（鋼管矢板打設状況）

陸上作業

海上作業

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

構造物撤去工

本体工

土工

舗装工

平成29年度
施工場所

本体工（コンクリート打設）




