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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

　国土交通省では、身近な道路を大切にし、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」と定めています。

 埼玉県では、毎年、「道の駅」などで広報啓発
イベントを行っていますが、今年度は、8月8日
に国道299号横瀬町にある「道の駅果樹公園あ
しがくぼ」においてイベントを開催しました。
 
 内容は、うちわやハーブの種などの道路愛護啓
発品を配布するほか、道の日クイズを実施し、正
解者にはマイバックをプレゼントいたしました。
 また、「道路ふれあい月間」、「道の日」、「彩の
国ロードサポート制度」等の解説パネルの展示や、
道路で発生する剪定枝などをリサイクルした堆肥
の配布などを行いました。
 

 当日は、ドライブの途中に立ち寄った家族連れや、
少年野球・サッカーの子供たちなど、約1，000
名の方にイベントに参加していただきました。
 
 来場者からは、
 ・1人ひとりがゴミを出さないようにする
 ・各々が責任を持って道路清掃美化に取り組む
　べき
 ・ゴミが落ちていたら各自で拾うことが大切な
　どの御意見が寄せられました。
 
 道路は、あまりにも身近な存在のため、私たち
はその大切さをともすれば忘れがちです。これか
らも、生活や産業に欠かせない「道」を、どうか
大切にしてください。

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いたします。
 
日　時　　平成22年1月16日（土）
 　　　　午後1時30分～3時30分（受付は午後1時から）
場　所　　埼玉県熊谷県土整備事務所2階大会議室
内　容　　・気をつけたいお花の病害虫について
 　　　　・お花の上手な育て方・増やし方について
人　数　　30人（事前に申込みが必要です。）
受講料　　無　料
申込み　　参加を希望する方は、埼玉県道路環境課
 　　　　（℡048－830－5103）までお申し込みください。
　　　　　なお、先着順で受付し、定員になり次第締め切ります。

3．「花苗の育成講座」の参加者を募集します

　県では、花植えを行っている美化活動団体に対し、花苗代（年間4万円以上）の資金援助をしてくれる企業等を
募集しています。この制度は平成19年度から始めており、現在17団体の企業等に支援者として登録いただいて
おります。
 支援者になっていただくと、現地に企業名やロゴの入った表示板を設置いたします。多くの企業等の皆様に、社
会貢献活動の一つとして、地域の美化活動の支援者となっていただけますようお願いいたします。
 詳細は、県道路環境課またはお近くの県土整備事務所までお問い合せください。

4．花苗の支援者を募集中

○　ロードサポートの活動計画書（様式4）については、団体登録時に提出した後は、活動計画に大きな変更がな
　い限り、毎年提出していただく必要はございません。
 　ただし、活動計画書の注書きにあるように、具体的な活動日が決まったときは、管轄の県土整備事務所に知ら
　せることになっていますので、必要に応じ適宜連絡していただくようお願いします。
○　一方、活動報告書（様式5）は、毎年4月10日までに提出くださるようお願いします。
○　活動中に道路の危険箇所等を発見した場合の県土整備事務所への連絡は、ＦＡＸによる報告に限らず、電話で
　も構いませんので、道路点検制度の積極的な運用について皆様方の御協力をお願いします。
 

5．県からのお願い

ＪＲ籠原駅（南口）下車　徒歩5分

No.
1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

15

16
17

　企　　業　　名
（株）リード
真下建設（株）

埼玉県トラック協会

沼尻電気工事（株）

長瀞運輸(株 )
(有 )長瀞プリント
(株 )秩父イワサキ
東洋パーツ(株 )
南州工業 (株 )
（株）大澤
縄文の里 長瀞倶楽部
医療法人社団 医新会
南須原医院
(株 )平成秩父支店
北都建設(株 )

Noi Garden つかの

五島工業（株）
（株）つかさグリーン

支援開始年月
平成１９年６月
平成１９年６月

平成１９年８月

平成１９年１２月

平成１９年１２月
平成１９年１２月
平成１９年１２月
平成１９年１２月
平成１９年１２月
平成２０年５月

平成２０年９月

平成２１年３月
平成２１年６月
平成１９年１１月

平成２０年２月

平成２０年６月
平成２１年３月

　箇　　　　所
熊谷市筑波地内
上里町七本木地内

熊谷市筑波地内

深谷市西島町地内

長瀞町野上地内

長瀞町本野上地内

朝霞市幸町地内

久喜市六万部地内

朝霞市岡地内
騎西町日出安地内

　支　援　先　団　体
筑波寿第一クラブ
美心会 上里町（三軒）
筑波いさむ会
県立熊谷女子高校
深谷市民ガーデニング
ボランティア

樋口街道美化倶楽部

長瀞ふれあいの会

北都建設睦会
六万部お気楽会
花はなクラブ
五島工業友の会
つかさフラワーサポート

熊 谷 県 土
整備事務所
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2．活動団体の紹介

①　地域住民55名で活動しています。
②　県道上里鬼石線の上里町大字七本木2018－8
　から1589－9まで、延長約560ｍの区間です。
③　年間15回程度活動しています。
④　毎年、6月に上里町の花であるサルビア、11月
　にパンジーの花苗を植えています。植え込み作業
　には、会のメンバーのほかに、上里東小学校の児童、
　東公民館の職員、付近の商店、工場、医院の方々
　などがボランティアとして参加しています。

 　このほか、団体として、毎月第3日曜日の午前9
　時から雑草取りやゴミ拾いを行っています。
⑤　県広報紙で見かけました。
⑥　環境問題やまちの美化に興味があったので参加し
　ました。
⑦　人と人とのふれあいが多くなり、いろいろな人と
　頻繁に挨拶をするようになりました。なんとなく地
　域の雰囲気が良くなったと感じています。
⑧　町の会合・会議などで私たちの活動が話題になり、
　「地域が明るくなったね」と言われます。
⑨　特にありません。
⑩　地域の方々との連携を一層深めながら、活動を継
　続していきたい。

④　活動を継続していくために、卒業年度にかかわ
　らず誰でも参加できるようにしています。
 　9月には、活動の輪を広げるため、現在、いきが
　い大学に通学している学生の講義の中で活動を紹
　介し、一緒に清掃活動を行いました。

⑤　所沢地区で実際にロードサポート活動を行ってい
　る学園生から、東松山学園でも立ち上げてはどうか
　との話があり、県の出前講座を契機に機運が盛り上
　がって一気に立ち上げました。
⑥　いきがい大学は卒業後に地域貢献することを進め
　ており、ロードサポートは実践活動の場として最適
　と思っています。
⑦　回を重ねるごとに廃棄物が減少してきています。
　また、一緒に活動をやることによって仲間意識が増
　してきました。
⑧　作業中に通行の方や近隣の方から感謝の声をかけ
　られました。
⑨　主に土曜日に活動していますが、処理場が平日し
　か受け入れてくれないため、集めたゴミの保管場所
　に苦慮しています。
⑩　会員各自がそれぞれ地元での活動の担い手になる
　ことを期待します。
 　また、将来は清掃範囲の延長を考えています。

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。

①現在の団体人数を教えてください。　　　　　　　　　⑦活動して感じたことを自由にお書きください。
②活動している場所を教えてください。　　　　　　　　⑧活動に対する反響はありますか。
③年間の活動回数を教えてください。　　　　　　　　　⑨県や市町村に対する要望などありましたらお教え
④団体の特徴を教えてください。　　　　　　　　　　　　ください。
⑤ロードサポートを知ったきっかけは何ですか。　　　　⑩その他、今後の活動等について自由にお書きくだ
⑥ロードサポートに参加した理由を教えてください。 　　　さい。

美心会美心会    上里町（三軒）上里町（三軒）美心会美心会    上里町（三軒）上里町（三軒）美心会  上里町（三軒）
（平成17年10月認定・上里町）

彩の国いきがい大学東松山学園彩の国いきがい大学東松山学園
さくら会さくら会
彩の国いきがい大学東松山学園彩の国いきがい大学東松山学園
さくら会さくら会
彩の国いきがい大学東松山学園
さくら会
（平成21年2月認定・東松山市）

①　当初は10名でスタートしましたが、現在は5名
　で活動しています。
②　県道中井松伏線の松伏高校入口交差点から100
　ｍの区間です。
③　年間5～6回活動しています。
④　道路沿いで仕事をしている外国の方もメンバー
　に加わっており、「清掃」と「整理整頓」に気を配
　っています。
⑤　埼玉県の広報紙「彩の国だより」で、登録団体
　を募集していることを知りました。

 
⑥　活動場所がＴ字交差点にあり、信号待ちの車から
　空き缶、空きジュースビン、たばこの吸い殻等が投
　げ捨てられ悩んでいました。
 　平成16年3月に認定書を頂き、活動しておりま
　す。
⑦　彩の国ロードサポートの表示板があるおかげで、
　信号待ちの車からの投げ捨てが減少し、見違えるよ
　うにきれいな場所になりました。
⑧　ジョギングや散歩の人から「気持ちよくなったね」
　と言われ、中には、時々草等をとってくれる人もい
　ます。
⑨　まだ空き地等が荒れ放題の所があります。積極的
　にロードサポート制度をＰＲし、道路沿いを美しく
　していくよう進めてほしい。
⑩　地域の美化活動に今後とも協力していきます。

チャッピーズチャッピーズチャッピーズチャッピーズチャッピーズ
（平成16年3月認定・松伏町）

①　彩の国いきがい大学東松山学園の20期、22期、
　23期の有志28名で活動しています。
②　学園に隣接している県道深谷東松山線330ｍ及
　び市道20号線150ｍです。
③　今年度は初年度ということもあり、年間6回を予
　定しています。これまで、4月、6月、9月の3回
　実施しました。
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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

　国土交通省では、身近な道路を大切にし、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」と定めています。

 埼玉県では、毎年、「道の駅」などで広報啓発
イベントを行っていますが、今年度は、8月8日
に国道299号横瀬町にある「道の駅果樹公園あ
しがくぼ」においてイベントを開催しました。
 
 内容は、うちわやハーブの種などの道路愛護啓
発品を配布するほか、道の日クイズを実施し、正
解者にはマイバックをプレゼントいたしました。
 また、「道路ふれあい月間」、「道の日」、「彩の
国ロードサポート制度」等の解説パネルの展示や、
道路で発生する剪定枝などをリサイクルした堆肥
の配布などを行いました。
 

 当日は、ドライブの途中に立ち寄った家族連れや、
少年野球・サッカーの子供たちなど、約1，000
名の方にイベントに参加していただきました。
 
 来場者からは、
 ・1人ひとりがゴミを出さないようにする
 ・各々が責任を持って道路清掃美化に取り組む
　べき
 ・ゴミが落ちていたら各自で拾うことが大切な
　どの御意見が寄せられました。
 
 道路は、あまりにも身近な存在のため、私たち
はその大切さをともすれば忘れがちです。これか
らも、生活や産業に欠かせない「道」を、どうか
大切にしてください。

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いたします。
 
日　時　　平成22年1月16日（土）
 　　　　午後1時30分～3時30分（受付は午後1時から）
場　所　　埼玉県熊谷県土整備事務所2階大会議室
内　容　　・気をつけたいお花の病害虫について
 　　　　・お花の上手な育て方・増やし方について
人　数　　30人（事前に申込みが必要です。）
受講料　　無　料
申込み　　参加を希望する方は、埼玉県道路環境課
 　　　　（℡048－830－5103）までお申し込みください。
　　　　　なお、先着順で受付し、定員になり次第締め切ります。

3．「花苗の育成講座」の参加者を募集します

　県では、花植えを行っている美化活動団体に対し、花苗代（年間4万円以上）の資金援助をしてくれる企業等を
募集しています。この制度は平成19年度から始めており、現在17団体の企業等に支援者として登録いただいて
おります。
 支援者になっていただくと、現地に企業名やロゴの入った表示板を設置いたします。多くの企業等の皆様に、社
会貢献活動の一つとして、地域の美化活動の支援者となっていただけますようお願いいたします。
 詳細は、県道路環境課またはお近くの県土整備事務所までお問い合せください。

4．花苗の支援者を募集中

○　ロードサポートの活動計画書（様式4）については、団体登録時に提出した後は、活動計画に大きな変更がな
　い限り、毎年提出していただく必要はございません。
 　ただし、活動計画書の注書きにあるように、具体的な活動日が決まったときは、管轄の県土整備事務所に知ら
　せることになっていますので、必要に応じ適宜連絡していただくようお願いします。
○　一方、活動報告書（様式5）は、毎年4月10日までに提出くださるようお願いします。
○　活動中に道路の危険箇所等を発見した場合の県土整備事務所への連絡は、ＦＡＸによる報告に限らず、電話で
　も構いませんので、道路点検制度の積極的な運用について皆様方の御協力をお願いします。
 

5．県からのお願い

ＪＲ籠原駅（南口）下車　徒歩5分

No.
1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

15

16
17

　企　　業　　名
（株）リード
真下建設（株）

埼玉県トラック協会

沼尻電気工事（株）

長瀞運輸(株 )
(有 )長瀞プリント
(株 )秩父イワサキ
東洋パーツ(株 )
南州工業 (株 )
（株）大澤
縄文の里 長瀞倶楽部
医療法人社団 医新会
南須原医院
(株 )平成秩父支店
北都建設(株 )

Noi Garden つかの

五島工業（株）
（株）つかさグリーン

支援開始年月
平成１９年６月
平成１９年６月

平成１９年８月

平成１９年１２月

平成１９年１２月
平成１９年１２月
平成１９年１２月
平成１９年１２月
平成１９年１２月
平成２０年５月

平成２０年９月

平成２１年３月
平成２１年６月
平成１９年１１月

平成２０年２月

平成２０年６月
平成２１年３月

　箇　　　　所
熊谷市筑波地内
上里町七本木地内

熊谷市筑波地内

深谷市西島町地内

長瀞町野上地内

長瀞町本野上地内

朝霞市幸町地内

久喜市六万部地内

朝霞市岡地内
騎西町日出安地内

　支　援　先　団　体
筑波寿第一クラブ
美心会 上里町（三軒）
筑波いさむ会
県立熊谷女子高校
深谷市民ガーデニング
ボランティア

樋口街道美化倶楽部

長瀞ふれあいの会

北都建設睦会
六万部お気楽会
花はなクラブ
五島工業友の会
つかさフラワーサポート

熊 谷 県 土
整備事務所
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