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埼 玉 県

埼玉県のマスコット コバトン

彩の国ロードサポートについての情報は、埼玉県ホームページをご覧ください。

　◆クリーンウォークの実施
　埼玉県ウォーキング協会が主催する「クリーン
ウォーク」は、参加者全員で歩きながら歩道の清掃活
動と「道路をきれいに使っていただくため」の広報活
動を行うものです。健康の増進とともに、道路愛護精
神の高揚を図ることを目的に行われています。埼玉県
では平成８年度から活動の趣旨に賛同し、「道の日」
関連行事として、クリーンウォークを後援しています。
　今年は平成 24 年６月 10 日（日）に、草加の松並
木で有名な県道「足立越谷線」の約３㌔の区間でゴミ
拾いを行いました。この道路では日頃から地域のロー
ドサポート団体の皆様に定期的な清掃活動をしていた
だいています。参加者の皆様には道への感謝はもとよ
り、ロードサポート団体の皆様の存在も知っていただ
けたものと思います。

　◆「道の日祭り」の実施
　道の日祭りは、
　平成 24 年８月 18 日（土）に道の駅「アグリパー
クゆめすぎと」において、道路を常に広く、美しく、
安全に利用する気運を高めることを目的として「道の
日祭り」を開催しました。
　ロードサポート制度の広報や自転車のマナーが学べ
る安全教室などを行い、大人から子供まで約 350 人
の方にご来場いただきました。

平成 24年度「道路ふれあい月間」推進標語
最優秀賞（小学生の部）
つなげよう　僕の道から　きみの道

　１　道の日・道路ふれあい月間イベント

平成24年10月１日現在で

607団体
約23,500人

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

県道路環境課ホームページ　http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kenminsanka/rs-katsudou.html

国土交通省では、身近な道路を大切にし、美しく、安全に利用する機運を高めるため、
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。
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西秩父商工会（吉田支部） 小川町停車場通り商店会
市 町 村 秩父市
活動形態 清掃・美化活動
場 所 秩父市吉田地区幹線道路
会 員 数 125 名
認定年度 平成 22 年６月（活動３年目）　 

①　団体や地域の特徴
　秩父市吉田地区の商工業者で、地域振興や奉仕活
動、美化活動に積極的に取り組む団体です。地域の
特徴としては、「龍勢祭」「塚越の花まつり」など祭
の宝庫の地域です。是非おいでください。
②　ロードサポートに参加した理由

　秩父市吉田地区（上吉田地区）の玄関口として道
路沿いの花壇が雑草だらけでイメージが悪かった。
地区のイメージアップの取り組みの一環として本事
業に参加しました。
③　活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

　定期的にゴミ清掃や草刈りなどを通して気持ちよ
く通行していただいている。その効果として、空き
缶などのポイ捨てや不法投棄などがなくなったよう
に思えます。
④　今後の活動計画や目標

　一年中花を咲かせるよう、これからも活動を行っ
ていきたいと思います。
⑤　他活動団体のみなさんへのアピールやメッセージ

　地元での活動の担い手となっている会員が大勢お
り、頑張っています。今後も自然だけでなく道路景
観も美しい地域にお越しください！

市 町 村 小川町
活動形態 清掃・美化活動
場 所 小川町停車場通り
会 員 数 15 名
認定年度 平成 14 年 12 月

①　団体や地域の特徴
　私たちは小川町駅前通りにある商店（停車場通り
商店会）のおかみさんグループです。
　結成 10 年間、毎月第３土曜日に小川町役場前で
行われる『小川はつらつ朝市』に出店し、オリジナ
ルやきそばやホットコーヒーを販売し、その収益金
を商店の前に置くタル鉢の花、ハンキングフラワー、
小川駅前ロータリーの花などにあてて「花いっぱい
の商店会通り」を実現しております。
②　ロードサポートに参加した理由

　駅前通り花壇の清掃や、町活動の「花いっぱい運
動」のサポートをしているうちに、ロードサポート
があることを知りました。
③　活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

　活動していくうちに、商店会の男性や近隣の方々
に参加いただけるようになり、地域の人との一体感
を感じ、「町をきれいにしよう」の意識が向上した
ように思います。
④　今後の活動計画や目標

　皆様にご協力いただきながら、美しい町づくりの
ため、清掃、花植え活動を今までどおり行っていき
たいと思います。
⑤　他活動団体のみなさんへのアピールやメッセージ

　ロードサポート
に入会してから、
私達の活動も幅広
くできるようにな
りました。ロード
サポート制度にあ
りがとう！

　２　ロードサポート団体の紹介
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。
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ゾウキリンくらぶ
市 町 村 新座市
活動形態 清掃活動

場 所 国道 254 号
野火止交差点から新座駅周辺 1.2km

会 員 数 35 名
認定年度 平成 24 年４月

①　団体や地域の特徴
　「ゾウキリンくらぶ」は平成 23 年４月に正式
に発足した十文字学園女子大学の地域連携ボラン
ティアサークルです。現在はロードサポートのほか、
ふるさと支援隊（神川町矢納地区の支援活動）や福
島支援活動（観光復興支援）を中心に活動していま
す。メンバーは女子学生だけですが、食物栄養、心理、
コミュニケーションなど多様な学科の学生が、それ
ぞれの特徴を活かして、学科や学年の壁を越えて協
力し合いながら活動を進めています。また、ロード
サポートは男性の職員さんも協力してくださって、
大学全体で活動を支えてくれています。
　「ゾウキリン」は新座市のゆるキャラです。ゾウ
とキリンが合体したかわいいキャラクターの名前
の由来は、新座市が誇る「雑木林」からきています。

「ゾウキリンくらぶ」は市から許可をいただいて命
名しました。

②　ロードサポートに参加した理由
　昨年から地域連携活動に学生が関わるようにな
り、組織を作ってボランティア活動を始めたいと
思っていたときに、「彩の国ロードサポート」とい
う制度があることを知りました。そこで、意欲的な
学生に声をかけたところ、ロードサポートに参加し
たいという学生が集まって「ゾウキリンくらぶ」を
立ち上げることができました。
　日ごろご迷惑をおかけしている近隣のみなさん
に、何らかの形でご奉仕ができないかという思いが
あつまって作った「ゾウキリンくらぶ」を形にして
くださったロードサポート制度にはとても感謝して
います。

③　活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　国道の歩道は思ったよりもごみが多く、また空き
缶やタバコのすいがらがたくさん捨てられているこ
とがわかりました。一見きれいに見える道路でも、
意外にたくさんのごみが落ちているのだと驚きまし
た。また普段は気付かない路地や、住民のお宅の花
壇など、新しい発見もあります。
　近隣の道路の清掃を通して、いつもお世話になっ
ている町や近隣の方たちにすこしでも恩返しがで
きればという思いで活動していますが、この思い
が他の学生たちにもつながっていくことを期待し
ています。

④　今後の活動計画や目標
　近くの跡見学園女子大学のメンバーと一緒に日に
ちや時間を決めて清掃活動をする計画を進めていま
す。ゲーム形式などを取り入れて清掃活動を楽しむ
イベントにしたいと思っています。また清掃をしな
がら、近隣のみなさんにあいさつできるようになっ
たらいいなと思います。
　その他の「ゾウキリンくらぶ」の活動としては、
学生が作った福島パワースポットマップのランキン
グに参加していただいて、ラッキーアイテムをプレ
ゼントするイベントを、12 月に新座市オープンカ
フェや有楽町駅前で行う予定です。みなさん、是非
いらしてください。
⑤　他活動団体のみなさんへのアピールやメッセージ

　合同でごみ集めイベントなどができたらうれしい
です。まだ歩き出したばかりの「ゾウキリンくらぶ」
ですが、よろしくお願いいたします。
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❖　花苗育成講座とロードサポート交流会の開催　❖

　日　時　　平成 25 年１月 26 日（土）　午後１時 30 分～４時 30 分（受付は午後１時 00 分から）
　場　所　　熊谷県土整備事務所（住所：熊谷市新堀 500 ／籠原駅から徒歩 5 分）
　内　容　　第１部　花苗育成講座（講師：花と緑の振興センター職員）
　　　　　　　　　　正しいお花の知識を身につけて、美しい街づくりを目指します！
　　　　　　第２部　ロードサポート交流会
　　　　　　　　　　活動団体の交流を図り、活動のモチベーションを高めます！
　人　数　　50 人（事前に電話連絡の上、別紙申込書をＦＡＸかメールで）
　対　象　　ロードサポート活動団体に登録のある会員。
　　　　　　（申込状況により、１団体の人数を調整していただく場合がございます）
　参加費　　無　料
【申込み】　埼玉県道路環境課（℡048-830-5103）までお申し込みください。（原則　先着順）
　　　　　　詳しくは、埼玉県道路環境課HPをご覧いただくか、上記のお申し込み先までご連絡願います。

❖ ロードサポート制度のＨＰをリニューアル ❖
　ロードサポートをやってみたいと
思っている皆様に制度をわかりやすく説
明できるよう整理しました。
　制度概要や申請方
法、よくある質問や
ロードサポート全体
の実績が閲覧できま
すので、是非、ご覧
ください！
（※URLは表紙を参照してください｡）

❖ ロードサポートの作業衣（ベスト）の配布について ❖
　ロードサポートの活動中の安全や道路美化の広報の観点から
安全具の着用をお願いしております｡会員数が増加した場合や既
に劣化している場合などにも追加で配布できますので､管内事務
所までお気軽にご連絡願います。
　ベストや帽子などの安全具
は、㈶首都高速道路協会や㈳埼
玉県トラック協会から寄贈され
ています。(右写真は､首都高速
道路協会からの安全ベスト寄贈
式の様子H24年１月)

　３　お知らせ

北本市歩こう会
市 町 村 北本市
活動形態 清掃活動
場 所 県道鴻巣桶川さいたま線 ６km
会 員 数 100 名
認定年度 平成 19 年３月

①　団体や地域の特徴
　歩こう会とは歩くことを通して会員相互の健康の
増進と親睦を図ることを目的として日曜、祭日の早
朝歩きを基本に実施しています。
　冬は午前６時 30 分、春秋は午前６時、夏は午前
５時 30 分出発にて約６km を１時間歩き、帰りに
１時間半かけてゴミを拾います。
②　ロードサポートに参加した理由

　ゴミ拾いの動機は早朝歩けの時、道路や空地など
に空き缶、ゴミが散乱していました。少しでもきれ
いなゴミの捨てにくい環境を作りたいと思い、清掃
活動を始め、後に「広報きたもと」でロードサポー
ト募集を知り、ロードサポートに登録させていただ
きました。

③　活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　当初は、雑草、空き缶、ゴミ、ペットボトル等が
多くて袋がいっぱいになりました。最近では大きな
ゴミが減少したように感じます。その為かたばこの
吸い殻が多く目立ちます。
④　他活動団体のみなさんへのアピールやメッセージ

　毎年４月に実施している『感動桜国きたもとウォー
ク大会』のコース 12km も清掃活動をしています。
ウォーク大会参加者が気持ちよく歩けるようにして
いますので、皆様の参加をお待ちしております。


