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　東京都では、電線を地中に埋めて電柱を撤去する「無電柱化」を進めていますが、都道における
地中化の整備累計延長（平成２８年度末）は次のうち、どれに最も近いでしょうか。

①東京都庁～山梨県庁（約１００㎞）
②東京都庁～大阪府庁（約４００㎞）
③東京都庁～鹿児島県庁（約９６０㎞）
　※全て直線距離

正解は③
　東京都では昭和６１年度から計画的に無電柱化を進めており、計画幅員で完成した都道における整備累計延長は平成
29年３月現在で９１３㎞、地中化率は39％となっています。
　引き続き、平成２９年９月１日に施行された東京都無電柱化推進条例を踏まえ、無電柱化を積極的に推進していきます。

東京の無電柱化はどれくらい進んでいるの？
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｢夢のみち2018｣
道路愛護ポスターコンクール

　皆さんが普段‘みち’に対して感じていること、思っていることを作品にし
てみませんか？「夢のみち2018」道路愛護ポスターコンクールの作品を募
集します！

(公財)東京都道路整備保全公社
TEL：03-5381-3368
HP：https://www.tmpc.or.jp/01_news/
news.html?itemid=214&dispmid=741

問い合わせ先

旧古河庭園
「春のバラフェスティバル」

　旧古河庭園は、約100種199株のバラが華やかに咲き誇る洋風庭園と重厚
な洋館、そして京都の著名な庭師、7代目小川治兵衛作庭の日本庭園を贅沢
に味わうことができる、都内でも貴重な庭園です。バラの香りに包まれなが
ら、優雅なひとときをお楽しみください。

●日　　時

●内　　容

●入 園  料
　
★交　　通

平成30年5月5日（土・祝）～5月31日（木）
9時～17時（最終入園16時30分）
バラと洋館・日本庭園のライトアップ
（5月11日（金）～20日（日））
日没～21時(最終入園20時30分)
春バラの音楽会
（5月5日（土・祝）・5月6日（日）・26日（土））
春バラ人気投票
庭園ガイド・臨時売店ほか
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
JR京浜東北線「上中
里」下車徒歩7分
東京メトロ南北線
「西ヶ原」下車徒歩7
分
JR山手線「駒込」（北
口）下車徒歩13分

旧古河庭園サービスセンター
TEL：０３-３９１０-０３９４
HP：https://www.tokyo-park.or.jp/park
/format/index034.html
Twitter：@kyufurukawa

問い合わせ

小石川後楽園
「花菖蒲を楽しむ」

●日　　時

●内　　容

●入 園 料
★交　　通

平成30年6月2日（土）～6月17日（日）
9時～17時（最終入園16時30分）
木道「花菖蒲の小道」期間中毎日
「大江戸玉すだれ」
6月3日（日）11時30分、13時30分
特別ガイドツアー「花菖蒲めぐり」
6月10日（日）10時、13時
※当日先着順（各回30分前から整理券を配布）
庭園ガイド、記念撮影コーナーも実施
一般300円・65才以上150円
都営地下鉄大江戸線「飯田橋」下車徒歩３分
JR線「水道橋」、「飯
田橋」下車徒歩８分
東京メトロ東西線・
有楽町線・南北線
「飯田橋」下車徒歩
８分
東京メトロ丸ノ内
線・南北線「後楽園」
下車徒歩８分

小石川後楽園サービスセンター
TEL：０３-３８１１-３０１５
HP:https://www.tokyo-park.or.jp/park/
format/index030.html
Twitter：@KorakuenGarden

問い合わせ

・てのわ市
　6月3日（日）、クラフトとお野菜を楽しむ「てのわ
市」を開催!多摩エリアの「いいもの」が大集合！ク
ラフト作家によるオリジナリティ溢れる多彩な作品
の展示・販売、クラフトのワークショップや絵本
コーナーが楽しめます。また国分寺で採れた野菜を
使った飲食の販売、音楽ライブもあります。

　恩賜上野動物園、浜離宮恩賜庭園でサービスを提供している都立公園ガイドアプリ「Tokyo Parks Navi」
に平成30年3月より、新たに六義園・葛西臨海水族園のコンテンツを追加しました。
　このアプリを使えば、六義園では、シダレザクラなどの季節の見どころや庭園の歴史について知ること
ができます。また、葛西臨海水族園では、水族園の中の生物の詳しい情報を確認することができます。
　アプリは、Google Play（Android）・App Store（iOS）から、お持ちのスマートフォン等に無料でダウ
ンロードできます。
　「Tokyo Parks Navi」を片手に、都立庭園、動物園、水族園をより深く知り、より楽しく散策してみませんか。

開催日時 ： 11:00～15:00（雨天中止）
  平成30年4月から6月
  毎週日曜日
 　※6月3日は上記「てのわ市」
  を開催。
場　　  所 ：武蔵国分寺公園
  円形広場
企画・運営 ： パンピク実行委員会

「あったらいいな」をみんなでつくる公園プロジェクト
武蔵国分寺公園「てのわ市」

Android iOS

主　催：武蔵国分寺公園（西武・武蔵野パートナーズ）
問合せ：武蔵国分寺公園サービスセンター
　　　　〒185-0024　国分寺市泉町2-1-1　
　　　　TEL：042-323-8123
　　　　HP：https://musashinoparks.com/kouen/musasikoku/

都立公園ガイドアプリ
「Tokyo Parks Navi」を楽しもう！
都立公園ガイドアプリ
「Tokyo Parks Navi」で楽しもう！

●テ ー マ
●対　　象
●規　　格

●応　　募

「人・街・未来」つながる“みち”づくり。
都内在住・在学の小・中学生。
四つ切りの画用紙。1人1作品まで。絵画にみちに関する標
語を必ず入れること。
所定の応募票を作品裏面に貼付け、6月15日（金）（消印有
効）までに郵送で「夢のみち2018」事務局（〒223-0053 神
奈川県横浜市港北区綱島西2-7-6-3F「夢のみち」2018事務
局宛 ）へ。（☎045-633-1960）
所定の応募票はHPで。

ひと まち みらい

作品展示の様子 コンクール表彰式の様子

大島循環線「泉津地区」「間伏地区」
～新しい道路が完成しました！～

　東京都が道路整備を進めている伊豆大島の大島循環線のうち、泉津地区
の約500ｍ区間が平成30年1月13日(土)に、間伏地区の約700ｍ区間が3月24
日(土)に交通開放しました。今回の整備は、沿道の椿トンネルの保全や集落
への影響を少なくするため、バイパス道路となっています。
　これにより、両地区における歩行者の安全性の向上及び交通の円滑化が
図られます。

道路建設部道路橋梁課
TEL：03-5320-5353

大島支庁土木課
TEL：04992-2-4441

問い合わせ先

せんづ

まぶし

せんづ まぶし

泉津地区

間伏地区

　国の特別史跡及び特別名勝に指定されている小石川後楽園では、６月上旬
から中旬に660株の花菖蒲が花菖蒲田の一面を彩ります。この見ごろの時期
に合わせ、イベント「花菖蒲を楽しむ」を開催します。この期間だけ設置さ
れる「花菖蒲の小道」や、「大江戸玉すだれ」、植物研究家によるガイド
「花菖蒲めぐり」をお楽しみください。

神代植物公園
「春のバラフェスタ」

　過去に「世界バラ会連合優秀庭園賞」を受賞した経歴を持つばら園は、約
400品種・5,200株のバラが栽培されています。当園の名前を冠した品種や開
園当初から育てている大株や原種バラのコレクションなど、貴重なバラの
数々が目を楽しませてくれます。見ごろの時期に併せ、モーニングツアーや
コンサートの他、華やかな催しを多数ご用意しております。

●日　　時

●内　　容

●入 園  料
　
★交　　通

平成30年5月8日（火）～5月31日（木）
9時～17時（最終入園16時）
※休園日や早朝開園については要問い合わせ。
ばら園コンサート、モーニングツアー、国際バラ新品種コン
クール授賞式、ガイドツアー他。
一般500円・65歳以上250円・中学生200円
小学生以下と都内在住・在学の中学生は無料
・京王線から
調布駅から小田急バス吉祥寺駅または三鷹駅行き「神代植
物公園前」下車、または京王バス深大寺行き「神代植物公
園前」下車
・ＪＲ中央線から
三鷹駅または吉祥寺駅から小田急バス調布駅北口または
深大寺行き「神代植物公園前」下車

神代植物公園サービスセンター
TEL：０４２-４８３-２３００　　　　　　　　　　　　　　　　　
HP：https://www.tokyo-park.or.jp/park/
format/index045.html
Twitter：@ParksJindai

問い合わせ

清澄庭園
「花菖蒲と遊ぶ」

●期　　間

●内　　容

●入 園 料

★交　　通

平成30年6月2日（土）～6月15日（金）
9時～17時（最終入園16時30分）
特別ガイド「花菖蒲の楽しみ方」
6月2日（土）・6月9日（土）10時・13時
「パネル展&お休み処」
期間中毎日9時～16時30分（ラストオーダー16時）
写真パネル展示、俳句の募集、琴の演奏会ほか
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
半蔵門線・大江戸線「清澄白河」下車徒歩３分

清澄庭園サービスセンター
TEL：０３-３６４１-５８９２
HP:http://www.tokyo-park.or.jp/park/
format/index033.html
Twitter：@KiyosumiTeien

問い合わせ

　岩崎彌太郎ゆかりの庭園として知られる清澄庭園では、6月上旬よりハナ
ショウブが見ごろを迎えます。緑が深まる初夏の庭園に色とりどりのハナ
ショウブが咲き誇る様子は、さながら一服の清涼剤のようです。
水辺に凛と咲くハナショウブの花を愛でながら、庭園でのひとときをお楽し
みください。

開催日時 ： 10:30～16:00（雨天中止）
  平成30年6月3日（日）
場　　  所 ：武蔵国分寺公園
  こもれび広場
企画・運営 ： 「てのわ市」プロジェクト

「あったらいいな」をみんなでつくる公園プロジェクトとは、公園を
もっと魅力的な場所にするために公園に「あったらいいな」とワクワ
クすることを地域の皆さんと実現するプロジェクトです。この2つの
イベントは、「あったらいいな」をみんなでつくる公園プロジェクトと
して開催します。

・Sunday Park Cafe
　4月1日から6月24日まで毎週日曜日「Sunday 
Park Cafe」を開催！公園でのんびりカフェ気分を
楽しみながら地域の皆さんが交流できる場を作り
ました。地元のケータリングカーが、人気のパンや
国分寺の野菜を使ったスープカレーなどを販売し、
毎回楽しいワークショップも開催します。どなたで
もお気軽にお立ち寄りください。


