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鳥取駅前周辺の商店街を
鳥取駅前周辺の商店街を幼稚園児による
商店街を幼稚園児による
花植えで華やかにします
花植えで華やかにします！
華やかにします！
～都市緑化とっとりフェア応援
都市緑化とっとりフェア応援イベント
応援イベント～
イベント～
鳥取河川国道事務所管内のボランティア・ロードにおいて、平成２５年９月１３日（金）に都市
緑化とっとりフェア応援イベントとして一斉国道美化活動を行いますが、その一環として「鳥取第
一幼稚園内」にて園児の皆さんにご協力いただきプランターへの花植えを実施します。
植栽されたプランターは、ボランティア・ロードの協定締結団体である鳥取駅前周辺の各商店街
へ引き渡しを行った後、一斉清掃日に国道５３号歩道内に配置のうえ今後の管理を行ってもらいま
す。
【① 園児による花植え】
日

時 ： 平成２５
平成２５年
２５年９月１０日（
１０日（火
日（火）

１０：３０～ ※小雨決行予定

場
所 ： 鳥取第一幼稚園（鳥取市吉方温泉１－６０９） ※別紙１参照
容 ： 園児によるプランターへの植栽
内
参 加 者 ： 鳥取第一幼稚園 年中組 園児約７０名
※花トリピーも応援に駆けつけます
【② 商店街団体への引渡式】
商店街団体への引渡式】
日

時 ： 平成２５
平成２５年
２５年９月１２日（木
１２日（木）
日（木）

１０：３０～ ※小雨決行予定

場

所 ： パレットとっとり ２Ｆテラス
（鳥取市弥生町３２３－１） ※別紙２参照
※別紙２参照
内
容 ： 幼稚園より各商店街団体へプランター引き渡し
各商店街のボランティア・ロード４団体 ※別紙３参照
参 加 者 ： 各商店街のボランティア・ロード４団体
鳥取第一幼稚園 年中組 園児約７０名
園児約７０名

問い合わせ先
●今回の活動内容に関する問い合わせ先
※取材を希望される場合は、９
９／９（月）１５
）１５時までに下記に記載の担当出張所までご連絡下
まで
さい。
やまわき

けんいち

・鳥取国道維持出張所
出張所長
山脇 健一
ＴＥＬ ０８５７－３２－０８３０（代表）
ＦＡＸ ０８５７－３２－０８３２
●ボランティア・ロードに関する問い合わせ先
国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所
いのうえ かずひさ

副所長（道路）

井上 和久
こいけ

たけみ

【担
当】 道路管理第一課長
小池 健三
ＴＥＬ ０８５７－２２－８４３５（代表）
ＦＡＸ ０８５７－２９－１８１９
※本資料は、鳥取河川国道事務所ホームページの「記者発表」ページでも
公開しています。
鳥取河川国道事務所ホームページアドレス
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/

１．実施内容
本年９月２１日（土）から鳥取県内
本年９月２１日（土）から鳥取県内において第３０回全国都市緑化
県内において第３０回全国都市緑化とっとりフェアが開催され
において第３０回全国都市緑化とっとりフェアが開催され
ることから、緑化フェア応援イベントとして
ることから、緑化フェア応援イベントとして９月１３日（金）～２０日（金）の期間に
として９月１３日（金）～２０日（金）の期間に「一斉
９月１３日（金）～２０日（金）の期間に「一斉国
「一斉国
道美化活動」を
道美化活動」を計画して
」を計画してい
計画しています。
ます。
この「一斉国道美化活動」の一環とし、
この「一斉国道美化活動」の一環とし、鳥取第一幼稚園の園児の皆さんにご協力いただき、幼
「一斉国道美化活動」の一環とし、鳥取第一幼稚園の園児の皆さんにご協力いただき、幼
稚園敷地内でプランターへの花植えを実施し
稚園敷地内でプランターへの花植えを実施し、各商店街のボランティア・ロード
実施し、各商店街のボランティア・ロード団体に引き渡し
、各商店街のボランティア・ロード団体に引き渡し
のうえ、
のうえ、ボランティア・ロード団体におい
ボランティア・ロード団体において
おいて国道５３号歩道内にプランターを
国道５３号歩道内にプランターを配置して
配置して今後の
して今後の管
今後の管
理を行っても
理を行ってもらいま
らいます
す
。
ってもらいま
これらの活動により、ボランティア・ロード活動の状況や意義を知っ
これらの活動により、ボランティア・ロード活動の状況や意義を知っていただ
ボランティア・ロード活動の状況や意義を知っていただく
ていただくことで、道路
ことで、道路
愛護への関心を高めること
愛護への関心を高めることを目的として
高めることを目的として企画したものです。
を目的として企画したものです。

２．実施日時・場所
実施日時・場所
①鳥取第一幼稚園の園児による花植え
平成２５年
月１０日（火
日（火） １０：３０～
平成２５年９月１０日（
鳥取第一幼稚園
②各商店街団体への引渡式
平成２５年９月１２日（木）
平成２５年９月１２日（木） １０：３０～
パレットとっとり
※場所の詳細は
場所の詳細は「別紙
の詳細は「別紙１
「別紙１、２」をご参照下さい。
、２」をご参照下さい。
※小雨決行の予定ですが、実施
※小雨決行の予定ですが、実施の有無については担当出張所までお問い合わせ下さい。
実施の有無については担当出張所までお問い合わせ下さい。

３．ボランティア・ロード活動実施の様子

※活動状況写真は、
「ボランティア・ロード若桜街道」の
「ボランティア・ロード若桜街道」の独自の活動として、近隣小学校の児
ンティア・ロード若桜街道」の独自の活動として、近隣小学校の児
童招き一緒に花植えを実施しているものです。
童招き一緒に花植えを実施しているものです。

４．ボランティア・ロードについて
．ボランティア・ロードについて

ボランティア・
ボランティア・ロードとは、管理区間内で活動範囲や活動内容を決め
ロードとは、管理区間内で活動範囲や活動内容を決めて道路管理者とボランティア
管理区間内で活動範囲や活動内容を決めて道路管理者とボランティア
団体が協定を結び、道路管理者がボランティア団体へ清掃用具等の貸与を行
団体が協定を結び、道路管理者がボランティア団体へ清掃用具等の貸与を行うなど
、道路管理者がボランティア団体へ清掃用具等の貸与を行うなど活動のサポートを
うなど活動のサポートを
行いながら、
いながら、双方が協力して道路美化活動を行うものです。
双方が協力して道路美化活動を行うものです。
当事務所管内では、現在６９
当事務所管内では、現在６９団体、約２，１００人がこのボランティア
団体、約２，１００人がこのボランティア・
００人がこのボランティア・ロードへ登録して
ロードへ登録しており
登録しており、
おり、
国道９号、２９号、５３号において各
国道９号、２９号、５３号において各団体との協定
団体との協定箇所で
協定箇所で頻繁に
箇所で頻繁に活動が
頻繁に活動が行われています。
活動が行われています。
当事務所では、地域の皆さんにより活発に行われているボランティア
当事務所では、地域の皆さんにより活発に行われているボランティア・
ロード活動を少しでも
地域の皆さんにより活発に行われているボランティア・ロード活動を少し
活動を少しでも多く
でも多く
の方々へ紹介していきたいと考え、平成２２
の方々へ紹介していきたいと考え、平成２２年
紹介していきたいと考え、平成２２年８月以降実際に行われているボランティア
８月以降実際に行われているボランティア・
実際に行われているボランティア・ロード活
動を鳥取河川国道事務所ホームページ
動を鳥取河川国道事務所ホームページへ
鳥取河川国道事務所ホームページへ掲載し、日々行われている活動の紹介を行っています。
掲載し、日々行われている活動の紹介を行っています。
詳しくは http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/road/project/activity/index.html をご覧下さい。
をご覧下さい。

また、ボランティア
また、ボランティア・
、ボランティア・ロード新規加入団体も随時募集しています。
ロード新規加入団体も随時募集しています。活動希望区域が
新規加入団体も随時募集しています。活動希望区域が既にボランティ
活動希望区域が既にボランティ
ア・ロードへ登録済みの団体の活動区域
ロードへ登録済みの団体の活動区域と
の活動区域と重なることなく、国道内の安全な歩道内であ
重なることなく、国道内の安全な歩道内であると認められ
、国道内の安全な歩道内であると認められ
ればボランティア・
ればボランティア・ロード活動区域として認定
ロード活動区域として認定されます
活動区域として認定されます。団体の組織人員が
されます。団体の組織人員が２名以
。団体の組織人員が２名以上で、年２回以上
２名以上で、年２回以上
定期的に美化活動を
定期的に美化活動を行っていただける団体であれば
美化活動を行っていただける団体であれば条件を満たします
行っていただける団体であれば条件を満たします。
条件を満たします。
詳しくは、鳥取河川国道事務所ホームページ
詳しくは、鳥取河川国道事務所ホームページをご覧になるか、
鳥取河川国道事務所ホームページをご覧になるか、上記記載の「
をご覧になるか、上記記載の「ボランティア
上記記載の「ボランティア・
ボランティア・ロード
に関する問い合わせ先
に関する問い合わせ先」
問い合わせ先」までご連絡下さい
ご連絡下さい。
下さい。
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引渡会場位置図「パレットとっとり」
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別紙３

参加団体（ボランティア・ロード団体）一覧表
番

号

団

体

名

①

ボランティア・ロード本通

②

ボランティア・ロード民芸館通

③

ボランティア・ロード鳥取駅前

④

ボランティア・ロード若桜街道

備

考

