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　埼玉県とさいたま市、埼玉県道路協会の共催により、
『第９回道路愛護の集い』が開催されました。
　道路愛護の普及・啓発を図るためのイベントとして
平成 15年度から毎年開催しています。当日は約 200
名の方に参加をいただきました。

　集いでは、道路の美化清掃に取り組んでいる道路愛
護功労者への表彰が行われるとともに今回、道路協会
会長賞を受賞されたロードサポート団体の「日高市地
域ボランティア・クローバー」の石橋さんをはじめ、
道路の破損個所の通報に協力する「埼玉県ロードレ
ポーター」、道路愛護活動にボランティアで参加して
いる「道路パートナー」の方々から日頃の活動を御報
告をいただきました。　　
　このほか、県内の小・中学生から募集した「道路愛
護ポスターコンクール」において、埼玉県知事賞、さ
いたま市長賞、埼玉県道路協会会長賞、社団法人食品
容器環境美化協会会長賞を受賞した 12名の方の表彰
式も行われました。

　集いの最後には「旅で出会ったいろいろな道」と題
してタレントの阿藤快さんによる講演が行われました。
旅やグルメなどの情報番組で全国で見つけたいろいろ
な道や、そこで出会った地域の方々との温かいふれあ
いについてお話があり、会場は大いに盛り上がりました。

　集いを通じて、たくさんの方の道路愛護の精神に触
れ、豊かな環境づくりに貢献されている皆様の一層の
励みになることを期待しています。

　１　道路愛護の集いを開催しました。　１　道路愛護の集いを開催しました。( H24.2.18 土曜日 / 浦和ロイヤルパインズホテル )( H24.2.18 土曜日 / 浦和ロイヤルパインズホテル )

平成24年４月１日現在で

603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/support-outline.html

日高市地域ボランティア・クローバーの石橋さん 小中学生各部門の埼玉県知事賞を受賞作品
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　３　アンケート調査結果について　３　アンケート調査結果について

　平成 23年 11 月に実施しました「彩の国ロードサポート制度に関するアンケート」につきましては、皆様に御
協力いただきありがとうございました。
　おかげさまで制度開始から約 10年が経過し、様々な地域や団体の皆さまの活動が展開されておりますが、より
制度の充実を図るため、活動団体の実態や意見を把握させていただきました。今回は活動団体のモチベーションに
関する項目について紹介します。（調査対象数 590 団体／回答 467 団体／回収率約８割）

 ◉ あなたの団体は活動を始めたころと比べて活動人数の増減は

項　　目 回答数 比　率

① かなり増えている 　　１６ 　　３％

② 若干増えている 　　５４ 　１２％

③ 変わらない 　２６５ 　５７％

④ 少し減っている 　　９８ 　２１％

⑤ だいぶ減っている 　　３４ 　　７％

 ◉ 活動人数が減っている原因は何だと思いますか（活動人数が減少傾向にある団体のみ）

項　　目 回答数 比　率

① 高齢化 ５２ ４９％

② 活動意欲の低下 ２１ ２０％

③ 一時的な減少 １２ １１％

④ その他 ２２ ２０％

　埼玉県花と緑の振興センターの協力で同センター秋
葉担当部長を講師として「花苗講座」を開催しました。
　今年で４回目となる今回は、彩の国ロードサポート
団体の皆さまだけではなく、県内の河川で活動されて
いる、水辺のサポーターの皆さまも参加していただき
ました。
　講義では、花の種類ごとに土づくりから種まき、育て
方のポイントなど映像を交えながら行いましたので、初
心者の方にもわかりやすかったのではないでしょうか。

　また秋葉講師の指導のもとでフレンチマリーゴール
ドの種まきも参加者の皆様と一緒に体験しました。マ
リーゴールド種は花つきが多く、開花期間も長くて丈
夫で実に色鮮やかです。
　花植えの美化活動をされている皆様も是非、種から
育ててみてはいかがでしょうか。
　種から草花が育つ過程は、よりメンバーや地域の皆
さまの関心になるものと思われます。費用面において
も経済的ですので是非、御一考願います。

　２　花苗講座を開催しました。　２　花苗講座を開催しました。( H24.1.28 土曜日 / 埼玉会館 )( H24.1.28 土曜日 / 埼玉会館 )

実習中の様子
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　アンケートではコミュニケーションの手法や他団体との連携など地域の実情に合わせた活動の工夫や広報・
啓発などモチベーションを維持する取組みを多く寄せていただきました。改めて感謝申し上げます。今回は自
由記述の中から活動の工夫や心がけに関する一例を紹介します！

（広報・啓発）
　・活動状況を社内掲示板で紹介している、活動を会社ＨＰやブログで紹介している。
　・学校での取組みとして行っているが近所の人と会った時には大きな声で挨拶するよう指導している。
（コミュニケーション・連携）
　・清掃美化活動・環境活動等で行政と連携して活動の拡大強化を図っている。
　・児童会との交流を行っています。
　・毎回、活動リポートを作成し、これを次回の「御案内」配付の際に添付している。
　・活動終了後に朝食会を開き、チームワーク向上に努めている。
　・大量の落ち葉は地元園芸クラブの協力でたい肥用に引き取ってもらっている。
　・複数の団体で作業を行ない、ゴミの処分を一緒にして市役所へ報告している。
（物品等）
　・自治区から補助をいただき、飲み物を提供している。
　・作業中の安全確保のためにロードサポート活動中の看板を出して活動している。

　今回のアンケート調査により、団体の活動人数が減っていると答えた団体が約３割もあることがわかりました。
減少の理由は、高齢化や活動意欲の低下が７割を占めます。活動のモチベーションを維持・向上させるための方策
が必要かと思われます。
　また皆様からのご意見の中には、県からの支給品や物品の貸与について正しく理解されていれば解決できる事案
も多く見受けられました。次ページのよくある質問コーナーを参考にしてください。
　その他、道路環境課としましてもホームページや機関紙などを通じて、わかりやすく充分な説明を掲示できるよ
う見直していくつもりでございます。アイデアやご意見がありましたら、今回のアンケートの機会に捉われず当担
当まで御連絡ください。地域の交通安全、環境美化、コミュニティの維持・発展など地域活性化に貢献する彩の国
ロードサポート制度を一緒に盛り上げていきましょう！

 ◉ あなたの団体が活動をさらに充実・活性化させるには、何が必要だと思いますか。

～ アンケートを終えて ～～ アンケートを終えて ～

自由記述から

 ◉ 連携や交流するとしたらどのような内容を望みますか
　　（前問で① , ②と回答された団体対象）

項　　目 回答数 比　率

① 地域住民との連携 １６９ ３３％

② 団体間の交流 　４２ 　８％
③ 参加しやすい仕組みづ
くり等の制度の拡充 １１７ ２３％

④ 清掃活動の競技会など
のイベント 　　８ ２％

⑤ 県からの支援内容の拡充 １４０ ２７％

⑥ その他 　３８ 　７％

項　　目 回答数 比　率
① 複数団体での清掃（美
化）活動 　１１３ 　５４％

② 意見交換会 　　５４ 　２６％

③ 研修会 　　１８ 　　９％

④ その他 　　２２ 　１１％



－ 4 －

　彩の国ロードサポート団体の皆さまから寄せられるよくある質問についてお答えします。
　活動の参考にしてください。

団体の代表者や連絡担当者、人数などが変更した場合はどうするの？
　『確認書変更・解除届』を提出していただきます。

　提出先は活動場所を所管する県土整備事務所（以下「事務所」と言う。）です。
　特に人数が変更となる場合は、傷害保険等の適用に関係しますので、変更後の名簿の提出も忘れずにお願
いします。

帽子やベストなどの安全具が必要な場合はどうするの？
　必要に応じた量を配付していますので事務所に御連絡ください。

　活動の際に危険防止の観点から皆様には帽子、ベストの安全具の着用をお願いしております。支給されて
いない又は汚れや損傷しているなど新しい安全具が必要な場合にも、事務所に御連絡願います。
（原則、配送はできませんのであらかじめ御了承ください）

活動に必要な道具やゴミ袋がない場合はどうするの？
　まずは『確認書』を確認願います。

　貴団体、県、市町村で締結しました『確認書』により、ゴミ袋の支給先が明記されています。できる限り
必要な量を配布できるように対応したいと考えております。お困りの場合は事務所又は道路環境課まで御相
談ください。

活動中に怪我をした場合はどうするの？
　速やかに事務所に御連絡下さい。

　『事故発生報告書』を提出していただきますが、まず、事務所に速やかに御連絡してください。（必要に応
じ関係資料を提出していただくこともあります。）県が保険会社に連絡し、県が加入している保険の対象とな
る事故については、保険の範囲内で補償をおこなうことになります。

　４　よくある質問コーナー　４　よくある質問コーナー

　これからの彩の国ロードサポートニュースでは、これまで以上に多くの活動団体の皆様を紹介できるように、『清
掃距離が長い』、『活動日数が多い』などの活動自慢や、モチベーションの充実を図るためのアイデアを披露してく
れる団体を大募集します。
　希望する団体の方は、まずは気軽に道路環境課まで御連絡ください。
　掲載されるまでに①団体名、②担当者名、③連絡先、④活動内容がわかる写真などが必要となりますので、あら
かじめ御了承願います。（頂いた資料はお返しできませんのであらかじめご了承ください。また、連絡先を掲載し
て良い場合はその旨もお知らせください。）
　連絡先　道路環境課　TEL：048-830-5103　E-mail：a5090-06@pref.saitama.lg.jp

　６　活動を紹介してくれる団体も大募集!!　６　活動を紹介してくれる団体も大募集!!

　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。（平成 24年 4月現在 17団体）
　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
までお問い合わせください。

　５　花苗の支援企業等募集中！　５　花苗の支援企業等募集中！


