
令和４年７月２７日 

土木部道路維持課 

                       （担当 平澤・西谷 TEL:029-301-4467) 

 

「道路ふれあい月間」における活動について 

 

 ８月の「道路ふれあい月間」にあたり、道路の正しい利用の啓発や道路愛護活動の推進などを

目的として、本県では各土木（工事）事務所、市町村、道路公社、建設業協会、ボランティア団

体などと連携し、広報活動や道路のごみ拾いなどの美化活動を実施します。 

 

活動内容 

（１）各土木（工事）事務所における広報活動及び美化活動 

  詳細については別紙１（｢道路ふれあい月間｣におけるイベント実施予定）のとおりです。 

・美化活動実施区間の総延長 ： 約６１１ｋｍ 

・参加予定人数       ： 約１，４７５人 

 

（２）県道路維持課と茨城県道路公社による広報活動及び美化活動 

日時 ： 令和４年８月１０日（水）  午前１０時～１１時 

場所 ： 県道筑波公園永井線及び笠間つくば線(約４㎞)、つつじヶ丘駐車場周辺、登山道 

内容 ： 道路維持課及び茨城県道路公社の職員により、道路のごみ拾い及び啓発グッズの

配布を行う。 

 

 （３）功労者表彰 

   道路の美化・清掃等に努め、その功績が特に顕著な団体に感謝状及び表彰状を授与します。 

   〇国土交通大臣感謝状授与団体 

    ・８月１日（月）１４時に国土交通省道路局総務課から公表予定 

   ○茨城県知事表彰状授与団体 

    ・別紙２（茨城県知事表彰受賞団体）のとおり 

※ 国土交通大臣感謝状及び茨城県知事表彰状の授与式等については、一部調整中の

ため改めて別途資料提供いたします。 

 

【 参 考 】 

「道路ふれあい月間（８月）」 

  道路の正しい利用の啓発や道路愛護活動の推進を図り、道路を常に美しく、安全に利用す

る気運を高めることを目的とした月間 

「道の日（８月１０日）」 

  道路の意義・重要性に対する国民の関心と道路愛護の精神を高めることを目的に昭和６１

年に国土交通省が８月１０日に制定 

 

資料提供 



別紙１

水      戸 常陸大宮 常陸太田 大      子

道路管理課　皆川 道路管理課　関谷 道路管理課　西野 道路管理課　豊田

①実施期間 ８月１日～８月３１日 ８月１日～８月３１日 ８月１日～８月３１日 ８月１日～８月３１日

②実施場所 水戸市袴塚２丁目、笠間市本戸 常陸大宮土木事務所 常陸太田市下河合町　他　 久慈郡大子町池田　他

　 路線名 国道１１８号、県道笠間つくば線 － 国道３４９号 国道１１８号

①実施日 ８月１０日 ８月１０日 ８月３日 ８月９日

②参加人数 約２００名 約１０５名 約５０名 約１１０名

③実施場所 水戸市　他５市町 常陸大宮市山方　他 常陸太田市山下町　他 久慈郡大子町全域

　 路線名 国道１１８号　他 国道１１８号、国道２４５号 国道２９３号、国道３４９号 大子工務所管内の国・県道全路線

　 清掃延長 約３０km 約３４km 約２０km 約１６７km

高      萩 鉾      田 潮      来 竜  ケ  崎

道路管理課　鈴木 道路管理課　浜井 道路管理課　関根 道路管理課　伊野

①実施期間 ８月１日～８月３１日 ８月１日～８月３１日 ８月１日～８月３１日 ８月１日～８月３１日

②実施場所 高萩市秋山　他 － 潮来市島須　他 竜ケ崎工事事務所

　 路線名 県道高萩インター線　他 － 県道水戸神栖線 －

①実施日 ８月３日 ８月１０日 ８月８日 ８月１０日

②参加人数 約１８０名 約１００名 約１８０名 約１００名

③実施場所 高萩市秋山　他 鉾田市、行方市 鹿嶋市 龍ケ崎市

　 路線名 県道高萩インター線　他 国道３５５号　他 県道茨城鹿島線　他 県道竜ケ崎潮来線　他

　 清掃延長 約１５.２km 約４０km 約１０km 約１５km

土      浦 筑      西 常      総 境

道路管理課　亀山 道路管理課　荒木 道路管理課　有住 道路管理課　佐藤

①実施期間 － ８月１日～８月３１日 － ８月１日～８月３１日

②実施場所 － － － 境工事事務所

　 路線名 － 国道２９４号、県道石岡筑西線 － －

①実施日 ８月１０日 ８月１０日 ８月１０日 ８月１０日

②参加人数 約４０名 約３０名 約１３０名 約２５０名

③実施場所 つくば市赤塚　他 結城市、筑西市、桜川市 常総市新石下　他 古河市　他３市町

　 路線名 国道３５４号　他 国道２９４号　他１１路線 国道２９４号　他 国道１２５号　他１２路線

　 清掃延長 約６km 約１５０km 約１２km 約１１２km

③具体的な
　活動内容

④具体的な
　活動内容

④具体的な
　活動内容

③具体的な
　活動内容

令和４年度　「道路ふれあい月間」におけるイベント実施予定

土木（工事）事務所名

担  当  者  名

大子町の町報によるPR
横断幕の設置
道路情報表示板によるPR

美
化
活
動

道路の美化清掃活動
（大子町及び建設業協会が参
加）

横断幕の設置、道路ボランティ
ア団体の活動写真を事務所入口
に掲示

常陸大宮市、那珂市、ひたちな
か市、東海村及び事務所ホーム
ページによるPR

美
化
活
動

道路の美化活動、交通安全施設
の清掃点検

－

土木（工事）事務所名

担  当  者  名

広
報
活
動

道路情報表示板によるPR

道路の美化清掃活動
（龍ケ崎市及び建設業協会が参
加）

道路の美化清掃活動
（水戸市、笠間市、小美玉市、
茨城町、大洗町、城里町及び建
設業協会加盟の各社が参加）

道路の美化清掃活動

道路の美化清掃活動

道路情報表示板によるPR

道路の美化清掃活動
（鉾田市、行方市、建設業協会
及び道路ボランティア認定団体
が参加）

事務所ホームページに道路清掃
美化活動結果等を掲載
道路情報表示板によるPR

③具体的な
　活動内容

「道路ふれあい月間」推進標語
ポスターの掲示

「道路ふれあい月間」推進標語
の立て看板を事務所玄関の掲示

道路の美化清掃活動
（古河市、坂東市、五霞町、境
町及び建設業協会が参加）

土木（工事）事務所名

担  当  者  名

広
報
活
動

－

道路の美化活動
（鹿嶋市及び建設業協会が参
加）

道路情報表示板によるPR

④具体的な
　活動内容

美
化
活
動

道路の美化清掃活動 道路の美化清掃活動 道路の美化清掃活動

広
報
活
動

道路情報表示板によるPR



令和４年度茨城県知事表彰受賞団体一覧（５５団体） 別紙２

No 団体名 活動路線名 活動場所 授与式開催日程 授与式開催場所 問い合わせ先

1 上圷フラワーボランティアの会 国道123号 城里町上圷地内

2 上吉影老人クラブ
紅葉石岡線
上吉影岩間線

小美玉市上吉影

3 株式会社浅川建設
国道118号
菅谷小原内水戸線

那珂市豊喰地内

4 株式会社髙野工務店 国道118号 那珂市古徳地内

5 株式会社鶴田組 那珂インター線 那珂市福田～鴻巣地内

6 増子建設株式会社
国道293号
常陸大宮御前山線

常陸大宮市上町
～下町地内

7 橋本建設株式会社 国道245号
ひたちなか市関戸
～峰後地内

8 株式会社弓野組 常陸大宮御前山線
常陸大宮市若林
～抽ヶ台町地内

9 東康建設工業株式会社 豊岡佐和停車場線 那珂郡東海村白方
～村松地内

10 環境保全事業株式会社 豊岡佐和停車場線 那珂郡東海村村松地内

11 株式会社龍﨑工務店 国道293号 常陸大宮市高部
～鷲子地内

12 株式会社若葉工務店 国道293号 常陸大宮市鷲子地内

13 株式会社松井建設 国道118号 那珂市古徳～瓜連地内

14 那北建設株式会社 下檜沢上小瀬線 常陸大宮市氷之沢
～下檜沢地内

15 株式会社やすくら工務店 国道118号 常陸大宮市泉～石沢地内

16 株式会社進栄 国道293号 常陸大宮市富岡町
～八田地内

17 株式会社小林工務店 国道118号 常陸大宮市泉地内

18 株式会社　平野産業 瓜連馬渡線 那珂市菅谷～杉地内

令和4年8月24日（水）
15時00分～

水戸土木事務所　協議室
（水戸合同庁舎４階）

水戸土木事務所
道路管理課長　黒澤　亮一

TEL：029-225-4061

令和4年9月下旬
（予定）

常陸大宮土木事務所
共用会議室

（予定）

常陸大宮土木事務所
道路管理課長　照沼　和之

TEL：0295-52-3152



19 秋山下常設区 日立いわき線 高萩市秋山地内

20 日立市十王地区コミュ二ティ推進会  日立いわき線高萩友部線 日立市十王町友部

21 金成重機建設株式会社 十王里美線 日立市十王町友部

22 日立土木株式会社 国道245号 日立市旭町～幸町

23 滑川学区コミュ二ティ推進会 日立いわき線　 日立市滑川町～滑川本町

24 十王郵便局 高萩友部線　 日立市十王町友部

25 株式会社富山園建設 須賀北埠頭線 鹿嶋市大船津地内

26 常陸緑化土木株式会社 須賀北埠頭線 鹿嶋市大船津地内

27 須賀北埠頭線 鹿嶋市大船津地内

28 株式会社サンワ興業 鹿島港線 鹿嶋市明石地内

29 水郷建設株式会社 竜ケ崎潮来線 潮来市上戸地内

30 道の駅サポーター 潮来佐原線 潮来市前川

31 オオシン株式会社 野田牛久線 守谷市大柏 令和4年8月17日（水）
　10時00分～

竜ケ崎工事事務所
2階　大会議室

竜ケ崎工事事務所
道路管理課長　蛯原　規行

TEL：0297-65-1297

32 株式会社アレスコ 国道355号 石岡市鹿の子1丁目～染谷

33 美酒堂 取手つくば線 つくば市研究学園4丁目

34 関東鉄道株式会社つくば北営業所 桜川土浦潮来自転車道線 つくば市沼田

35 美咲サークル 土浦境線
土浦つくば線

つくば市天久保、竹園

36 東京ガスネットワーク株式会社
つくば支社

取手つくば線 つくば市研究学園2丁目

37 茨城県立土浦第一高等学校 国道125号 土浦市真鍋4丁目

38 東京電力パワーグリッド株式会社
土浦支社

国道354号
国道355号

土浦市千束町、
石岡市鹿の子

39 一般社団法人つくば観光コンベンション
協会

笠間つくば線 つくば市国松～筑波

40 株式会社ドン・キホーテ 土浦笠間線 土浦市東若松町

令和４年8月下旬
（予定）

高萩工事事務所
（予定）

高萩工事事務所
道路管理課長　時崎　聡

TEL：0293-22-2255

令和４年8月29日（月）
　14時00分～

潮来土木事務所
2階　大会議室

潮来土木事務所
道路管理課長　大木　正典

TEL：0299-62-3726

令和４年8月26日（金）
※9時～16時で調整中

土浦土木事務所
2階　入札室

土浦土木事務所
道路管理課　東ヶ崎　祐二

TEL：029-822-4346



41 一般財団法人茨城県建設技術公社
県南支部

国道354号 土浦市中高津3丁目～永国

42 かすみがうら市都市建設部道路課 国道354号 かすみがうら市大和田

43 つくばみらい市職員ボランティア つくば野田線 つくばみらい市加藤

44 一般社団法人茨城県造園建設業協会
県南支部

国道408号
土浦坂東線、妻木赤塚線

つくば市内

45 本木二区 つくば益子線 桜川市本木地内
令和4年8月25日（木）

10時00分～
筑西土木事務所
4階　第3会議室

46 虹のテラス つくば真岡線 筑西市井出蛯沢地内

47 TKクリーンクラブ 国道125号
国道294号

下妻市堀篭

48 高塚環境委員会 若境線 八千代町若～村貫

49 正栄294綺麗にし隊 国道294号 常総市水海道山田町

50 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン
株式会社県西営業所

結城下妻線 下妻市江～下妻市黒駒

51 株式会社山広建設 中里坂東線 坂東市

52 株式会社石塚建設 伏木坂東線 坂東市鵠戸地内

53 株式会社サンコー緑地建設 つくば古河線 古河市中田～大山地内 令和4年8月24日（水）
10時00分～

54 株式会社五霞建設 西関宿栗橋線 五霞町大字江川地内

55 五霞町建設業協会 西関宿栗橋線 五霞町大字小福田地内

境工事事務所
道路管理課長　西村　正志

TEL：0280-87-0458
境工事事務所

先方の希望により授与式は実施いたしません。

筑西土木事務所
道路管理課長　市村　一彦

TEL:0296-24-9269

令和4年8月24日(水)
10時00分～

常総工事事務所
2階　会議室

常総工事事務所
道路管理課長　早瀬　泰俊

TEL：0297-42-2505

令和4年8月23日（火）
14時00分～

令和4年8月24日（水）
11時00分～

令和４年8月26日（金）
※9時～16時で調整中

土浦土木事務所
2階　入札室

土浦土木事務所
道路管理課　東ヶ崎　祐二

TEL：029-822-4346


