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国土交通Day親子見学会を開催！！
～小学生の親子を対象に参加者を募集します～
平成１１年７月１６日に国土交通省設置法が公布されたことにちなみ、７月１６
日を 「国土交通Day」として、この日の前後に広報活動を実施しています。
三年ぶりに、関東地方整備局・関東運輸局・東京航空局共同で、小学生の親
子見学会を開催します。夏休みの思い出作りや自由研究に、是非、御参加くだ
さい。
【開催概要】
実 施 日：
見学箇所：
Ａコース
Ｂコース
申込期間：
応募資格：
応募方法：
参 加 費：
※

令和４年８月４日（木）
横浜港、東京臨海広域防災公園、航空教室、自動車の検査に関する講座
災害体験車、東京臨海広域防災公園、航空教室、自動車の検査に関する講座
令和４年６月２４日（金）～令和４年７月１５日（金）
こども（小学４年生から６年生）１名とその保護者１名
メール（申込先：ktr-kocholine@nyb.mlit.go.jp）
１人２００円（保険料）

申込み多数の場合は抽選となります。詳細は別紙をご覧ください。

発表記者クラブ
竹芝記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、都庁記者クラブ、千葉県政記者会、神奈川県政記者クラブ、神奈川建設記者会、横
浜海事記者クラブ、東京航空記者会、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、刀水クラブ・テレビ記者会、山梨県政記者
クラブ、長野県庁会見場、長野市政記者クラブ、長野市政記者会、関東運輸局記者会（ハイタク等専門紙）

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 総務部総務課
電話 ： ０４８－６００－１３２４
ＦＡＸ ： ０４８－６００－１３６９
E-mail ： ktr-kocholine@nyb.mlit.go.jp
担当者 ： 堀江（ほりえ）、寺内（てらうち）

◆◆ 国土交通Ｄａｙ親子見学会について ◆◆
【参加を希望される皆様へ】
○本見学会は、事前申込み制です。
開催内容の詳細および申込み方法は、別紙１ をご覧のうえ、７月１５日（金）までにメールにて
お申し込みください。
○申込み多数の場合は抽選となります。
また、希望外のコースに当選することもございます。あらかじめご了承ください。

【報道機関の皆さまへ】
○取材を希望される場合は、 ７月１５日（金）までに別紙３ によりFAXにてお申し込みください。
○当日の集合時間・場所は、 各コースともに参加者と同じ時間・場所となります。
※午後からのみの取材も可です。その場合は、１３時００分までに東京臨海広域防災公園（東
京都江東区有明３丁目８番３５号）の本部棟１階正面入口においでください。
○撮影に関して制限がありますので、当日は係員の指示を厳守してください。
※東京臨海広域防災公園本部棟内の内閣府施設は立入禁止のため撮影できません。

京浜港湾事務
所船着場

Ａコース：横浜港海上視察

新港
大黒ふ頭
ふ頭
横浜ベイブリッジ
大さん橋
山下ふ頭
横浜第二
合同庁舎
本牧ふ頭

新本牧ふ頭
建設予定地
南本牧はま道路
南本牧ふ頭

Ｂコース：災害体験車乗車

別紙１
夏休み親子見学会

参加者募集

国土交通省では、８月４日（木）に、小学生とその保護者の方を対象に、国土交通
省の施設を間近で見学していただき、国土交通省の仕事について知っていただく機
会とするため、親子見学会を開催いたします。
Aコース
【日時】令和４年８月４日（木）9時３０分から１５時５０分まで
【集合】横浜第二合同庁舎（神奈川県横浜市中区北仲通5-57）の1階ロビー
※駐車場はありませんので、集合は公共交通機関をお使いください。
【地図】https://www.ktr.mlit.go.jp/soshiki/soshiki00000043.html
【公共交通機関】
・横浜高速鉄道・みなとみらい線「馬車道駅」から徒歩約１分
・JR根岸線・横浜市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩約７分
・JR根岸線・横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩約１０分
Bコース
【日時】令和４年８月４日（木）１０時３０分から１５時５０分まで
【集合】東京臨海広域防災公園（東京都江東区有明3丁目8番35号）の本部棟１階正面入口
※駐車場はありませんので、集合は公共交通機関をお使いください。
【地図】https://www.tokyorinkai-koen.jp/access/
【公共交通機関】
・東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場」駅から徒歩4分
・ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線「有明」駅から徒歩2分
A・Bコース共通
【参加費】 １人 ２００円（保険料） ※会場までの往復交通費は参加者負担となります。
【定員】
Ａコース：８組（１６名） Ｂコース：１４組（２８名）
【応募資格】 小学４年生から６年生１名と保護者１名、合計２名
※開催当日は、上記参加者以外の見学はできません。
【見学内容】見学スケジュールは 別紙２ をご覧ください。
【お知らせ】各自、昼食・飲料水・帽子・雨合羽・タオルをご持参下さい。
動きやすい服装（ヒール・サンダル等は不可）でご参加下さい。
※Ｂコースの方は、降雨体験があるため、雨合羽・タオルを必ず持参してください。
【申込方法】
①住所 ②氏名（ふりがな） ③生年月日 ④保護者の電話番号
⑤保護者のメールアドレス ⑥ご希望のコース（A又はB）をご入力のうえ、下記の申込み先に
メールにて申し込んで下さい。
申込み多数の場合は、抽選となりますので、あらかじめご了承ください。
【申込期間】令和４年６月２４日（金）～令和４年７月１５日（金）
＊②③については、参加される方２名分（小学生、保護者の両方）を入力してください。
＊参加者の発表は、メールでの御連絡に代えさせていただきます。
＊取得した個人情報は、お申し込み頂いたイベントの実施及びご案内のみに利用します。
【申込み先】

ktr-kocholine@nyb.mlit.go.jp
【締め切り】
令和４年７月１５日（金）

（お問い合わせ先）
国土交通省関東地方整備局総務部総務課
担当 堀江（ほりえ）、寺内（てらうち）
電話：０４８－６００－１３２４

別紙２

Ａコース 見学スケジュール
９：３０集合（集合場所：横浜第二合同庁舎の1階ロビー）
９：３０ ～

９：４０

９：４０ ～

９：５０

９：５０

～ １１：３０

事前説明

（京浜港湾事務所船着き場へバス移動）
横浜港海上視察
（ 新港ふ頭 →山下ふ頭→横浜ベイブリッジ →本牧ふ頭

→新本牧ふ頭建設予定地→南本牧はま道路→南本牧ふ頭
→大黒ふ頭 ）

１１：３０ ～

１２：３０

１２：３０ ～

１３：1０

（東京臨海広域防災公園へバス移動）
昼食（東京臨海広域防災公園本部棟内）＊各自持参

Ａ・Bコース共通
１３：１０ ～

１４：００

そなエリア東京の説明

１４：００ ～

１４：４５

防災体験学習「東京直下72h

１４：４５ ～

１５：００

休憩

１５：００ ～

１５：５０

１５：５０ ～

TOUR」

東京航空局による航空教室
関東運輸局による自動車の検査
に関する講座
アンケート記入・現地解散

※荒天時は横浜港海上視察は中止とし、コース変更となります。
※当日の交通状況によっては、見学会終了時間が前後する場合があります。
※当日、係員の注意事項を厳守してください。
また、事故防止の観点から見学が適当でないと係員が判断した場合、参加をお断りする
場合があります。
主催 国土交通省関東地方整備局・関東運輸局・東京航空局

別紙２

Ｂコース 見学スケジュール
１０：３０集合（集合場所：東京臨海防災公園の本部棟1階正面入口）

１０：３０ ～

１０：４０

事前説明

１０：４０ ～

１２：００

災害体験車乗車

１２：００ ～

１３：１０

昼食
（東京臨海広域防災公園本部棟内）
＊各自持参

Ａ・Bコース共通
１３：１０ ～

１４：００

そなエリア東京の説明

１４：００ ～

１４：４５

防災体験学習「東京直下72h

１４：４５ ～

１５：００

休憩

１５：００ ～

１５：５０

東京航空局による航空教室
関東運輸局による自動車の検査に関する講座

１５：５０ ～

TOUR」

アンケート記入・現地解散

※原則、雨天決行です。
※当日の交通状況によっては、見学会終了時間が前後する場合があります。
※当日、係員の注意事項を厳守してください。
また、事故防止の観点から見学が適当でないと係員が判断した場合、参加をお断りする
場合があります。

主催 国土交通省関東地方整備局・関東運輸局・東京航空局

別紙３

（FAX送信票）

ＦＡＸ送信先：０４８－６００－１３６９

堀江、寺内 行
国土交通Ｄａｙ親子見学会

取材事前登録票

開催日時： 令和４年８月４日（木）
Ａコース９：３０～１５：５０ Ｂコース１０：３０～１５：５０
場
所： Ａコース：横浜港、東京臨海広域防災公園
Ｂコース：災害体験車、東京臨海広域防災公園
貴社名 ：
貴媒体名 ：
貴媒体住所 ：
ご担当者名 ：
ＴＥＬ ：

（ほか

名）

ＦＡＸ ：

取材希望コース ：
□Ａ（横浜港）コース □Ｂ（災害体験車）コース □午後のみ
ご撮影 ： □ムービー

□スチール

※東京臨海広域防災公園本部棟内の内閣府施設は写真・動画撮影禁止です。

※

取材希望の方は上記項目を記入のうえ、７月１５日（金）までにＦＡＸにてご送信い
ただきますようお願いいたします。
※ 入場の際は受付にて身分の確認できるものをご提示願います。
※ 当日は、各コースともに参加者と同じ集合時間・場所にお集まりください。
（時間に遅れた場合、取材ができなくなります。）
午後のみの取材の場合は、当日１３時００分までに東京臨海広域防災公園（東京
都江東区有明３丁目８番３５号）の本部棟１階正面入口においでください。
※ 横浜港海上視察につきましては、報道機関の方の乗船人数を制限させていただく
場合があります。

