
平成２４年１１月１４日

お知らせ

資料提供先 鳥取県政記者会

鳥取市政記者クラブ

土木の日イベント

～「鳥取市立河原あゆっこ園との土木建設機械体験会を行います！」～

概 要☆

鳥取河川国道事務所の河川担当出張所である千代水出張所、河原出張所と千代川安全対

策協議会（国土交通省発注の河川工事を施工する業者で構成）では、国土交通省で制定す

る１１月１８日の「土木の日」にちなんで、園児を対象として土木建設機械との触れ合い

を通じ土木建設事業への関心やイメージアップを図ることを目的としてイベントを実施す

るものです。

日 時☆

平成２４年１１月１９日（月） １０時００分～１１時３０分頃まで 【小雨決行】

参加者☆

鳥取市立河原あゆっこ園 園児：５０名（予定）

☆実施場所

河原出張所 及び 河原スポーツ広場（かわはら芝公園内） 「別添位置図」

実施概要☆

１０時００分～ ○開会

１０時１０分～ ○土木建設機械の展示・実演

バックホウ、ローラ、除草機械、河川パトロール車、

小型梱包機の展示・実演、高所作業車への園児搭乗、記念撮影

１１時００分～ ○園児による土木建設機械の写生会

１１時３０分頃 ○閉会

～ ～土木土木土木土木のののの日日日日のののの由来由来由来由来
土木の２文字を分解すると十一と十八になることと、土木学会の前身
である「工学会」の創立が明治12年(1879)11月18日であることから、
11月18日を「土木の日」と制定しました。

問い合わせ先

○国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

ＴＥＬ ０８５７－２２－８４３５（代表）

副所長副所長副所長副所長（（（（河川河川河川河川）））） 犬山 正犬山 正犬山 正犬山 正

いぬやま ただし

○鳥取河川国道事務所

千代水出張所長 朝倉 嘉雄千代水出張所長 朝倉 嘉雄千代水出張所長 朝倉 嘉雄千代水出張所長 朝倉 嘉雄【担 当】

あ さ く ら よ し お

ＴＥＬ ０８５７－２８－６２２９

河原出張所長 村松 清河原出張所長 村松 清河原出張所長 村松 清河原出張所長 村松 清【担 当】

む ら ま つ き よ し

ＴＥＬ ０８５８－８５－０５１７

○千代川安全対策協議会

（国土交通省発注工事の請負会社で構成する安全対策会議）

【千代水出張所管内】

０８５７－２８－２２４４会 長会 長会 長会 長（（（（株株株株））））興洋工務店 網浜 寿一興洋工務店 網浜 寿一興洋工務店 網浜 寿一興洋工務店 網浜 寿一

あみはま としかず

【河原出張所管内】

０８５８－８４－３２７９会 長会 長会 長会 長（（（（株株株株））））竹内組 竹内 俊一竹内組 竹内 俊一竹内組 竹内 俊一竹内組 竹内 俊一

たけうち しゅんいち

 



※　職員、業者及び報道の方の駐車場は幼稚園裏に確保していますので、来所された時に御案内します。
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昨年度の実施状況　　　　－　参考資料　－



時間 内　容

㈱竹内組 竹内 司会進行

河原出張所 村松所長 挨拶

 ○建設機械の説明

 ○建設機械の実演 ・ 乗車

　　　　　　　建設機械の運転手は１台に１人配置する

（内容）

　1.バックホウの運転　（西村組 ）

　2.ローラーでアルミ缶をつぶす （美穂建設 ）

  3. 除草車の運転　（竹内組）

  4.小型集草梱包機で草を梱包する（興洋工務店）

  5. 高所作業者の作業台を上げ下ろしする

                                          　（ 大和建設、吉田建設 ）

  6. パトロール車の乗車 （竹内組 )

　園児 ・ 職員の方が参加

  各担当箇所で子どもたち1人ずつ撮影する

 園児にクレパス、画用紙を渡す。

 園児はテントの中で絵を描く

河原あゆっこ園 園長

11:30 　　　　　　　　　　　　　　　　★★★★　　　　イベントイベントイベントイベント閉会閉会閉会閉会

　　　　　　　　　　　　　　　　★★★★　　　　閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶閉会挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　★★★★　　　　記念撮影記念撮影記念撮影記念撮影

10:10

　　　　　　　　　　　　　　　　★★★★　　　　写生大会写生大会写生大会写生大会

11:00

　　　　　　　　　　　　　　　　★★★★　　　　建設機械建設機械建設機械建設機械のののの説明説明説明説明

　　　　　　　　　　　　　　　　★★★★　　　　建設機械建設機械建設機械建設機械のののの実演 実演 実演 実演 ・ ・ ・ ・ 乗車乗車乗車乗車

全社

全社

全社

　　　　　　　　　　　　　　　　★★★★　　　　イベントイベントイベントイベント開始開始開始開始

10:00

　進 行 要 領

担 当



１１１１．．．．主  旨主  旨主  旨主  旨

　国土交通省では、11月18日を「土木の日」として定め、各種ＰＲ活動や広報活動を

実施しており、その一環として国土交通省河原出張所管内における工事に係る安全協議会は、

貴園児を対象としたＰＲ活動を実施したいと考えています。

２２２２．．．．日  時日  時日  時日  時

平成  24年  11月  19日（月）  10：00～11：30

小雨時は決行します、大雨時は中止します。

予備日：11月21日（水）

３３３３．．．．場  所場  所場  所場  所

国土交通省  河原出張所

４４４４．．．．主  催主  催主  催主  催

 国土交通省河原出張所、千代水出張所管内における工事に係る安全協議会

    （ 竹内組、美穂建設、西村組、興洋工務店、大和建設、吉田建設）

５５５５．．．．協  力協  力協  力協  力

国土交通省  鳥取河川国道事務所  河原出張所、千代水出張所

６６６６．．．．参 加 者参 加 者参 加 者参 加 者

鳥取市立河原あゆっこ園       園児     約　50名

７７７７．．．．イベントイベントイベントイベント内容内容内容内容

（1）見学会

　　展示機械の見学および実演また、希望があれば乗車体験をしていただく。

    （実演内容）

      ・バックホウの実演 西村組

      ・ローラーでアルミ缶をつぶす 美穂建設

      ・ラジコン除草車の実演 竹内組

      ・小型集草梱包機の実演 興洋工務店

      ・高所作業車に乗車する 大和建設・吉田建設

      ・河川パトロール車に乗車する 竹内組

（2）あゆっこ園児の踊り等

（3）写生会

　　展示機械の写生をしていただく。

「「「「土木土木土木土木のののの日日日日」」」」ののののイベントイベントイベントイベント実施要領実施要領実施要領実施要領



参考写真 機械名 用途

掘削機械

（ﾊﾞｯｸﾎｳ）

0.1m3級

　土砂の掘削用の機械。(ドラグショ

ベルとも言う）　ブームの先端に取

り付けたホウバケットで、下方から

手前にかき上げるように操作して

土砂を掘削する。機体よりも低い位

置のかたい地盤に適する。

転圧機械

（ﾛｰﾗｰ）

4t級

地面をローラーで圧し固める建設

機械。

重量が重く、接地面積の大きな車

輪を持ち、その重量によって路面

一面に圧力をかけながら走行し、

軟らかい地面を固める。

除草機械

（大型遠隔操縦式）

堤防除草作業で人力でしか出来な

かった急な勾配（1：1.4）にも対応が

出来きる。さらに平地などでも使用

し作業効率が良い。



参考写真 機械名 用途

小型梱包機

刈草を集草した後、運搬が容易に

するために梱包します。

河川ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車

河川の安全を確認するためにパト

ロールを行います。そのほか、災害

があったときなどに緊急出動しま

す。回転灯、サイレン、無線機、

サーチライトなど、いろいろなもの

がついています。

高所作業車

高所作業車とは、高所における工

事、点検、補修等の作業に使用さ

れる機械で、作業床および昇降装

置その他の装置によって構成され

ており、作用床が上昇、下降する設

備のうち、動力を用い、かつ、不特

定の場所に自走することができま

す。
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