
 

 

 

 

 

 

 

 

８月は「道路ふれあい月間」です！ 
  

「道路ふれあい月間」とは 

 道路の愛護活動や道路の正しい利用の啓発等の各種活動を特に推進することにより、道路を利

用する方々に、道路とふれあい、道路の役割や重要性を改めて認識していただき、道路を常に広

く、美しく、安全に利用していただくことを目的としています。 

 

私たちの暮らしを支えています 
  毎日の食卓に並ぶ食べ物、生活に欠かせない日用品等が、道路を利用して運ばれて 

います。 

上空や地下に収容しています 
  電気、電話、水道、下水道、ガスなど、生活に欠かせないライフラインが収容され 

ています。 

災害時には、避難路として利用されます 
  火災の際には、防災帯として、生命、財産を守る重要な役割を果たします。 

住みよいまちづくりのために 
  通風や採光、緑化などの空間として、役立っています。 

 

   

 
 

みんなが気持ちよく利用できるよう、道路は広く、美しく、安全に利用し、  

道路の不正使用の解消等にご協力をお願いいたします。 
 

各種関連イベントについて 

道路啓発活動の一環として、各土木事務所等にてイベントを実施します！ 

 各種事業の紹介（パネル展示等）や清掃活動、啓発物品の配布等を行います。 

 詳しくは、裏面または下記ウェブページをご覧ください。 

【道路局企画課ウェブページ「道路ふれあい月間」】 

URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/doro/fukyu/fureai.html 
 

 

 

お問合せ先 

道路局企画課長  樹岡 龍太郎  Tel 045-671-2746 

令 和 元 年 ８ 月 １ 日 
道 路 局 企 画 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

～ 各種関連イベントを実施します ～ 
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検索 横浜市道路局 道路ふれあい月間 

「この道は 世界につづく ゆめとびら」 
（令和元年度「道路ふれあい月間」推進標語 最優秀賞【小学生の部】） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/doro/fukyu/fureai.html


 

  

 

土木事務所 実施日時 場所及び内容 お問合せ先 

鶴見 (1)８月９日(金) 

10：00～12：00 

 

(2)８月４日(日) 

11：00～16：30 

(1)場所：JR 鶴見駅東口駅前～国道までの歩道及び東西自由通

路 

・歩道の除草、清掃・放置自転車の撤去 

・違法広告物の撤去・東西自由通路の清掃 

・啓発物品の配布 

(2)場所：豊岡商店街(鶴見区豊岡町 29-12) 

・すず風舗装での打ち水 

・模擬店 

・うちわ等の配布 

鶴見土木事務所 

管理係 

℡045-510-1669 

 

※(2)については、開

催協力のみ。 

神奈川 10 月 13 日(日) 

10：00～16：30 

 

 

場所：神奈川反町公園(神奈川区反町 1-12)  

神奈川区民まつり土木事務所ブース出展 

・道路防災、みどりアップに関するパネル展示 

・道路に関する啓発物品等の配布 

・区民とのふれあいイベント（主に子どもを対象としたも

の） 

神奈川土木事務所 

管理係 

℡045-491-3363 

西 11 月３日(日・祝) 

10：00～14：30 

場所：西区戸部公園(西区中央一丁目 17 番)  

西区民まつり土木事務所ブース出展 

・パネル展示 

・道路愛護啓発用品の配布 

・その他土木事務所業務全般のＰＲ等    

西土木事務所 

管理係 

℡045-242-1313 

中 10 月 13 日(日) 

10：00～16：00 

場所：横浜公園・日本大通り・象の鼻パーク 

中区区民まつり土木事務所ブース出展 

・パネル展示等による道路、下水・公園事業の啓発 

・土木パトロール車・作業車の展示 

・震災復興支援募金箱の設置 

・あいごぽん着ぐるみ 

中土木事務所 

管理係 

℡045-641-7681 

港南 11 月２日(土) 

10：00～15：00 

場所：港南ふれあい公園(港南区港南 4-2)  

こうなん子どもゆめワールドとの同時開催による啓発活動 

・リーフレット、啓発物品配布 

・土木事務所の活動紹介 

港南土木事務所 

管理係 

℡045-843-3711 

保土ケ谷 10 月 19 日(土) 

10：00～15：00 

場所：県立保土ケ谷公園(保土ケ谷区花見台 4-2) 

・苗木がもらえる抽選会 

・どぼくのおしごと！（仮）体験教室の開催 

・道路パトロール車の展示 

保土ケ谷土木事務所 

管理係 

℡045-331-4445 

旭 ８月８日(木) 

14：00～15：30 

場所：相鉄線二俣川駅前 二俣川第二歩道橋内 

・事業紹介パネル展 

・苗木配布 

・ハマロードサポーター 

・ヨーヨー・輪投げ等のこども遊びコーナー 

・啓発チラシ・グッズ等の配布 

旭土木事務所 

管理係 

℡045-953-8801 

磯子 (1)８月上旬 

10：00～11：00 

※雨天中止（小雨

決行） 

 

(2)９月 29 日(日) 

時間未定 

(1)場所：磯子アベニュー(磯子区磯子 3-5-1) 

・磯子アベニュー内のゴミ拾い及びデッキブラシでの清掃 

(2)場所：磯子土木事務所 

磯子区民まつり土木事務所ブース出展 

・道路啓発関係のパネル展示 

・チラシ、啓発物品の配布 

・パトロール車の展示 

・横浜建設業協会の協力により、道路工事車両等の体験等 

磯子土木事務所 

管理係 

℡045-761-0081 

金沢 10 月 19 日(土) 

10：00～15：30 

場所：海の公園(金沢区海の公園 10 番) 

金沢いきいきまつりフェスタ土木事務所ブース出展 

・ハマロードサポーター活動 PR 展示 

・公園愛護会活動 PR 

・道路舗装構成パズル展示 

・道路パトロール車の展示 

・道路等の啓発イベント(市民参加型ゲーム等) 

金沢土木事務所 

管理係 

℡045-781-2511 

港北 ９月(予定) 

14：00～15：00 

場所：JR・市営地下鉄新横浜駅前 

・「道の日」横浜 F マリノスとの合同イベント 

・啓発物品の配布 

・新横浜駅周辺の清掃活動 

港北土木事務所 

管理係 

℡045-531-7361 

８月以降に実施する道路ふれあい月間関連イベント一覧 



 

  

土木事務所 実施日時 場所及び内容 お問合せ先 

緑 10 月 20 日(日) 

10：00～15：00 

場所：四季の森公園(緑区寺山町 291)  

緑区民まつり土木事務所ブース出展 

・パネル展示・啓発物品の配布 

・道路作業車、パトロール車の展示 

・土木事務所の仕事の実演 

緑土木事務所 

管理係 

℡045-981-2100 

 

青葉 11 月３日(日・祝) 

10：00～15：00 

場所：青葉区総合庁舎周辺 

青葉区民まつり土木事務所ブース出展 

・土木事務所クイズ 

・パトロール車の乗車体験 

・苗木、花苗、啓発物品の配布 

・パネル展示 

青葉土木事務所 

管理係 

℡045-971-2300 

都筑 ８月３日(土) 

10：00～13：00 

場所：都筑区総合庁舎駐車場、警察署駐車場及び都筑区総合庁

舎前自転車歩行者専用道路 

・はたらく車展示（警察パトカー、消防車、道路パトロー

ルカー、白バイ等） 

・ご当地ヒーロースター☆ジャンによる「道の日」啓発シ

ョー 

・パネル展示、かき氷無料配布（先着 200 食） 

都筑土木事務所 

管理係 

℡045-942-0606 

戸塚 11 月３日(日・祝) 

9:30～15：00 

場所：東戸塚小学校(戸塚区吉田町 88)・日立製作所 

戸塚区民まつり土木事務所ブース出展(予定) 

・パネル、車両の展示 

・ペイローダー試乗 

・ボール投げゲームなど 

戸塚土木事務所 

管理係 

℡045-881-1621 

栄 11 月２日（土） 

10：00～15:00 

 

※荒天の場合中止 

場所：本郷中学校（栄区桂町 84-14） 

栄区民まつり土木事務所ブース出展 

・パネルの展示 

・啓発物品の配布 

・高所作業車への試乗 

栄土木事務所 

管理係 

℡045-895-1411 

泉 ８月１日(木) 

10：00～15：00 

場所：泉区役所４階４D 会議室 

泉区役所オープンデー2019 土木事務所ブースの出展 

・パネル展示、クイズ実施 

・記念品、道路啓発パンフレットの配布 

・公園遊具のぬり絵 

・下水スコープをのぞいてみよう 

泉土木事務所 

管理係 

℡045-800-2532 

瀬谷 ８月 23 日(金) 

14：00～15：30 

場所：相鉄線瀬谷駅北口駅前広場 

瀬谷道路まつりの実施 

・パネル展示、クイズコーナー 

・交通安全・食中毒予防啓発 

・パトロール車、作業車、消防車等の展示 

・関係企業・団体出展 

瀬谷土木事務所 

管理係 

℡045-364-1105 

※南土木事務所は 7月中にイベントを実施しました。 

イベント内容等は今後変更となる可能性があります。詳しくは各土木事務所にお問い合わせください。 

 


