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　東京都では、都民のみなさまに東京の川への親しみや愛着を持っていた
だくため、7月の河川愛護月間に「川のパネル展」や「かわフェスタ」を
開催します。

夢のみちイベント開催！
～8月は道路ふれあい月間！関連行事のお知らせ～

　（公財）東京都道路整備保全公社と東京都は、都民のみなさんに「道が日々
の生活に身近な施設であること」を実感していただくために実施する「夢のみ
ち」事業の取組の一つとして、新宿駅西口広場イベントコーナーにてイベント
を開催します。
　道に関する楽しい企画、著名人のトークショー等内容盛りだくさんのイベン
トです。夏休みの思い出作りに是非ご来場ください。

　東京の河川は、多摩川水系、鶴見川水系、荒川水系、利根川水系の４つの一級水系と、その他の
二級水系に大別されます。このような東京都内を流れる河川の総延長に近いものは次のうちどれ
でしょうか？

① 東京 → 名古屋間
② 東京 → 大阪間
③ 東京 → 福岡間

正解は③
　東京都内の河川には、国土交通大臣が指定する一級
河川として92河川、都知事が指定する二級河川として
15河川があり、合計すると都内の河川は107河川、延
長約858kmになります。
　このうち、荒川や利根川など、国土交通省が管理する河川を除く105河川、約711kmを東京都が管理しています。
この管理延長は、東京→広島間に相当します。

東京都内を流れる河川の総延長は？

Q
問題

A
正解

建設局クイズ

建設局河川部計画課　TEL：０３-５３２０-５４２５問い合わせ先

建設局ＨＰ
ＱＲコード

フェイスブック
ＱＲコード

〒163-0720　新宿区西新宿２－７－１
小田急第一生命ビル２０階
（公財）東京都道路整備保全公社
「夢のみち」事務局
TEL：０４５-６３３-１９６０
ＨＰ：http://www.tmpc.or.jp/yume/event/

問い合わせ先

夢のみち２０１７
親子体験ツアー参加者募集！

　（公財）東京都道路整備保全公社と東京都は、都民のみなさんに「道が日々
の生活に身近な施設であること」を実感して頂くために、親子体験ツアーを実
施します。
コース（1）： 私たちの安全を支える交通標識のふるさと
                          「標識工場」見学ツアー
●見学場所
●開催日時

信号器材（株）本社工場
平成29年７月25日（火）12時00分から

コース（2）： 私たちの生活を守る 道路下の巨大空間
                          「神田川・環状七号線地下調節池」見学ツアー
●見学場所
●開催日時

神田川・環状七号線地下調節池
平成29年8月1日(火)1日2回開催
①8時45分から　②13時15分から

コース（3）： 人知れず活躍する“道路お掃除隊”
　                     「ロードスイーパー（路面清掃車）」体験試乗
●見学場所
●開催日時
★募集人数
★対 象 者
★参 加 費
★申込方法

王子自動車学校
平成29年8月7日（月）12時20分から
各コース40名（保護者を含む）
小・中学生とその保護者
無料
7月10日(月)(消印)までに往復はがきに参加者全員(1通につ
き4名まで)の住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・希望の
コース名・及び返信面に代表者の住所・氏名を記入して、下
記宛先までご応募下さい。ＨＰからのお申込も可能です。必
ず保護者同伴でご応募願います。

●内　　容

●会 　　場

●そ の 他

・東京都が取り組む河川事業の紹介
　低地河川（隅田川など）・中小河川（神田川など）の整備状
　況、土砂災害に対する取組、河川の親水スポットの紹介など
・「川のフォトコンテスト」
　応募作品(風景部門、ふれあい部門)の展示と来場者によ
　る投票
・川にすむ魚等の水槽や防災教育模型の展示、河川の見ど
　ころ、行事のPR映像など
（１）「川のパネル展」
◆7月1日(土)～7日(金) ※4日（火）は除く
　開催時間：9:30から17:30まで
　会場：都庁第一本庁舎 45階南展望室
◆7月25日(火）～27日(木）
　開催時間：11:00から20:00まで
　会場：新宿駅西口広場イベントコーナー
（２）「かわフェスタ」
◆7月29日(土)
　開催時間：10:00から16:00まで
　会場：井の頭恩賜公園 野外ステージ前
各会場とも入場は無料です、直接会場へお越しください。

向島百花園「大輪朝顔展」

　向島百花園の夏の風物詩の一つである「大輪朝顔
展」を開催します。地元の「墨田朝顔愛好会」の
方々が丹精込めて育てた直径20cmにも及ぶアサガオ
を、約500鉢展示します。期間中は開園時間を1時間
早め、朝8時から開園します。

●開催期間
●内　　容

●入  園  料

★交　　通

平成29年7月30日（日）～8月6日（日）
・大輪朝顔の展示（期間中毎日8時～12時）
・大輪朝顔の育て方教室
（7月30日（日）・8月6日（日）10時～11時)
・大輪朝顔の押し花教室
（7月30日（日）・8月6日（日）11時15分～12時）
※その日に開花した花は、昼ごろに摘みとりますので、午後
　は花をご覧いただくことができません。
一般150円・65歳以上70円
※小学生以下と都内在住・在学の中学生は無料
東武スカイツリーライン 東向島駅下車  徒歩8分
京成電鉄押上線「京成曳舟」下車 徒歩 13分
都営バス亀戸－日暮里（里22）「百花園前」下車  徒歩2～3分

　都立代々木公園は、昭和42年（1967）10月20日に、森林公園として誕生し、今年
で開園50周年を迎えます。
 明治の終わりに、陸軍練兵場が開設されてから、米軍宿舎ワシントンハイツ、オリン
ピック選手村と姿を変え、大きな歴史の流れの中でその時代の様々な機能を果たしな
がら、現代では、多くの都民の憩いの場所として親しまれています。
　アニバーサリーイヤーの今年は、記念式典等、各種イベントを開催します。今後も進
展する代々木公園にご期待ください。
　イベント等の情報は、 
　ホームページ： 公園へ行こう！代々木公園
　 http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index039.html
　公式Twitter： 都立代々木公園 園長の採れたて情報
 でお知らせします。 　@Parks Yoyogi

　都立井の頭恩賜公園は、大正6（１９１７）年5月に、日本初の郊外型公園として開園
し、平成29年5月には、開園100年を迎えました。
　今年の夏はぜひ井の頭恩賜公園を散策してみませんか。クヌギ・シラカシ・ケヤキな
どが生い茂る公園内の木陰の散策路は涼しく快適です。

問合せ先： 代々木公園サービスセンター TEL 03-3469-6081
アクセス： JR山手線「原宿駅」下車 徒歩3分
 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」下車 徒歩3分
 小田急線「代々木八幡駅」下車 徒歩6分

問合せ先： 井の頭恩賜公園案内所　TEL 0422-47-6900
アクセス： JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺」下車徒歩5分
 京王井の頭線「井の頭公園」下車徒歩1分

池と噴水

10月のバラの園

●開催期間
●会　　場
●日　　時
●参 加 費
●イベント内容

平成29年8月17日（木）、18日（金）
新宿駅西口広場イベントコーナー
10:00～18:00（18日は15時まで）
無料
・写真を撮ろう！人気キャラクターカーの展示
・塗り絵が動き出す！？摩訶不思議なワークショップ
・著名人と一緒に植える！花の定植ツアー
・豪華な景品の当たるスタンプラリー開催！

調布3･4･17号狛江仙川線が開通

　平成29年5月21日（日）、東京都が整備を進め
ている調布都市計画道路3･4･17号狛江仙川線
のうち、調布3･4･10号線付近から市道東118号
線までの約320ｍの区間を交通開放しました。
　これにより、世田谷通りと甲州街道を結ぶ、
新たな道路ネットワークが形成され、地域の交
通の円滑化や防災性の向上が図られます。ま
た、周辺地域の生活道路へ流入する通過交通が
減少し、安全性の向上が期待されます。

道路建設部街路課　TEL：０３-５３２０-５３４４
北多摩南部建設事務所工事第一課
TEL：０４２-３３０-１８３５

問い合わせ先

標識工場見学

環七地下調節池

ロードスイーパー

〒163-0720　新宿区西新宿２－７－１
小田急第一生命ビル２０階
（公財）東京都道路整備保全公社
「夢のみち」事務局　親子体験ツアー担当
TEL：０３-５３８１-３３８０
ＨＰ：http://www.tmpc.or.jp/yume/tour/

問い合わせ
・申込み先

土砂災害防止に関する
絵画・作文を募集します！

　「土砂災害防止月間」にあわせ、明日を担う小・中学生を対象に、土砂災害
防止に関する絵画・作文を募集します！
詳細は、以下、問い合わせ先にお問い合わせください。

●対 象 者
●題　　材

● 規        格

● 応募方法

都内在住・在学の小・中学生
土砂災害及びその防止対策に関係す
るもの
（詳細は問い合わせ先まで）
《絵画》書き方・大きさは自由
《作文》400字詰め原稿用紙2～5枚
応募作品にタイトル、学校名、学年、氏名を明記の上、9月15
日（金）（消印有効）までに郵送で「土砂災害防止に関する絵
画・作文」担当（〒163-8001　東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都建設局河川部指導調整課）へ。

平成28年度
建設局長賞受賞作品

河川部指導調整課　TEL：０３－５３２０－５４０６問い合わせ先

今回開通区間

調布3･4･17号線

東京舟旅の社会実験実施中

　東京都では、舟運を活性化し、身近な観光・交通手段と
なる舟旅として、社会実験を実施中です。
　川や海の東京の観光スポットを船で巡る航路を設定して
おりますので、東京の水辺の魅力を船上から実感してみま
せんか。下記の社会実験予約サイト及び電話でご予約を受
付けております。

〒105-0014　東京都港区芝2丁目22－15 STKビル6階
（一社）水都創造パートナーズ
TEL：０３-５５６５-２７３７
mailto : service@suitosozo.org

問い合わせ先

●申し込み方法
●予約サイト
●電　　話

予約サイト及び電話でご予約可能
https://www.suitown.jp/
03-6826-4802　受付時間（平日10時から17時まで）

向島百花園　TEL：03-3611-8705問い合わせ先

殿ヶ谷戸庭園「ちりめん布でしおり作り！」

　日本の伝統工芸「ちりめん布」を使って、当園に咲く植物を
題材にした「しおり作り」を開催いたします。お子様でも簡
単に作成でき、完成した作品は当日お持ち帰りいただけます。

●開催日時

●内　　容

●費　　用
●申込方法

★交　　通

平成29年9月16日（土）
第1回10時～11時　第2回13時～14時
当園職員の指導でちりめん布を使って、しおり
を作ります。
800円(材料費含む、入園料別途)
参加費(1人800円、入園料別途)を添えて、8月31日までに当
園窓口で直接お申込みください。メール申込みも受付可。詳
細は下記URLをご覧ください。各回25名の定員制です。定員
になり次第募集を締め切らせていただきます。
JR中央線「国分寺」下車  徒歩2分、西武国分寺線「国分寺」下
車  徒歩2分、西武多摩湖線「国分寺」下車   徒歩2分

殿ヶ谷戸庭園　TEL：042-324-7991
HP：https://www.tokyo-park.or.jp/event/2017/
　    05/tonogayato-20170518.html

問い合わせ先

100th
 Anniversary

50th 
Anniversary代々木公園は平成29年10月に

開園50周年を迎えます

井の頭恩賜公園は平成29年５月に
開園１００周年を迎えました

代々木公園は平成29年10月に
開園50周年を迎えます

井の頭恩賜公園は平成29年５月に
開園１００周年を迎えました

ホームページ 公式Twitter


