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令 和 元 年 ８ 月 ７ 日  

福島県土木部道路計画課 

 

令和元年度「道の日」に道路愛護活動を行います 

毎年８月は「道路ふれあい月間」、８月１０日は「道の日」です。 

県民の皆様に道路の役割や重要性を再認識していただき、道路愛護への関心を高めていただく

ため、県内各建設事務所及び土木事務所を中心に地域の皆様の協力を得て本年も様々な活動を実

施します。 

 

実施日：令和元年８月９日（金） 

 主な活動：①県民による一日道路パトロール 

       地域の小学生、中学生、高校生などが道路パトロール車に同乗し、道路パトロー 

ルを体験します。 

      ②道路の美化作業 

       地域のボランティア団体、関係団体の皆様の協力を得て道路の清掃や施設清掃な

どを行います。 

      ③道路愛護の啓発活動 

       「道の駅」などで道路の役割を再認識してもらうための啓発活動を行います。 

 各実施日、実施地域、実施内容及び各事務所窓口：別紙一覧のとおり 

 

 

【問い合わせ先】 

土木部 道路計画課 

（担当者）総括主幹兼副課長 関 拓也 

電話 024-521-7467 内線 3555 

FAX 024-521-7951 

「道路ふれあい月間」と「道の日」 

毎年８月１日～８月３１日の 1 ヶ月間を「道路ふれあい月間」

として、さらに８月１０日を「道の日」と定め、道路を利用して

いる方々に改めて道路とふれあい、道路の役割や重要性を再認識

してもらい、さらには道路をいつくしむという道路愛護思想の普

及と道路の正しい利用の啓発を図り、道路を常に広く美しく、安

全に利用する気運を高めることを目的として、関係機関、民間団

体等が協力し、道路の美化作業や道路愛護の PR 活動等を実施し

ています。 



【別　紙】

令和元年度「道の日」活動計画

実施日 活動内容 主な参加者、協力団体等（参加者数） 担当事務所 連絡先

８月９日（金）
県民による一日道路パトロール
道路美化作業

道路パトロール：県北建設事務所、交通安全母の会
道路美化作業：県北建設事務所
（約２５名）

県北建設事務所
管理課
024-521-2529

８月９日（金）
県民による一日道路パトロール
道路美化作業

道路パトロール：保原土木事務所、福島県立保原高等学校生
徒
道路美化作業：保原土木事務所、福島県建設業協会県北支
部伊達方部会
（約４０名）

保原土木事務所
業務課
024-575-2151

８月９日（金）
県民による一日道路パトロール
道路美化作業

道路パトロール：二本松土木事務所、福島県立二本松北小学
校児童
道路美化作業：二本松土木事務所、福島県建設業協会二本
松支部
（約６０名）

二本松土木事務所
業務課
0243-22-1151

８月９日（金）
県民による一日道路パトロール
道路美化作業

道路パトロール：県中建設事務所、日本大学工学部学生
道路美化作業：県中建設事務所、福島県建設業協会郡山支
部
（約３０名）

県中建設事務所
管理課
024-935-1459

８月９日（金）
県民による一日道路パトロール
道路美化作業

道路パトロール：三春土木事務所、福島県立田村高等学校生
徒
道路美化作業：三春土木事務所、福島県建設業協会田村支
部
（約４０名）

三春土木事務所
業務課
0247-62-3152

８月９日（金）

県民による一日道路パトロール
道路美化作業
道路の不法占用点検

道路パトロール：須賀川土木事務所、須賀川市立第一中学校
生徒
道路美化作業・不法占用点検：須賀川土木事務所、福島県建
設業協会須賀川支部、須賀川市、須賀川警察署、須賀川市
商工会議所、須賀川市立小中一貫教育校稲田学園
（約１９０名）

須賀川土木事務所
業務課
0248-75-3196

８月９日（金）
道路美化作業
県民による一日道路パトロール

道路パトロール：石川土木事務所、玉川村交通安全母の会
道路美化作業：石川土木事務所、福島県建設業協会石川支
部
（約40名）

石川土木事務所
業務課
0247-26-2138

８月９日（金）

県民による一日道路パトロール
クリーンロードキャンペーン（道路美
化作業）

道路パトロール：県南建設事務所、福島県立白河高等学校生
徒
道路美化作業：県南建設事務所、西白河市町村会、福島県建
設業協会県南支部白河方部会、福島県白河警察署など計２８
団体
（約２８０名）

県南建設事務所
管理課
0248-23-1633



【別　紙】

実施日 活動内容 主な参加者、協力団体等（参加者数） 担当事務所 連絡先

８月９日（金）

県民による一日道路パトロール
道路美化作業
「道の駅」街頭広報活動

道路パトロール：棚倉土木事務所、棚倉町教育委員会、棚倉
町立近津小学校児童
道路美化作業・街頭広報活動：棚倉土木事務所、福島県建設
業協会県南支部東白川方部会、東白川地方地域開発促進協
議会、東白川郡町村、福島県建設業協会県南支部東白川方
部会加盟各社、東白川衛生組合
（約160名）

棚倉土木事務所
総務課
0247-33-3131

８月９日（金）

県民による一日道路パトロール
道路施設点検及び道路美化作業
街頭キャンペーン

道路パトロール：会津若松建設事務所、福島県立若松商業高
等学校生徒
道路美化作業及び施設点検・街頭キャンペーン：会津若松建
設事務所、国土交通省郡山国道事務所会津若松出張所、会
津若松市、各協会１０団体
（約２４０名）

会津若松建設事務所
管理課
0242-29-5444

８月９日（金）
道路美化作業

道路美化作業：宮下土木事務所、福島県建設業協会宮下支
部、宮下地区建設業協同組合、三島町
（約110名）

宮下土木事務所
総務課
0241-52-2312

８月９日（金）

県民による一日道路パトロール
道路美化作業
「道の日」街頭広報活動
不法占用物件の適正化指導
歩道安全点検

道路パトロール：喜多方建設事務所、福島県立喜多方桐桜高
等学校生徒
道路美化作業・街頭広報活動・適正化指導・歩道安全点検
：喜多方建設事務所、福島県建設業協会喜多方支部、福島県
測量設計業協会喜多方支部、福島県造園建設業協会会津支
部、福島県道路環境整備協会、喜多方市、北塩原村、磐梯
町、道の駅「喜多の郷」・「裏磐梯」・「ばんだい」
（約120名）

喜多方建設事務所
管理課
0241-24-5718

８月９日（金）

県民による一日道路パトロール
道路美化作業
道の日街頭キャンペーン

道路パトロール：猪苗代土木事務所、猪苗代町内小学校児童
道路美化作業・街頭ＰＲ活動：猪苗代土木事務所、猪苗代町
（約15名）

猪苗代土木事務所
業務課
0242-62-3102

８月９日（金）

県民による一日道路パトロール
道路美化作業・点検
道の日キャンペーン（街頭広報活動）

道路パトロール：南会津建設事務所、下郷町立下郷中学校生
徒
道路美化作業・点検・街頭広報活動：南会津建設事務所、南
会津町、下郷町、南会津警察署、福島県建設業協会田島支
部、福島県測量設計業協会南会津支部、福島県電設業協会
会津支部、道の駅しもごう
（約120名）

南会津建設事務所
管理課
0241-62-5318

８月９日（金）

県民による一日道路パトロール
道路の美化作業
「道の日」キャンペーン（街頭広報活
動）

道路パトロール：山口土木事務所、南会津町立南郷小学校児
童
道路美化作業・街頭広報活動：山口土木事務所、南会津町、
福島県建設業協会山口支部、福島県測量設計業協会南会津
支部
（約40名）

山口土木事務所
総務課
0241-72-2330
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実施日 活動内容 主な参加者、協力団体等（参加者数） 担当事務所 連絡先

８月９日（金）

県民による一日道路パトロール
道路美化作業
街頭広報活動

道路パトロール：山口土木事務所、南相馬市立原町第二中学
校生徒
道路美化作業：相双建設事務所、福島県建設業協会相馬支
部、福島県測量設計業協会相双支部、福島県地質調査業協
会、福島県法面保護協会、福島県交通安全施設業協同組
合、一般社団法人 福島県電設業協会相双支部、株式会社 木
元装建、道の駅「南相馬」
（約７０名）

相双建設事務所
管理課
0244-26-1183

８月９日（金）
県民による一日道路パトロール
道路美化作業

道路パトロール：富岡土木事務所、富岡町立富岡第一中学校
生徒
道路美化作業：富岡土木事務所、福島県建設業協会双葉支
部、　　 福島県建設業協会双葉支部各社、広野町、浪江町、
富岡町、川内村、葛尾村
（約１２０名）

富岡土木事務所
業務課
0240-23-5558

８月９日（金）

県民による一日道路パトロール
道路美化作業
道の日啓発活動

道路パトロール：いわき建設事務所、いわき市民
道路美化作業・啓発活動：いわき建設事務所、福島県建設業
協会いわき支部外７団体
（約１９０名）

いわき建設事務所
管理課
0246-24-6120

８月９日（金）
県民による一日道路パトロール
道路美化作業

道路パトロール：勿来土木事務所、福島県立磐城農業高等学
校生徒
道路美化作業：勿来土木事務所、福島県建設業協会いわき支
部
（約50名）

勿来土木事務所
総務課
0246-63-2131


