News

重要文化財・勝鬨橋
「学生・技術者向けツアー」＆
「橋脚内見学ツアー」実施中

［橋脚内見学ツアー］
■ツアー内容

参加団体訪問- 30

往復はがきに①住所②氏名③年齢④電話番号⑤見学希望日時
を
（第5希望まで・午前、午後、全日可）⑥参加人数（1通5名様まで）
記入して下記宛先までお申込みください。返信はがきにて見学日時
をお知らせします。返信用にはご自分の住所、
氏名のご記入をお願
いいたします。
なお、
お送りいただいた個人情報については、
ツアー
運営以外の目的には使用いたしません。
■申込先
〒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「かちどき橋の資料館」予約係宛

■公社の役割
公社は、
「東京ふれあいロード・プログラム」に協力し、
参加団体の皆
様に活動費の助成などを行い、
道路美化活動をサポートしています。

協定の締結

勝鬨橋や隅田川橋梁群などをテーマにした、学習・研修目的の学
生・技術者向けツアーです。
ツアー内容、
開催日時、
参加人数などは
ご相談に応じます。
開催回数：月1〜2回程度
（希望日の1カ月前までにお申込みください）
開催日：資料館開館日のうち火・金曜日。
参加人数：1回10〜15名程度
（団体で申込み）
参加費用：無料
■申込先

東京都（道路管理者）

参加団体

■五反田駅前をきれいにする会の活動スケジュール
主な活動内容／年3回の花植え
（2月、
7月、
11月）
毎月第4日曜日の水やりと周辺の清掃
（7・8月は当番制で毎日の水やり）

道路美化活動に
関する協力・支援

活動費の助成など

きれいな花を
咲かせるため
に

まるで小さな
お花畑です

■
「東京ふれあいロード・プログラム」の概要
対象となる活動は、都道で行う
次の（1）
、
（2）に該当する活動です。

1 清掃活動
対象となる活動

清掃活動とは、紙くず・空き缶・吸殻・落ち葉などを拾う活
動です。

2 緑化活動
緑化活動とは、植栽の手入れ・花苗の植替え・種まき等を行
う活動です。

対象となる団体
活動場所
募集期間
活動期間
活動に係る
支援等
認定方法

都道の歩道部分（供用を開始した道路）
随時募集しています。
年間を通じて活動することとし、特に期間は定めていません。

支援の
内容

※審査の結果、有償団体として認定した団体に限ります。

年3回の花植
えは
一大イベントで
す！

団体等から、活動を希望する区間（都道）を提示された後、活動
の場所等が適切かどうか、東京都が確認した上で認定します。
花壇の手入れをする子どもたちが、皆さんの
エネルギー源かもしれません。

雑草バスターズ
発足！

新規参加の場合
審
査

参加の
申込

協定の
締結

支援希望

活動に係る支援等

道路美化活動の開始

認定証の交付

更新の場合
更新の
申し出

協定の
自動更新
（1年間）

支援希望

活動に係る支援等

道路美化活動の開始

認定証の交付

活動の継続

●活動団体 ■東京都

●平成２４年10月１日現在、119団体が活動しています。情報を公開している団体の一覧は、
「http://www.tmpc.or.jp/index.php/about-michidukurio/list」から確認できます。
●公社では、東京ふれあいロード・プログラム参加団体を対象に、
「 清掃用具やジャンパーの
物品支援」
を行っています。物品支援について、詳しくは
「http://www.tmpc.or.jp/index.php/about-michidukurio/pcej」をご覧ください。

■「東京ふれあいロード・プログラム」についてのお問い合わせ
東京都建設局 道路管理部 路政課 管理係
【電話：
０３-５３２０-５２８１
（直通）
】

登場団体
募集！

AUTUMN

第三日野小学校や日野学園の子ど
もたちが、授業の中で花植えをする
こともあるそうです。

活動区域内へのサイン（表示板）の設置

■
「東京ふれあいロード・プログラム」認定までの流れ

２
月
末

● 2012

子どもたちも一生懸命に草むしりをしました。

※
活動費の支援（1 年間 最高 8 万円まで）

帽子や軍手、
ゴミ袋など、
公社からの支援グッズは、大事に使っているそうです。

総務部 公益事業課 電話／03-5381-3380
かちどき 橋の資料館 電話／03-3543-5672

18

地域の皆さんの愛情が注がれた花壇。四季折々可憐な花が咲き、道行く人を楽しませてくれます。

て
誘われ
お花に
ます！
やってき
蝶々も

東京都内の自治会、町内会、商店会、学校、企業、NPO 法人、
ボランティア団体等

原則として、無償で活動していただきますが、活動の補助として、
活動用具等の費用の一部支援を受けることができます。

［学生・技術者向けツアー］
■ツアー内容

環境に対する意識は年々高まり、
道路空間にもうるおいと安らぎが求められています。私ども公
社では、地域住民の皆様のボランティアによる快適な道路環境づくりを目指す東京都の「東京ふ
れあいロード・プログラム」に協力しています。 このプログラムは、
道路の清掃や植栽の手入れな
どの道路美化活動を、地域住民の力や地元自治体、企業団体と東京都が協力しあって進めて
いくプログラムです。平成24年10月末現在、
この「東京ふれあいロード・プログラム」に参加してく
ださっている団体は119団体です。公社ではこのプログラムに参加する団体に対し、
清掃グッズや
ジャンパー等を支援、
活動費用の助成をしています。
このコーナーでは「東京ふれあいロード・プロ
グラム」の参加団体の活動を紹介しています。今号は、品川区の五反田駅東口付近で活動され
ている
「五反田駅前をきれいにする会」
を訪問いたしました。

地域の住民や企業の皆様と東京都が協力して、道路の清掃や植
栽の手入れなどの美化活動を行うことにより、道路利用のモラル向
上と潤いのある道路空間の創出を目的とする制度です。

※橋脚内へは3.5mの垂直梯子を昇降します。安全面を考慮し、
自力で昇降が可
能な方。
※落下防止の安全装置の着用が必要であり、安全装置の体重制限である
100kg以下の方。
※6歳以上
（身長110ｃｍ位）
の方。
※悪天候の場合は中止する場合があります。

■申込み方法

五反田駅前をきれいにする会（品川区）

■
「東京ふれあいロード・プログラム」とは

いつでもクリーンな五反田の街を目指して！
地元の商店会や町会︑
学校が協力して︑
五反田駅東口のロータリーにある
花壇をきれいにしています︒

橋脚内の開閉装置（機械設備）
を説明者と一緒に見学します。毎
週木曜日
（祝日を除く）1日4回実施（10時〜、11時〜、13時30分〜、
14時30分〜）
。参加人数は各回5名程度。参加費用は無料。
ツアー案内：東京都建設防災ボランティア協会
集合場所：かちどき橋の資料館

「東京ふれあいロード・プログラム」に
参加してみませんか？

TR東京都道路整備保全公社では、
ティーアール・マグの東京ふれあい
ロード・プログラムに登場してくださる団体を募集しています。このページ
は、皆さんの日頃の活動とその思いを紹介していくページです。自薦、他
薦を問いません。
ご応募お待ちしています。

駅前のひまわりは五反田の新観光名所に！
記念撮影する人も増えているそうです。

五反田駅前をきれいにする会の若手
有志が集まって、花の大敵＝雑草を根
本からしっかり抜こうと“雑草バスター
ズ”が結成されました。

花の水涸れが心配な7月と8月は、1週間ごと
の当番制で5つの町会が毎日水やりと周辺の
掃除をしています。

花の成長を邪魔している雑草はしっかり抜き取ります！

五反田をキレイに、そして住みよい街にしたい！ 活動に参加している私たちの思いはひとつです。
五反田駅前をきれいにする会

五反田駅前をきれいにする会

会長 伊与田 正志さん

伊与田 彰さん

五反田駅前をきれいにする会は、五反田駅周辺の5つの町会
（五反田東口町会、五反田一丁目町会、五反田中部町会、島
津山自生会、東五反田みづほ町会）
と五反田駅前商店会、
そし
て区立第三日野小学校、小中一貫校の区立日野学園、清泉女
子大学など、地元の学校が中心になって、平成18年に発足しま
した。翌年には、東京ふれあいロード・プログラムに認定されて、
五反田駅東口のロータリーにある花壇の手入れや周辺の清掃
をするようになりました。高架になっている五反田駅からよく見え
る花壇は、私たちが活動をはじめる前は、雑草だけでなく、
タバコの吸い殻や空き缶、
ポイ捨てゴミもあ
り、本当にひどい状態で、周辺の住民にとっても悩みの種でした。“五反田をきれいで住みやすい街に
したい”“花と緑があふれる街にしたい”、
という思いから、
みんなで力を合わせて頑張っています。

活動がスタートした頃に比べると、確実に五反田の駅前はきれい
になり、
ゴミも少なくなってきています。地域の皆さんにも少しずつ
認知していただき、
「いつもありがとう
！」
と声をかけてくださる方も
多く、企業が活動に参加してくれるようにもなっています。
それはと
ても嬉しいことですし、参加メンバーにとっても活動の励みとなっ
ています。
これも私たちが地道に活動してきた成果のひとつだと
思っています。
ただ、歩道橋の下や植込みの中など、見えにくいと
ころに、
わざわざ空き缶やタバコの吸い殻を捨てるという心ない人
もまだいます。
それでも私たちは、
ゴミが落ちていたら、
まず拾う。
それを基本に、一つひとつ粘り強く掃
除をしていこうと思っています。私たちの活動の原点は “五反田を住みよく、
キレイな街にしたい”とい
う共通の思いです。
これからも地域密着型で、五反田をきれいにする輪を広げていきたいです。
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