
３．「花苗の育成講座」を開催します！　
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古紙配合率100%の再生紙と環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています 

ヤ、傘、ガラス、空き缶が多く大変汚い状態でした。
そこで、月１回位みんなで掃除をやれば、少しず
つきれいになると思い清掃活動も行っています。
⑦　雑草がはびこるとゴミ、空き缶、ペットボトル、

菓子袋、タバコの吸い殻等が目立ちます。
⑧　近くに工業団地等があり、通勤の人や、トラック
の運転手さん達に「いつもきれいな花をありがとう」
という励ましの言葉をいただきがんばっています。
⑨　特になし
⑩　草花を春から夏の花へ、夏から秋の花へ、秋から
春の花へと、年３回植え替えていますが、植え替え
時の水やりが大変です。

500リットル入タンクを軽トラに載せて行います
が場所が狭く大変です。年２回老人会、子供会に協
力していただき、細々とがんばっています。
作業にあたり帽子は頂いていますが、夏は暑くて
大変です。
草花を植えるにあたり、地区の区長さんの協力を
頂き、資源回収（新聞紙、アルミ缶）をし、花代に
充てています。

花を種から育成するには、本葉が出るまで頻繁に水
の管理が必要となるため、歩道で育成するには非常に
苦労が伴います。
そこで、自宅で種から花苗まで育成し、そうして自
分で育てた花苗を歩道の植樹帯などに植え付けるまで
の、育成講座を開催します。

この講座では、自宅で花の種から花苗まで育成する
ときに注意すべきことや、育てた花苗を歩道の植樹帯
などに植え替えるときに注意することを、スクリーン
に映し出した画像や講師の実演を交えて御説明いたし
ます。

日　時　　平成20年１月27日（日）
午後２時00分～４時30分
（受付は午後１時半から）

場　所　　さいたま市民会館うらわ　705集会室
人　数　　60人（申込みが必要です。）
受講料　　無料
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（交通）ＪＲ浦和駅から徒歩７分。
駐車場は台数が少なく、有料となっております。

彩の国ロードサポート団体の皆様のうち、歩道での花植え活動を行っている方やこれからや
ろうと思っている方を対象として、花苗の育成講座を開催します！

今回の講座に参加いただいた方には、花の
種・育苗鉢・挿しラベル・堆肥（２�）を
育苗セットとして差し上げます。

【申込み】
講座に参加を御希望の方は、埼玉県道路環境課

（048－830－5103）までお電話でお申し込みください。
人数に限りがありますので、申込みは、先着順とさ
せていただきます。

― 1―

彩の国ロードサポートについての情報は、下記ホームページをご覧下さい。 

彩の国ロードサポートのページ　http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BF00/adopt/road.htm
編集・発行：埼玉県県土整備部道路環境課　〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 
　　　　　　TEL 048-830-5103（直通）  FAX 048-830-1942

彩の国　ロードサポート 彩の国　ロードサポート 彩の国　ロードサポート 
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平成19年10月1日 

2007年 

 秋 号 

平成19年10月１日現在で

316団体
約16,000人

10

１．「道路ふれあい月間」「道の日」イベントを開催しました！

県でも、毎年「道の駅」などで啓発イベントを行っ
ています。
今年度は、「道路ふれあい月間」推進標語として宮

代町の小学２年生西澤実月くんが最優秀賞を受賞した
ことを記念し、西澤くんが通う笠原小学校の近くにあ
る東武動物公園で啓発イベントを開催しました。
この「道路ふれあい月間」推進標語は、国土交通省
が１月中旬から３月末まで広く一般公募したもので
す。
全国から5,911作品の応募があり、５月30日(水)に最
優秀賞１作品、優秀賞４作品、優良賞４作品が選定さ
れました。

平成19年度道路ふれあい月間推進標語

「また明日　元気に会おう　この道で」

今年度のイベントは宮代町との共催で行い、最優秀
賞を受賞した西澤くんを紹介した(上記写真右)ほか、
パネル展示や、道の日クイズを行い、団扇や花の種な
どの道路愛護啓発品を配布しました。
当日は、非常に暑い一日でしたが、プールに来た家
族連れを中心として約1,000名の方にイベントに参加
していただくことができ、道路の大切さをＰＲするこ
とができました。

国土交通省では、身近な道路を大切にし、広く、美しく、安全に利用する気運を高めるため、

８月を「道路ふれあい月間」、８月10日を「道の日」と定め全国的に啓発運動を行っています。
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①　50名
②　一般国道　463号　
③　12回予定　毎月第２月曜日で雨天の場合は次週の
月曜日です。５回
④　所沢支店の従業員全員参加での活動を心がけてい
ます。
ボランティア活動というものは、無償で行う社会
貢献ですので、当社の就業時間である９時から18時
までは活動は行わず、朝の８時15分から９時までを
活動時間としています。
ロードサポートのほかに、入間市環境まちづくり
会議にも参加しており、市民とともに毎月第二日曜
日に清掃活動をしています。
また、埼玉県の水辺の里親制度にも登録しており、
週末のかなりの部分をボランティア活動に費やして
います。
⑤　大和ハウス工業株式会社川越支店での活動がとて
もよかったので所沢支店も登録をいたしました。
⑥　地域住民の皆様に道路の清掃活動、花を植えたり
する活動をご覧いただき歩道を歩いている人達がす
がすがしい気持ちになる様、少しでもお手伝いでき
れば、と思い参加させていただきました。
（管理者がいないと道路はすぐ大きなゴミ捨て場に
なってしまいますので）
⑦　活動を行う度に、歩道での投げ捨てられるゴミや
吸い殻などの量が減ってきていると実感します。
清掃ボランティアの活動は、国道沿いの車が多い
ところでやっています。車を運転中の皆様やご通行
中の皆様が我々の活動を見ることで、「ゴミを捨て
る」ことをしなくなるのではないかと感じています。
⑧　通行中の方にあいさつとお礼を言われました。
⑨　歩道の中でも
ゴミが捨てられ
やすい場所に植
樹帯を設置して
みてはいかがで
しょうか。

（写真の説明）
第一回目の国道の歩道部分のごみ拾い及び草むしり
の様子です。緑色の帽子とチョッキを着て、中にはご
み拾いが初めての人もいて、全員で鎌やスコップを持
ち、歩道にある植込みの草刈りを汗をかきながらがん
ばりました。刈り取った草だけで45リットルのゴミ袋
が30袋ぐらいになりました。落ちていた缶類、紙ごみ
類は意外に少ない様に思いました。

大和ハウス工業株式会社　所沢支店 大和ハウス工業株式会社　所沢支店 大和ハウス工業株式会社　所沢支店 
（平成19年３月認定・入間市） 

２．活動団体の紹介

①現在の団体人数を教えてください。
②活動している場所を教えてください。
③年間の活動回数を教えてください。
またこれまでの活動回数の合計を教えてください。
④団体の特徴を教えてください。
⑤県のロードサポートを知ったきっかけは何ですか。

⑥ロードサポートに参加した理由を教えてください。
⑦活動して感じたことを自由にお書きください。
⑧活動に対する反響はありますか。
⑨県や市町村への要望がありましたらお教えください。
⑩その他活動や制度について自由にお書きください。

（写真の説明）
第２回目の国道の歩道部分のごみ拾い及び草むしり
の様子です。今回は飯能県土整備事務所で用意してい
ただいた花160株を、朝から晴れて暑い中、汗をかき
ながら皆で植えていきました。

彩の国ロードサポートの認定団体として活動されている皆様を紹介します。
以下の質問事項に答える形式で活動を報告してもらいました。
なお、コメントの頭の数字は、質問の番号に対応しています。

朝日工業株式会社　埼玉事業所 朝日工業株式会社　埼玉事業所 朝日工業株式会社　埼玉事業所 
（平成16年12月認定・神川町） 

六万部お気楽会 六万部お気楽会 六万部お気楽会 
（平成15年６月認定・久喜市） 

①　82名
②　県道上里鬼石線（神川町大字渡瀬３－３地先から
同町大字渡瀬318－３地先まで）

③　年間６回　これまで14回
④　事業所の社員が、自分たちの通勤する道路をきれ
いにするために、清掃活動を行っています。
⑤　当社では、毎月５のつく５日、15日、25日に「５
Ｓの日」として、「整理」「整頓」「清掃」「しつけ」
「清潔」に関する活動を行ってきました。
その「５Ｓの日」の活動は、職場だけでなく、２
ヶ月に１度くらいの割合で県道の清掃も行ってきま
したが、当社の活動を知った役場からロードサポー
ト制度への登録の誘いがあったのがきっかけです。
⑥　以前から行っていたこともあり、また、登録する
ことで社員の意識も高まると思ったため参加するこ
ととしました。

⑦　きれいになった場所へのゴミの投棄が減ったよう
に思います。しかし、まだゼロではありません。
また、道路はトラック等の車両が多く、砂がたま
りやすく、ほこりっぽくなっているので清掃もたい
へんです。
⑧　地域の方々からたいへん喜ばれています。
⑨　車の通行が多いこともあり、普通ゴミだけではな
く、かなりの量の砂が歩道にたまってしまうことが
あります。
普通ゴミは市が処理してくれますが、砂などは引
き受けてもらえないため、処分先に困っています。
このような普通ゴミ以外についての処理の検討をお
願いしたいと思います。
⑩　今後とも町の美化に協力してまいります。

①　スタート時25名でしたが、高齢化と体調不良とな
ってしまった人が多くなり、現在６～７名となって
しまいましたが、老人会、地区の子供会の協力によ
り続けています。
②　県道川越栗橋線沿いの六万部陸橋坂下バス停付近
です。
③　年８回～10回、これまで47回
④　久喜市西部にある六万部地域の有志一同です。名
称のとおり気楽に集まって、２、３人でも出来ると
きに作業活動しています。
⑤　東北道の工事に伴い、県道陸橋ができましたが、
旧県道と交差している所の三角地に植えられた草木
が大きくなりすぎてしまったために、見通しが悪く
交通事故が多発するようになってしまいました。
そこで、県に植木を撤去して頂いた後、その場所
に花を植え始めたのですが、ちょうどその頃、新聞
にロードサポートの記事が出ていたので知りまし

た。
⑥　三角地は花を植えたのですが、すぐ近くにバス停
があり歩道に雑草や葛のつるが伸びてしまいます。
また、歩道が30～50ｃｍ位しかなく、ゴミも古タイ
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３．「花苗の育成講座」を開催します！　
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古紙配合率100%の再生紙と環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています 

ヤ、傘、ガラス、空き缶が多く大変汚い状態でした。
そこで、月１回位みんなで掃除をやれば、少しず
つきれいになると思い清掃活動も行っています。
⑦　雑草がはびこるとゴミ、空き缶、ペットボトル、

菓子袋、タバコの吸い殻等が目立ちます。
⑧　近くに工業団地等があり、通勤の人や、トラック
の運転手さん達に「いつもきれいな花をありがとう」
という励ましの言葉をいただきがんばっています。
⑨　特になし
⑩　草花を春から夏の花へ、夏から秋の花へ、秋から
春の花へと、年３回植え替えていますが、植え替え
時の水やりが大変です。

500リットル入タンクを軽トラに載せて行います
が場所が狭く大変です。年２回老人会、子供会に協
力していただき、細々とがんばっています。
作業にあたり帽子は頂いていますが、夏は暑くて
大変です。
草花を植えるにあたり、地区の区長さんの協力を
頂き、資源回収（新聞紙、アルミ缶）をし、花代に
充てています。

花を種から育成するには、本葉が出るまで頻繁に水
の管理が必要となるため、歩道で育成するには非常に
苦労が伴います。
そこで、自宅で種から花苗まで育成し、そうして自
分で育てた花苗を歩道の植樹帯などに植え付けるまで
の、育成講座を開催します。

この講座では、自宅で花の種から花苗まで育成する
ときに注意すべきことや、育てた花苗を歩道の植樹帯
などに植え替えるときに注意することを、スクリーン
に映し出した画像や講師の実演を交えて御説明いたし
ます。

日　時　　平成20年１月27日（日）
午後２時00分～４時30分
（受付は午後１時半から）

場　所　　さいたま市民会館うらわ　705集会室
人　数　　60人（申込みが必要です。）
受講料　　無料
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483

（交通）ＪＲ浦和駅から徒歩７分。
駐車場は台数が少なく、有料となっております。

彩の国ロードサポート団体の皆様のうち、歩道での花植え活動を行っている方やこれからや
ろうと思っている方を対象として、花苗の育成講座を開催します！

今回の講座に参加いただいた方には、花の
種・育苗鉢・挿しラベル・堆肥（２�）を
育苗セットとして差し上げます。

【申込み】
講座に参加を御希望の方は、埼玉県道路環境課

（048－830－5103）までお電話でお申し込みください。
人数に限りがありますので、申込みは、先着順とさ
せていただきます。
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彩の国ロードサポートについての情報は、下記ホームページをご覧下さい。 

彩の国ロードサポートのページ　http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BF00/adopt/road.htm
編集・発行：埼玉県県土整備部道路環境課　〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 
　　　　　　TEL 048-830-5103（直通）  FAX 048-830-1942

彩の国　ロードサポート 彩の国　ロードサポート 彩の国　ロードサポート 
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１．「道路ふれあい月間」「道の日」イベントを開催しました！

県でも、毎年「道の駅」などで啓発イベントを行っ
ています。
今年度は、「道路ふれあい月間」推進標語として宮

代町の小学２年生西澤実月くんが最優秀賞を受賞した
ことを記念し、西澤くんが通う笠原小学校の近くにあ
る東武動物公園で啓発イベントを開催しました。
この「道路ふれあい月間」推進標語は、国土交通省
が１月中旬から３月末まで広く一般公募したもので
す。
全国から5,911作品の応募があり、５月30日(水)に最
優秀賞１作品、優秀賞４作品、優良賞４作品が選定さ
れました。

平成19年度道路ふれあい月間推進標語

「また明日　元気に会おう　この道で」

今年度のイベントは宮代町との共催で行い、最優秀
賞を受賞した西澤くんを紹介した(上記写真右)ほか、
パネル展示や、道の日クイズを行い、団扇や花の種な
どの道路愛護啓発品を配布しました。
当日は、非常に暑い一日でしたが、プールに来た家
族連れを中心として約1,000名の方にイベントに参加
していただくことができ、道路の大切さをＰＲするこ
とができました。

国土交通省では、身近な道路を大切にし、広く、美しく、安全に利用する気運を高めるため、

８月を「道路ふれあい月間」、８月10日を「道の日」と定め全国的に啓発運動を行っています。


