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＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞
＜四つのテスト＞

会長

田中 雅昭
我等の生業

＜本日の来訪者＞
国土交通省中部地方整備局 高山国道事務所
建設監督官 大﨑 義保 様
＜会長の時間＞

会長

田中

雅昭

皆さんこんにちは。
先週の節分例会では大変楽しい
ひと時を皆さんと共に親睦を図
る事ができ、ありがとうございま
した。ＰＰＡＰはいかがでした
か？「ご要望があれば何処でも出
張致します」と、甚一さんが申し
ておられました。
さて、本日は講師として高山国道事務所建設監督官の大﨑
義保様をお招きして中部縦貫自動車道の建設に伴う環境
保全について卓話をして頂きます。大﨑様には後程、宜し
くお願い致します。
環境と言えば、私は安全検査㈱の代表をさせて頂いており
ますが、主な検査業務の中の一つにＶＯＣ測定業務を行っ
ております。新築や改修で施工された室内の揮発性有機化
合物を測定し、ヒトへの健康を守るために制定された一定
基準値に達していないかを測定するものです。厚労省や国
交省、文科省の基準に準拠し室内空気汚染（シックハウス
症候群）物質の測定・分析です。ＶＯＣ類の中にはトルエ
ン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンパラジクロロベ
ンゼンなどの成分がまたアルデヒド類にはホルムアルデ
ヒドやアセトアルデヒドが含まれます。最近では基準値を
超える数値が出ることは少なくなりましたが、輸入製品の
中には時折ボンド系に含まれる物質が検出されることが
あります。小さな子供さんやお孫さんがみえる方、新築、
改修時にはご一報いただければお値打ち価格で検査させ
て頂きます。
追伸
加齢臭は測定できませんので悪しからず。
さて会長支持率やいかに！！

＜幹事報告＞

幹事 中田

学

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリアン誌
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・ガバナーノミニーデジグネート確定宣言
2019-20 年度ガバナー 辻 正敏（津ＲＣ）
・2017 年会長エレクト研修セミナーのご案内
日時：3 月 11 日(土)～12 日(日)
会場：上野フレックスホテル
登録料：20,000 円
・2017-18 年度ロータリー財団
地区補助金奨学生募集について
◎濃飛グループガバナー補佐より
・濃飛グループ会員増強研修セミナー開催のご案内
日時：3 月 26 日（日）12:30～15:00
会場：シティホテル美濃加茂
参加義務者：現次期の会長/幹事/増強委員長
入会 3 年以内の新会員
登録料：5,000 円
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
3 月 2 日(木)18:30～ 3000 回記念例会
ホテルアソシア高山リゾート
・3 月 30 日(木)休会 定款により
○ロータリーの友事務所より
・2017-18 年度版ロータリー手帳の注文のお願い
1 冊 640 円
＜高山市教育委員会より＞
・平成 29 年度「キャリア教育を考える会 出前講座」
依頼について
日時：3 月 10 日(金)15:00～16:00
会場：高山市役所地下会議室
＜（株）クマヒラより＞
・「抜萃のつづり その 76」配布について
＜会報＞
・高山ＲＣ
・可茂ＲＣ
＜受贈誌＞
・文苑ひだ
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＜環境保全委員会＞

委員長

道下

利一

道路事業の環境保全 “飛騨の森再生プロジェクト”
※高山西 IC ビオトープの創出（H16～）
※ビオトープ：野生動植物の安定した生息地

高山西ＩＣ

＜卓 話＞
「中部縦貫自動車道建設事業と
環境保全の取り組みについて」
国土交通省中部地方整備局 高山国道事務所
建設監督官 大﨑 義保 様

『飛騨の森再生』実験箇所

※高山西 IC ビオトープの状況

中部縦貫自動車道の事業進捗状況
○昭和 56 年度の事業化後、順次開通し、全体の約 3 割
(54 ㎞)が完成。
○岐阜県内では現在、高山清見道路(高山 IC～丹生川 IC)
の整備等を推進。

事業進捗状況-中部縦貫自動車道

高山清見道路-

○平成 4 年度に事業化。
○平成 16 年 11 月に飛騨清見 IC～高山西 IC 間(延長 8.7
㎞)が暫定 2 車線開通。
○平成 19 年 9 月に高山西 IC～高山 IC 間(延長 6.5 ㎞)が
暫定 2 車線開通。
○全体延長 24.7 ㎞(高山市清見町夏厩～高山市丹生川町
坊方)のうち約 15.2 ㎞(6 割)が開通。
上野平の地層の露頭
○この地域の大地は主に約 300 万年前に始まった火山活
動により形成。
○上野泥流堆積物から高山ローム層までの地層は火山活
動によって形成。

道路事業と環境保全
※環境影響評価
○昭和 59 年「環境影響評価の実施ついて」閣議決定
○平成 11 年「環境影響評価法」施行
※中部縦貫自動車道 建設地付近に生息する絶滅危惧種
道路建設予定地付近で確認された主な「重要な種」には以
下のようなものがあります。これら「重要な種」などに対
して、いろいろな保全対策を進めている。

ギフチョウ

トノサマガエル

カモシカ

ヒメナミキ

トゲアリ

カキラン

(施工当時：平成 16 年)

(現在：平成 26 年)
Ｈ25 年からドブシジミ
Ｈ26 年からドジョウ、サカマキガイを確認
～確認されている重要な植物～

キキョウ

イヌタヌキモ

ミクリ

スズサイコ

※地域との協働
飛騨高山高校
『中部縦貫自動車道高山西インターチェンジ
ビオトープ“飛騨の森再生”の維持管理に関する協定』
平成 22 年締結

アカハライモリ

シロスミレ

※飛騨地域エコロード検討委員会
高山国道事務所では、平成 5 年度より“動植物にやさしい
道づくり”を進めるため、
『飛騨地域エコロード検討委員
会』を設立。
有識者・専門家の意見を聞きながら、環境にやさしい道路
づくりを実践している。
委員会では、飛騨地域の自然環境全般に詳しい委員長をは
じめ、植物、鳥類、魚類など各専門分野の委員により構成
している。

図 ビオトープ“飛騨の森再生”地域協働プロジェクト

高山西 IC ビオトープは、平成 22 年に飛騨高山高等学校と
の間で締結した維持管理協定により、効果的な維持管理が
行われるとともに、環境学習に活用されている。
～環境学習の様子～

水生生物調査

チョウの捕獲調査 生徒自身による解説
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※重要な種の保全対策
トゲアリ（絶滅危惧種）
保全対策：巣ごと移植（工事の影響範囲外へ）

シロスミレ（絶滅危惧種）
保全対策：高山西 IC ビオトープへ移植

※動物道路横断経路を兼ねた水路の施工
中部縦貫道の建設により遮断される動物の往来について、
水路沿いに横断経路を設置するとともに、入口周辺には緑
化をすることで、動物が通行しやすくなるよう施工しまし
た。
～中部縦貫道の施工事例～

タヌキ

ツキノワグマ

※郷土種を利用した緑化
自然豊かな飛騨地域の郷土種で道路斜面を保護する技術
を実施中。

草木が生育するまではシート
(不織布)で斜面保護。
郷土種の種が落ちて植生が始ま
れば、草木植生の緑化により斜
面が保護されます。

ギフチョウ（絶滅危惧種）
保全対策：卵とヒメカンアオイの移植

＜２月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
阿部 眞澄美
高山 IC～ゲンジボタル生息域の保全
○三枝小学校と三枝ホタル保存会が保護に取り組んでい
る高曽洞川について、護岸形状をホタルが生息しやすいよ
うに工夫。
○ホタル水路の整備にあたっては、護岸は石積みにより
ホタルの幼虫が岸
辺に上がりやすく
したり、中低木を
植栽することによ
り、ホタルが休息
できる環境に。

＜夫人誕生日＞
渡辺 甚一
中田 一男
伊藤 正隆
坂之上健一
＜結婚記念日＞
堀口 裕之
谷口 欣也
伊藤 正隆

２月２６日

美子
さち子
順子
孝子

Ｈ ４年
Ｈ １年
Ｓ５６年

２月 ８日
２月 ９日
２月１８日
２月２４日

２月 ８日
２月１８日
２月２５日

＜ニコニコＢＯＸ＞
国土交通省中部地方整備局 高山国道事務所建設監督官
大﨑義保様のご来訪を心より歓迎致します。本日はご講話
をよろしくお願い致します。
理事役員一同
国土交通省中部地方整備局 高山国道事務所建設監督官
大﨑義保様のご来訪を歓迎致します。本日はよろしくお願
いします。
道下 利一
妻への誕生日プレゼントのお花ありがとうございました。
ガーベラ・カーネイション・カスミ草・チューリップと素
敵な花でしたので、自宅で二人とワンちゃん一匹でショー
トケーキとワインでひっそりとお祝いしました。ありがと
うございました。
中田 一男
取りあえずヤクザな会の長をやっと辞められる運びとな
りました。自分にあとどれだけノビシロがあるか分かりま
せんが、自分の生業である本業ももう少し頑張ってみよう
と思います。その決意としてニコニコへ。 鶯塚 英雄

過日発生しました近隣火災につきましては、激励の言葉や
お見舞いを頂きありがとうございました。更に家業に精進
したいと思いますのでどうかよろしくお願い致します。
中田專太郎
今週、名古屋の孫がドラマのオーディションに参加します。
何とかならないかぁー。皆さん共に祈って下さい。
田中 雅昭
先月の話しになりますが、誕生日のお祝いありがとうござ
いました。
西倉 良介
人生、何があるか分かりません。大切に生きて行きましょ
う。
周 信夫
今から岐阜へ出張のため早退します。すみません。
岡﨑 壮男
来週、欠席させて頂きます。申し訳ありません。
二木 公太郎

