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合同庁舎3号館
(国交省)1階駐車場

大工さん

合同庁舎3号館
(国交省)10階

合同庁舎3号館(国交省)10階特設会場

カスミガセキAIRPORTから
空の世界へＧＯ！３D海底世界へいこう

話題のVR（ヴァーチャル
･リアリティ）技術を体験。

免震車グラグラ
地震を体験だ！

スカイバスで
霞ヶ関探検隊！

ショベルカー
のすご技を間近で！

ほかにも、たくさんの冒険が待ってるよ

ほかにも、たくさんの乗り物があるよ！ タクシーもあるよ！

空からレンズで大冒険！

夏休みの宿題
もバッチリ!?



合同庁舎2号館
(総務省)1階

キミは知ってる!?電車の守り手たち
の真夜中のオシゴト！

鉄道シミュレータも体験できるよ。

下水道のヒミツ
を発見！

探偵になって、
おうちの不思議を大発見しよう

来場者には素敵なプレゼント！
さらに、お昼の特設ステージに参加すると
アイヌキャラクターキュンちゃんバッチがもらえるよ♪

今年は北海道１５０年。
アイヌの文化、体験しよう！

こども
ミュージアム

ダム・
パーク

合同庁舎3号館
１階特設会場

合同庁舎3号館
１階特設会場

ほかにもたくさん大発見できるよ！

feel・カムイ 2018

大発見ゾーン
をクリアしたら
ごほうびが
もらえるよ！

合同庁舎２号館（総務省）
１階 アトリウム､わくわく★大冒険ゾーン



国土交通省こども見学デー MAP
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合同庁舎3号館
(国交省本館)

feelカムイ
特設会場

吹き抜け
（広場）

1階

地下1階

屋外
渡り廊下

ドキドキ☆
大発見
ゾーン

わくわく☆
大冒険
ゾーン

●総合受付
(10階)

●ソファコーナー
(1階)
●こどもﾐｭｰｼﾞｱﾑ

(１階)

勇者のセカイ
ゾーン(屋外)

正門

地下鉄出口
(霞ヶ関駅)

六本木
通り

●ダムパーク(１階)

地下鉄でお越しの場合

●霞ヶ関駅
（日比谷線・千代田線・丸ノ内線）

A２、A３a番出口より徒歩4分

●桜田門駅
（有楽町線)

２番出口より徒歩２分

※お車での来省はご遠慮ください。

合同庁舎２号館
(総務省･国交省分館)

インフォメーションセンター
（１階）

合同庁舎
３号館

（国交省）

合同庁舎
２号館

（総務省）



注意事項

保護者の皆さまへ

・熱中症にならないため、こまめにお水やお茶を飲んでね。

・からだの具合が悪くなったときやトイレの場所が分からない
時など、なにか困ったときは「スタッフ」の名札をつけて
いる人に声をかけてね。

・地震などが起きたときは、
おちついて、周りの｢スタッフ｣
の指示にしたがってね。

・イベントの模様は、報道による
取材・撮影のほか、後日ウェブ
サイトや広報誌などに掲載する
場合があります。参加に当たって
はあらかじめ御了承をお願いします。

・メディアパスまたは会社名が入った
腕章を身につけたメディアスタッフが、
取材協力をお願いする場合があります。

・混雑が予想されますので、けが、事故、迷子のないよう、
お子様から目を離さないようにお願いいたします。

・万一お子様が迷子になってしまった場合は、１０階総合受付
で保護することとしております。

・災害発生時は、省内放送および近くの｢STAFF｣の指示に従って
落ち着いて行動してください。

※この名札をつけている人は、国交省の人です。

国土交通省
こども見学デー

2018

PRESS

公式取材許可証

↑ 本イベント
の公式パス

←媒体社毎の腕章



2018年のテーマ

知的好奇心
スイッチオン!!!

わくわく☆大冒険

ドキドキ☆大発見

勇者のセカイ

国土交通省ならではのたくさん冒険と発見。
キミたちの知的好奇心を刺激することまちがいなし！

勇敢なキミへ冒険にレッツゴー

大発見をめざそう！



●冒険にレッツゴー
わくわく★大冒険ゾーン・・・・・・＞P１

●大発見をめざそう！
ドキドキ★大発見ゾーン・・・・・・＞P４

●勇敢なキミへ
勇者のセカイ・・・・・・＞P９

●腹ぺこなキミへ
食堂・コンビニ・・・・・・＞P17

●夏休みの宿題はここで決まり！
マイスター・ビレッジ・・・・・・＞P12

●feel・カムイ 2018
合い言葉はｲﾗﾝｶﾗﾌﾟﾃ・・・・＞P12

もくじ

大発見ゾーンをクリアしたらごほうびがもらえるよ！

★イメージキャラクターネーミングコンテスト
・・・・・・＞P19

●お疲れ気味なキミへ
休憩スペース各所・・・・・・＞P16



☆冒険にレッツゴー

わくわく★大冒険ゾーン

3号館(国土交通省)10階

総合受付

P
１

のりたろう君も
参加予定！

プレゼントがあるかも！

ゆるキャラ・インスタ映え☆

夏休みの宿題はバッチリ？！

ｼﾐｭﾚｰﾀ 、ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨ（VR）



①新鮮！海の底ってこんなカタチ！！
～うみまる・うーみんと探検、３D海底地形図体験 ！

・海上保安庁では、仕事の内容を紹介するほか、
海上保安庁の制服などを試着して記念撮影する
コーナーなどを設けています。

・また、今年も３D海底地形図の展示を行うこと
としており、日本沿岸の海底地形図を３Dメガネ
を使って立体的にご覧いただけます。

「うみまる」と「うーみん」も、みなさんの
お越しをお待ちしています。

②空飛ぶオシゴト～ここは、カスミガセキＡＩＲＰＯＲＴ
・皆さんは飛行機に乗ったことありますか？どうやって飛行機を操縦するか知ってますか？

パイロット、整備士、航空管制官など、いろいろな空のお仕事について学んでみましょう！
・本格的なフライトシミュレータ体験【当日抽選をします】
・パイロット・ＣＡ・航空整備士によるお仕事紹介【当日整理券を配布します】
・航空管制官等によるお仕事紹介【当日整理券を配布します】
・空の日のマスコット『くにまる』君と一緒に記念撮影
・航空機の部品など、航空に関する展示 整理券＆抽選情報

[フライトシミュレータ]

10時、13時から②ブースで抽選
開始

[パイロット、CA,航空整備士の
オシゴト紹介]

10時、13時から②ブースで整理
券配布

[航空管制官等のオシゴト紹介]

10時から②ブースで整理券配布

P
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整理券配布



⑥日本は島国!みなとのヒミツ

～海の玄関口、みなとを知ろう！

⑤ まるごとニッポン！

～地図であそぼう､クイズとパズル!!

・地図記号あてクイズで、地図記号の種類や意味
を学ぼう！！

・３Ｄ分県パズル（都道府県パズル）に挑戦して、
４7都道府県の名前や形、位置を覚えよう！

四方を海に囲まれた日本における”みなと”の役割
を知ろう！
・みなとの役割、港湾行政等に関するパネル展示
・パンフレット、みなとの地図の配布 等

船のペーパークラフトもあるよ！

・橋の点検をする忍者がいるって知ってるかな？
忍者になって橋の点検を体験してみよう！
＊ＶＲ（ヴァーチャルリアリティ）を用いた
特殊高所作業体験

・橋の点検にドローンが使われる時代がくる！？
ドローンを操縦して未来の点検を体感しよう！
＊ドローンを用いた点検作業体験

④ 空からレンズ
～高所恐怖症でも大丈夫！？
ＶＲ &ドローンでインフラメンテナンス
を体験！

③出かけよう、ぼくらの国!!

～"ツーリズムEXPOジャパン"体験
日本のおいしい”食”外国人にどうやって伝えよう？

◆時間制 (事前申込不要)…(1)、(2)
開始目安時間 10：10～／11：10～／13：10～／14：10～／15：10～

◆常設 ･･･(3)、異世界居酒屋「のぶ」原画展示・制作風景動画

P
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※お酒は20歳になってから

(1) (2) (3)(2)(1)



☆大発見をめざそう！

ドキドキ★大発見ゾーン

２号館(総務省,国土交通省分館)1階

② ③ ④

⑥ ⑤⑦⑧
受
付

① P
４

大発見ゾーンをクリアしたら
ごほうびがもらえるよ！
(受付のそばに「ごほうびコーナー」があります)

プレゼントがあるかも！

ゆるキャラ・インスタ映え☆

夏休みの宿題はバッチリ？！

ｼﾐｭﾚｰﾀ 、ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨ（VR）



②のぞいてびっくり！

下水道のヒミツ
～観察しよう、微生物の世界！

②節水のワザ！

～ピタゴラ装置で解明！！

水は、私たち皆の貴重な資源であり、水が健全に
循環することで私たちはその恩恵を受けています。
水の重要性への理解と関心を深めてもらうため、
水の循環や水の恵み、水を大切に使う取組み、
水をとり まく現状、雨水の有効利用の方法などを
パネルやパンフレット等で紹介します。

また、普通に生活をする中で「水を巧水に（賢く）
使うことでこんなにも簡単に節水ができるのだ。」
ということを｢巧水ヒントボード(ピタゴラ装置）」
を使ってクイズ形式で紹介！

下水処理で活躍する微生物の観察等を通じて、
下水道の仕組みや役割が学べます。

かっこいいライフジャケットを正しく着けて、
安全な川の楽しみ方を身につけよう。

②ライジャケ・オン！
～川遊び満喫プロジェクト！

①霞ヶ関マニア
～ふつう知らない、霞ヶ関のこと。

・「霞が関地区」を模型やパネルで紹介！
霞が関地区には、立法・司法・行政の三権が集まり、
国会議事堂、最高裁判所、総理大臣官邸をはじめと
する国の重要な建物が多くつくられています。
この地区は「中央官衙（かんが）地区」として、国
の重要な機能を集約するために、明治時代から戦前・
戦後を通じて長い時間をかけてつくられてきた歴史
ある地区です。
このような歴史ある建物を、模型や航空写真で一目で
見ることができます。

・もっと木を使おう！
国や地方公共団体では、公共建築物に木材を使う取り
組みを進めています。
実際に木材を使った庁舎や学校を写真でご紹介します。
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④キミも名探偵！～体験から学ぼう、お家のヒミツ

「キミも名探偵！体験から学ぼう、お家のヒミツ」をテーマに、
お家のさまざまな不思議を解決していきます。

[1]常設
・地震でお家が壊れないのはなぜ？
・お家が暖かいのはなぜ？
・お家の危ないところはどこ？

[2]講演（11:00~12:00）※ 事前申し込み者以外は先着順
・南極での暮らしはどんな暮らし？

～南極でも日本のお家が大活躍！元南極観測隊員の話を聞いて
みよう！本物の南極の氷も触れるよ！ ～ （こども向け）

詳しくは、住宅局特設ページを見てね！
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/index.html

船員に関するクイズやペーパークラフト作りを
通じて、海や海事産業について楽しく学べます。

○オリジナル缶バッジをつくろう！
○クイズやペーパークラフト！
○パネル展示

③キミは知ってる?船のヒミツ!

～海ではたらく船と人

②災害から地域をまもろう！

～ユニフォームを着て
TEC-FORCEに変・身！！

TEC-FORCEユニフォーム(子ども用)を着て、
写真を撮影しましょう！

また、災害現場を再現したジオラマと国交省
照明車ミニカーで、災害対応を学べます。

P
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⑤自転車を安全に

楽しく利用しよう！
⑦国土王VSチャレンジャー

クイズバトル
～ キミたちからの挑戦を求む [8/2のみ]

⑦なんて個性的！47都道府県
～キミのアイデアで名産品を作ろう！

[8/2のみ]

⑦ 作るからわかる！
～ハザードマップ(災害対策地図)作り

[8/2のみ]

都道府県面積や土地の利用割合、半島の条件、
地下空間を有する駅、リニアモーターカーの原理など、
国土クイズに答えることで楽しみながら知識が身に
つきます。

各都道府県の名産品をコラボ(連携)させて
新しい食べ物を考えて、絵に描いてみよう！
個性豊かな地域が相互に連携することの大切さが
実感できるはず！！

ハザードマップの入門として、
国土情報ウェブマッピングシステム」を使用して、
道路・小学校などを地図上に表示するウェブマッピング
が体験できます。

自転車シミュレーター(ＶＲ)を使って、
楽しく交通ルールを学ぼう！
キミは正しく走れるかな？

P
７



⑧電車が眠ったその後に・・

～鉄道の守り手のおしごと体験

終電後に行われる線路や架線の点検作業の
体験をしてみよう！

⑧鉄道の運転を体験してみよう～鉄道運転シミュレータ

キミも鉄道運転体験をしてみよう！

⑧鉄道大好きキッズ集合！

～エコレールマーク

エコレールマーク関連のポスターや
説明パネルを見てみてね！

P
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☆勇敢なキミへ

勇者のセカイ

駐車場（3号館正面玄関外)

小
屋

①
②

③

④

守衛
室

歩 道

⑤ ⑥
正面玄関

P
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プレゼントがあるかも！

ゆるキャラ・インスタ映え☆

夏休みの宿題はバッチリ？！

ｼﾐｭﾚｰﾀ 、ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨ（VR）



乗ってみよう、免震体験車！

乗ってみよう、免震体験車！

免震体験車に乗って 、地震対策を実体験してみよう！

※危険防止のため、下記に該当される方はご乗車をご遠慮ください。
高血圧の方・心臓疾患のある方、酒気を帯びている方、妊娠中もしくは妊娠
している可能性がある方、乳児、地震の揺れに対して、極度の恐怖や不安を
感じる方、身長１３０ｃｍ以下の幼児、児童、６５歳以上の高齢者、お身体
のご不自由な方

※その他、係員の判断により、ご乗車をお断りする場合がございます。

爽快！スカイバス～霞ヶ関こども探検隊出発！

屋根なし２階建てのスカイバスによる霞ヶ関周遊を行います！
１１時、１２時、１４時、１５時出発！

①

②

整理券情報

10時から①ブースに
て先着順に整理券配布

※残数がある場合は、
13時からも配布予定

P
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要事前予約

整理券配布



大胆なのに繊細！？～災
害時も活躍、ショベル
カーのデモンストレー

ション！シミ建設現場や
災害現場で活躍している
本物のパワーショベルを
見たことはありますか？
書道（予定）などのすご
技を見て、ショベルカー
の力を体感学習しましょ
う！ュレータもあるよ！

大胆なのに繊細！？
～災害時も活躍、ショベルカーの
デモンストレーション！
シミュレータもあるよ！

建設現場や災害現場で活躍している本物の
パワーショベルを見たことはありますか？

書道（予定）などのすご技を見て、ショベル
カーの力を体感学習しましょう！

④浮いて生き延びる！
～津波救命艇に乗ってみよう!

津波から身を守るためには、高台やビルなどの
高所への迅速な避難が基本です。

一方で、速やかな避難が困難なケース（高所が
無い地域における避難、幼児・高齢者等要援護者
の避難、災害対応職員の避難等）も想定され、
その手段のひとつとして、津波救命艇の展示・
公開します。

③

進化するクルマ、
進化する安全性

～間近で見る、衝突実験自動車

⑤

年々向上する車の安全性について、分かり
やすく説明します。実際に衝突実験を行った
車を見て、事故が起きたときに車内はどうなる
のか見てみましょう。
※当日、展示する車と異なる場合があります。

進化するタクシー！

⑥進化するタクシー！

次世代タクシー及び公共交通機関として活躍する
タクシーのご紹介。

・車いすごと乗車可能なＵＤ（ユニバーサル
デザイン）タクシー等の展示、乗車の模擬
体験ができます。！

・子ども用のタクシー乗務員ユニフォーム・
帽子の試着ができます！

P
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☆マイスター・ビレッジ

特設★会場

3号館(国土交通省)10階

☆ｆｅｅｌ・カムイ 2018

P.1

P
12

プレゼントがあるかも！

ゆるキャラ・インスタ映え☆

夏休みの宿題はバッチリ？！

ｼﾐｭﾚｰﾀ 、ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨ（VR）

総合受付

P.1 P.1 P.1

P.1 P.1

feel・
カムイ
2018



②③④ お弟子さん大募集！
～大工さん・庭師さん・アンカーさん

進化するタクシー！

①進化するタクシー！

次世代タクシー及び公共交通機関として活躍する
タクシーのご紹介。また、全国各地で活躍する
タクシーのミニチュア展示等を通じて、タクシー
を身近に感じてもらいます。

・数十種類に及ぶタクシーミニカーの展示・配付、
関連グッズの配付を行います！

・次世代タクシーのDVD放映、各種タクシーや
社会貢献等に関するポスター展示を行います。

建設業には様々なお仕事があります。社会で活躍している職人さんに、直接「技」を教えてもらいながら、
お仕事体験することができます！夏休みの自由研究にとっておきの体験プログラムとなっています。

建設業の様々なお仕事を､専門分野で実際に活躍している職人さんの技の実演や体験､展示を通じて学びましょう。
◆大工職人体験：
（１）かんな掛け・くぎ打ち体験
（２）木でパズルを作ってみよう！（要事前予約）
◆庭師職人体験
（１）ポットに好きな花や緑を植える「ミニミニ庭園」作り体験(要事前予約)
（２）「関守石」とカラフルな縄を使った

文鎮づくり体験（要事前予約）
◆アンカー職人体験：地すべりやがけ崩れ防止に役割を持つ

「アンカー」の模型を使ったお仕事体験

feel・カムイ 2018

合い言葉はイランカラプテ
～あそびと学びのこどもの国

P
13

一部要事前予約

～アイヌの伝統的な音楽や遊びにチャレンジ！～
◆イランカラプテとはアイヌ語で「こんにちは」

という 意味です。
◆アイヌ文化は日本列島北部中心、特に北海道に

古くから暮らすアイヌの人たちが発展させて
きた文化です。

アイヌの伝統衣装などの展示やアイヌ文様の切り絵体験、
陣地取りゲーム等を通じてアイヌ文化を身近に感じよう！
※素敵なプレゼントもいっぱい！どんどん参加してね！



☆ダム・パーク
特設★会場

3号館(国土交通省)1階

☆こどもミュージアム

ダム・
パーク

こども
ミュージアム

ＥＶ ＥＶ

自動ドア

ゲート

正面玄関

ソファ・
スペース

P
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電
話

インスタ映えコーナー：
大臣会見パネル

があるよ！

※持ち込み可

ঽ

ਃ

喫煙室の手前、
ついたての奥
に飲み物の自動
販売機があるよ！

プレゼントがあるかも！

ゆるキャラ・インスタ映え☆

夏休みの宿題はバッチリ？！

ｼﾐｭﾚｰﾀ、ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨ（VR）



進化するタク
シー！

この夏休みで
きみたちは
ダム博士だ！！

ダム・パーク

ダムカード、ダムぬり絵、
ダムペーパークラフトや
紙芝居で、ダムの様々な
役割や形について学べます。

こども ミュージアム（展示コーナー）

●どデカイ体験！
インフラツーリズム

夏休みにこどもたちが見て学んで楽しめるインフラ
を観光資源として活用した｢インフラツーリズム｣の
パネルを展示します。

●小さな島のものがたり
～こども離島体験プログラム[8/2のみ]

離島留学・親子離島体験プログラムに関する
案内リーフレットを配布します。

●川がだいすき、絵手紙原画展
河川愛護月間の取組みで募集する「絵手紙」の
昨年度の入賞作品を展示します。

●鉄道大好きキッズ集合！
～鉄道のある風景写真コンテスト

｢鉄道のある風景写真コンテスト｣について、本年の作品
募集案内を行うとともに、昨年の入賞・入選作品を展示。

feel・カムイ 2018

【特設ステージ】

アイヌの伝統舞踊の披露や子どもと一緒に輪踊り・子ども
が参加できる遊びと踊りなど、アイヌ伝統芸能の披露や
体験などを行います。

第１部：12:00～13:00
舞踏披露･こどもの遊びの踊り(来場者参加)

第２部： 13:00～16:00
ムックリ演奏などアイヌ体験(来場者参加)

２号館 １階 アトリウム

P
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さらに！12:00～13:00の「こどもの踊りと遊び」
に参加してくれた方に素敵な景品をプレゼント!!

※来場者には素敵なプレゼントあり

※参加者には素敵なプレゼントあり



お疲れ気味なキミへ

◆休憩スペース①（３号館１階）

ベビーカー置き場

国土交通省本館１１階

１１
１２

トイレ
1
2

[特設会場]

こども

ミュージアム

[休憩スペース]

mlit･カフェ

セキュリティゲート

国土交通省正面玄関

自動ドア

インフォメーション

国土交通省本館１階

国土交通省本館１０階
(わくわく★大冒険ゾーン内)

総合受付

出入口

P
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feel・
カムイ
2018

ソファ・
スペース
（休憩スペース）

◆休憩スペース②（３号館１１階）



腹ぺこなキミへ (３号館地下1階)

ダムカレー、キッズメニュー(数量限定）は①だよ！

P
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国土交通省本館
地下１階

お弁当
食べられるよ。
持込みOK!
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特製ダムカレー(左ページMAP①)

国交省のかくれ名物!??

冷やし野菜そば(MAP④)

・・国土交通省本省で満を持して登場!! 幻のダムカレー。
そびえ立つダムの迫力を表現するため、アーチ式ダムを
どんぶりで提供予定。
サラダ、スープ、小鉢つき。
１日30食限定ですので、お早めにどうぞ。

キッズメニュー(MAP①)

８月１日
ハンバーグオムライス

＆冷製コーンスープ
￥５９０

（限定150食）

８月２日
唐揚げ＆
カップケーキ

￥５９０
（限定150食）

ダムカレー￥４９０（限定1日30食）

￥３５０

・・おそばに野菜炒め!?

誰もがはじめは意外に思い、
いつしかハマッてしまう、
国交省ではたらく人たちに
大人気な｢冷やし野菜そば｣

野菜の歯ごたえが冷たい
そばに見事にマッチ！

どんぶりのカレーなんて
見たことない！



イメージキャラクターに
名前をつけてね!!

ネーミングコンテスト
実施中!!

いつも元気いっぱい
がんばるよ！

新しいことに
チャレンジするよ！

たよりになるよう
がんばるよ！

国土交通省の“親しみ感”をＰＲします。

国土交通省の“革新性”をＰＲします。

国土交通省の“信頼性”をＰＲします。

P
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○いつ応募するの？
→こども見学デーをやっている間(8/1～2)はいつでもO.K.

○どうやって応募するの？
→わくわく☆大冒険ゾーン(3号館10階)の総合受付、

もしくは、ドキドキ☆大発見ゾーン(2号館B1)の受付で
『応募用紙(おうぼようし)』をもらって、キャラクター
それぞれの名前を書いて投票箱にいれてね。

○どうやって決まるの？発表されるの？
→みんなが考えてくれた名前は国土交通省のなかで

よーく考えて選びます。発表は、国土交通省のホーム
ページ内キッズコーナーとツイッターでお知らせします。
(8月末予定)

応募用紙 投票箱

応募してくれた人には
プレゼントがあります!!

P
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保護者の皆さまへ：

応募の方法：

本日のご感想をお寄せください。今後のこども見学デーに皆様の
お声を生かしていきます。アンケート用紙は各受付カウンターで
お渡ししておりますので、ご協力をお願いいたします。



当日整理券配布一覧

プログラム名 内容 配布場所 配布時間

空飛ぶオシゴト

～ここは、
カスミガセキ

ＡＩＲＰＯＲＴ

フライト
シミュレータ
体験

ブース内

わくわく★大冒
険ゾーン
3号館10階

抽選
10時、13時に実施

パイロット、
ＣＡ、
航空整備士に
よるお仕事紹介

10時、13時に配布
（先着順）

航空管制官等に
よるお仕事紹介

10時に配布（先着順）

爽快！スカイバス

～霞ヶ関こども探検隊出発！

ブース内

勇者のセカイ
ゾーン
3号館駐車場

10時に配布 （先着順）

※残数がでた場合は、
13時からも 配布

※整理券がほしい人は、配布時間にブースに直接行ってね！
※整理券は、定員になり次第、配布終了となります。
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事前予約プログラム一覧
プログラム名 集合場所

Ａ．国土交通大臣とおはなししよう！ 国土交通省本館１階
インフォメーション

Ｂ．屋上と地下の探検隊、募集！
～地下の免震装置と、屋上のヤギ・・！？

ドキドキ★大発見ゾーン
霞ヶ関マニアブース

Ｃ．乗ってみよう、免震体験車！ ドキドキ★大発見ゾーン
霞ヶ関マニアブース

Ｄ．“知る”から“わかる”へ、バリアフリー
～車椅子の乗車体験

ドキドキ★大発見ゾーン
車椅子ブース

Ｅ．お弟子さん大募集！！
～大工さん（木でパズルを作ってみよう！）

マイスター・ヴィレッジ
ブース内

Ｆ．お弟子さん大募集！！
～庭師さん（ミニミニ庭園造り体験）

マイスター・ヴィレッジ
ブース内

Ｇ．お弟子さん大募集！！
～庭師さん（関守石文鎮づくり体験）

マイスター・ヴィレッジ
ブース内

Ｈ．ミッション遂行！
～災害対応の司令塔「災害対策本部」体験

国土交通省本館１階
インフォメーション

Ｉ．キミも名探偵！～体験から学ぼう、お家のヒミツ：講演
「南極での暮らしはどんな暮らし？」

ドキドキ★大発見ゾーン
名探偵ブース

Ｊ．海難が起きたらどうなるの？ 国土交通省本館１階
インフォメーション

Ｋ．あつまれ！子ども観光庁長官 国土交通省本館１階
インフォメーション
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※平成３０年７月豪雨の対応のため、今年度は中止となりました。

いしい けいいち大臣
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ごあんない

国土交通省 キッズコーナー

国土交通省ホームページの中の、キッズページも見てみてね～！！



(公財)アイヌ民族文化財団 ＮＰＯ法人雨水まちづくりサポート

(株) ぐるなび (株) 信貴造船所

(独)  自動車技術総合機構
交通安全環境研究所

(独) 自動車事故対策機構

(独)  住宅金融支援機構 (一社)   住宅生産団体連合会

(一社)全国中小建築工事業団体連合会 (一社)    全国ハイヤー・タクシー連合会

全日本空輸(株) (一社)    全日本航空事業連合会

巧水スタイル推進チーム (独)   鉄道・運輸機構

(公社)鉄道貨物協会 東京急行電鉄(株)

東京都 (一社)  東京タクシー･ハイヤー協会

(独)  都市再生機構 中日本航空(株)

(一社)日本アンカー協会 日本キャタピラーグループ

(公社)日本建築士会連合会 (一社)  日本建築士事務所協会連合会

日本航空(株) (公財)  日本航空技術協会

(公財)日本航空機操縦士協会 (公財)  日本航空教育協会

(一社)日本造園組合連合会 (公社)  日本バス協会

(株)  博報堂 日の丸自動車興業(株)

北海道
(一社) 北海道貿易物産振興会

ご協力ありがとうございます!!
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※五十音順、敬称略

民族共生象徴空間交流促進官民応援ネットワークサポーター企業
（(株)アブ・アウト、イオン北海道(株)、

(株)内山企画会社､新千歳空港ターミナルビルディング(株)、

全日本空輸(株)、 (公社)北海道観光振興機構、北海道博物館）



修 了 証
しゅうりょうしょう

殿

あなたは、国土交通省こども見学デーを修了し、
国土交通に対する理解を深めたことをここに証します。

平成30年8月

※記念スタンプを押してね。
(1Fこどもミュージアム､10F総合受付､2号館受付）

■国土交通省こども霞が関見学デー 概要■
日時：平成３０年８月１日(水)・２日(木) １０時～１６時 入場無料
会場：中央合同庁舎第３号館(国土交通省本館)・第2号館(国土交通省分館)
主催：国土交通省大臣官房広報課


