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〔所沢市東住吉町内会花の会代表の鈴木さん〕

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。 web検索 彩の国ロードサポート

　埼玉県とさいたま市、埼玉県道路協会とともに『第
10回道路愛護の集い』を開催しました。
　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彩の国ロードサ
ポート活動団体や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いただきました。
　特に今回、ロードサポート団体を代表して活動報告
をいただいた「東住吉町内会　花の会（所沢市）」の
代表の鈴木さんからは、ゴミ拾いや花植えを通じて、
地域コミュニティの醸成や地域住民としての街づくり
の参加に大きな意味をもたらしていると御講演いただ
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「地域の底力　つながって、支え合
うまちづくり」と題してフリーキャスターの堀尾正明
さんによる講演が行われました。堀尾さんのキャス
ターとしての経験談を織り交ぜながらのトークにより、
会場全体が惹き込まれていくのがわかりました。
　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 「第10回道路愛護の集い」を開催しました (H25.2.9 土曜日／浦和ロイヤルパインズホテル）

平成25年４月１日現在で

635団体
約24,000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

〔所沢市東住吉花の会の活動風景〕
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武体自治会はなくらぶ
市 町 村 熊谷市
活 動 形 態 清掃美化活動
場 所 深谷東松山線　840 ｍ
会 員 数 40 名
認 定 年 度 平成 20年７月

①　団体や地域の特徴
　熊谷市の武体地区の自治会を中心とした仲間で道
路美化活動や清掃活動に積極的に取り組む団体で
す。熊谷市の中心部から西側に位置し、近くにはゴ
ルフなどが楽しめる荒川大麻生公園もあります。

　花苗育成講座と併せてロードサポート団体同士の交
流会を熊谷県土整備事務所で開催しました。
◆ 第１部　 花苗育成講座 ◆
　埼玉県花と緑の振興センター※から講師を招聘し、
花の種類や特徴や特性、植え込みで種から育てるため
のアドバイスなどを、たくさんのスライドを見ながら
わかりやすく講義をしてもらいました。
　参加者のアンケートには、ロードサポートを種まき
からやってみたいとする声もいただきました。

◆ 第２部　ロードサポート交流会 ◆
　第２部では地域の活動団体によるロードサポート美
化活動の事例発表と大学生による新たなロードサポー
ト活動のスタイルを提案発表してもらいました。　
　特に新座市の活動団体ゾウキリンくらぶさん（十文
字学園女子大学）と跡見エコキャンパス研究会さん（跡
見学園女子大学）の合同発表は、とても斬新で参加者
がゴミを拾いながら、活動を共にした地元の観光ボラ
ンティアさんに活動地域の観光名所についてのガイド
を受けられるというものでした。地元の人とそこに通
う人のコミュニティを結ぶ学生ならではの取組でし
た。
　その後、参加者が小グループに分かれて、ロードサ
ポート活動に関する日頃の苦労や意見を出し合いまし
た。

②　ロードサポートに参加した理由
　道路の花植えや清掃の作業を、地区の人々が一緒
に行うことによってコミュニケーションを増やし、
武体地区をより明るく盛り上げるため本事業に参加
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
　40 名の会員で活動していますが、自分の住んで
いる地域に愛着を持たれた方が多く、常に７～８割
の会員が参加して心強く感じています。また、一人
ひとりがとても明るくロードサポートの活動以外で
も忘年会を行ったり、以前より地域のつながりが強
くなっているように感じます。

　２ 『花苗育成講座＆ロードサポート交流会』を開催しました
 (H25.1.26(土)／熊谷県土整備事務所）

※埼玉県花と緑の振興センター
　花と緑の振興センターは、植木生産地として古くか
ら有名な川口市安行に、昭和 28 年に「植物見本園」
として開園。植木・果樹などの生産出荷の指導、盆栽
等の輸出振興、また緑化講座、電話相談などを通じ、
県民の方の緑化に対する知識の向上等に努めていま
す。
●お問い合わせ 048-295-1806

ロードサポート交流
会で事例発表をして
いただいた活動団体
を紹介します♪

〔ロードサポート交流会の様子〕
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市 町 村 寄居町
活 動 形 態 清掃美化活動
場 所 一般国道 254 号　250 ｍ
会 員 数 11 名
認 定 年 度 平成 22年 12月

①　団体や地域の特徴
　寄居町富田地区在住の仲間 11人で道路の美化活
動や清掃活動に積極的に取り組んでいます。地域の
特徴としては、町の中心より東南に位置し、近くに
は今年の７月から本格稼働するホンダの寄居工場が
あります。

②　ロードサポートに参加した理由
　道路にタバコやゴミのポイ捨てが多く道路がゴミ
だらけの状態だったので、「私たちが暮らすこの地
域をきれいな気持ち良い町にしたい」そして、薄れ
つつある地域のコミュニティを盛り上げ、地域の一
体感をつくっていきたいと考えました。

③　活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果
　地域の協力体制を築くことができ、きれいで気持
ち良い町づくりを一歩進められただけでなく、活動
していると「ご苦労さま」「きれいにやっていますね」
「いつも楽しみにしています」と、声をかけて頂き
温かい地域コミュニティが築かれつつあるのかなと
思われます。

中郷ファミリークラブ

　３　彩の国ロードサポート登録団体の現状

　「彩の国ロードサポート制度」は、平成 14 年に登録団体 45 団体で約 2,200 人により「埼玉県道路里親制度」
としてスタートし、平成 17年に現在の「彩の国ロードサポート制度」に名称が変更されました。
　平成 25年４月１日現在で 616 団体、約 24,000 人の方々に活動していただいております。道路を対象にした清
掃活動の登録団体数を都道府県別に比較をすると、制度は多少異なりますが埼玉県は、高知県に次いで全国第２位
（平成 24年４月１日現在）となっています。
　活動団体の内訳は、地域団体が 196
（31.8%）、企業が 341（55.4%）、学校が
27（4.4%）、NPO が 10（1.6%）、その
他が 42（6.8%）となっており、県内 62
市町村（さいたま市除く）のうち 61 市
町村で道路の清掃活動や美化活動を行っ
ていただいております。また、616 団体
による活動延長は約 395㎞にもなり、埼
玉県で管理している歩道道路延長 1,990
㎞のおよそ約 20％にも及びます。
　県では、地域住民や学校・企業などの
参加団体を幅広く募集し、彩の国ロード
サポート制度の普及拡大に努め、住民と
行政が協力して、引き続き快適で美しい
道路環境づくりを進めていきます。今後
ともご理解とご協力をよろしくお願いし
ます。

〔グラフ：彩の国ロードサポート団体の推移〕
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　連絡先　　道路環境課　TEL：048―830―5103　E-mail：a5090―06@pref.saitama.lg.jp
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　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
企業等を随時、募集しています。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。花植えを行っている団体とのマッチングも
行いますので、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。
　平成 25年 4月 1日現在、右表の 19企業の皆様か
らご支援をいただいております。

❖　ロードサポート制度活動の手引きを発行しました♪　❖

　制度開始から 10年が経過しますと関係者（行政、活動団体）の交代
により、正しい手続きや活動、管理等の認識の違いが懸念されます。
　そこで当課では平成 25年３月に彩の国ロードサポート活動の手引き
を作成し、全活動団体及び各市町村等に配布しました。制度の概要から
活動の流れ、制度要綱やよくある質問などを掲載し、ロードサポート活
動の登録を検討している方々へもわかりやすくご理解いただけるように
なっています。
　活動団体の皆様にあたりましては、年度終了時の活動報告や年度途中
の変更事項の手続きの再確認、またはリーダーの交代時の引き継ぎ等、
制度の共通理解にご活用ください。尚、ご自分の団体に届いてない方が
いらっしゃいましたら、道路環境課または管内の県土整備事務所までお
問い合わせ願います。

❖　ロードサポートニュース紹介団体を募集しています　❖

　彩の国ロードサポートニュースでは、多くの活動団体の皆様を紹介したいと思っています。掲載のご協力をいた
だける団体の方は、気軽に道路環境課まで御連絡ください。
　掲載内容は①団体や地域の特徴、②ロードサポートに参加した理由、③活動を通じて感じたこと、ロードサポー
トの効果、④今後の活動計画や目標、⑤他活動団体のみなさんへのアピールやメッセージなどです。活動内容がわ
かる写真も必要になりますので、あらかじめ御了承願います。

　４　花苗の支援企業を募集中！

　５　お知らせ

企　　業　　名 支援年月日 支　援　先　団　体
1 ㈱リード 平成19年６月 筑波寿第一クラブ
2 真下建設㈱ 平成19年６月 上里町第 20 区（三軒）
3 埼玉県トラック協会 平成19年８月 県立熊谷女子高校

4 ㈱沼尻電気工事 平成19年12月 深谷市民ガーデニング
ボランティア

5 アメミヤ興業㈱ 平成19年12月
樋口街道美化倶楽部

6 ( 有 ) 長瀞プリント 平成19年12月
7 ㈱秩父イワサキ 平成19年12月

長瀞ふれあいの会

8 東洋パーツ㈱ 平成19年12月
9 南州工業㈱ 平成19年12月
10 ㈱大澤 平成20年５月

11 縄文の里長瀞倶楽部
医療法人社団医新会 平成20年９月

12 南須原医院 平成21年３月
13 ㈱平成秩父支店 平成21年６月

14 Noi Garden つかの 平成20年２月 六万部お気楽会
花はなクラブ

15 五島工業㈱ 平成20年６月 五島工業友の会
16 ㈱つかさグリーン 平成21年３月 つかさフラワーサポート
17 ㈱コスモフーズ 平成24年２月 妙厳寺・妙厳寺幼稚園
18 朝日工業㈱ 平成24年３月 朝日工業㈱
19 ㈱小倉造園 平成24年８月 ㈱小倉造園

〔ロードサポート支援団体一覧〕


