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634団体
約24,500人
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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 25 年６月９日（日）に、久喜市内の県

道「六万部久喜停車場線」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。

　参加者約 400 人の皆様に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を知っていただけ

たものと思います。

　 平 成 25 年 ８ 月 10

日（土）に道の駅「み

なの」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。

　当日は気温 40℃超えの猛暑の中、ロードサポート

制度の広報や交通安全の啓発を行い、大人から子供

まで約 300 人の方にご来場いただきました。

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。

1 道の日・道路ふれあい月間イベント道の日・道路ふれあい月間イベント

◆クリーンウォークの実施◆ ◆「道の日祭り」の実施◆

「六万部久喜停車場線」クリーンウォーク

道の日クイズ

道の駅「みなの」

「六万部久喜停車場線」クリーンウォーク

道の日クイズ

道の駅「みなの」
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　10 月４日（金）、八潮市商工会役員と職員の

方々と一緒に県道 116 号線八潮南インター付近

の清掃を行いました。

　高速道路の下という事もあり、交通量が非常

に多い道路ですが、渋滞になると植樹帯にゴミ

を捨てるドライバーがいるようです。

　良好な交通環境を図るために整備されたはず

の植樹帯に不法投棄防止の啓発看板を設置しな

いとならない現状があります。

　「拾っても拾ってもゴミを捨てる人がいるが、

少 な く て も ゴ ミ を

拾った分は確実に綺

麗になっているから」

という商工会の方の

ボランティア精神が

とても印象的でした。

① 団体や地域の特徴

　 　平成 14 年から八潮市商工会の委員会の１つとし

て商工会役員をメンバーに組織。ボランティア協

力登録団体数は 71。

② 商工会クリーン作戦のきっかけ

　 　さいたま国体開催に併せ、埼玉県で一番ゴミの

ない街に、そして『日本一ゴミのないまち』を目

指し、団体、各事業所、町会などと協力しあい活

動が始まりました。　　

③ 清掃活動を通じて感じたこと、清掃活動の効果

　 　現在、活動に賛同し、登録している 71 の団体が

県道、市道の歩道など活発に清掃活動を実施して

おり、市道、県道沿いの歩道や植栽の中のゴミは、

見た目には少なくなってきています。

　 　しかし、まだまだタバコの吸殻、コンビニのビ

ニール袋や弁当等の空箱など特に首都高の下の県

道には、ポイ捨てが目立ちます。

④ 活動団体活性化の取り組み

 １ 合同全体会議の開催

　　 　年２回の８月と２月にクリーンプロジェクト委

員会、協力登録団体、八潮市、県土整備事務所が

集まり、意見交換や活動報告を行っています。

 ２ 感謝状の贈呈

　　 　商工会新年賀詞交歓会の際に市内美化推進に

 今回は彩の国ロードサポート団体数が 40 団体と市町村別団体数ＮＯ . １を

誇る八潮市において、早くから精力的に清掃活動に取り組んできた八潮市商

工会のクリーンプロジェクト委員会の活動を紹介します！

2 地域で取り組むロードサポート活性化事例地域で取り組むロードサポート活性化事例

八潮市商工会
クリーンプロジェクト委員会

献身的な活動をしている個人、団体、企業に対

して感謝状を贈呈しています。

 ３ その他の取り組み

　　● 清掃活動の心構えについて講演会を開催。イ

エローハットの創業者で日本を美しくする会

の相談役鍵山秀三郎氏を講師に凡時徹底「平

凡なことを非凡に務める」と題した講演会を

実施。

　　●ボランティア体験プログラム

　　　 　八潮市社会福祉協議会の主催により、ボラ

ンティア体験プログラム（中学生との夏休み清掃）

を開催。

　　●埼玉県商工会一斉美化活動

八
潮市
商工会の

一斉美化活動に
参加し

ていきました♪八
潮市
商工会の

一斉美化活動に
参加し

ていきました♪

清掃活動の心構えについて講演会

八潮市商工会の一斉美化活動

県道 116 号線における

「ぽい捨て防止」の看板

清掃活動の心構えについて講演会

八潮市商工会の一斉美化活動

県道 116 号線における

「ぽい捨て防止」の看板
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① 団体や地域の特徴

　 　健康と生きがいを求めて走る事を楽しみに集

まった毛呂山町に住むジョギング仲間です。

　 　鎌北湖は町の中心から５キロ先の山地にあって、

ジョギングやハイキング、釣り、桜、紅葉などの

自然が楽しめ、年間を通して人や車の往来が絶え

ない地域です。

② ロードサポートに参加した理由

　 　ゴミ拾いのきっかけは、ジョギング中の道沿い

に沢山のゴミが捨てられていて見苦しかったから

です。私たちの仲間から「何とかしよう」という

声が自発的に出た義憤に駆られての立ち上がりで

した。

　 　活動も「クリーンランキャンペーン」と名づけ

てのスタートになりました。

 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。

■ 市町村／毛呂山町 活動形態／清掃活動

■ 場所／県道毛呂停車場鎌北湖線 3.4㌔ 町道１㌔

■ 会員数／ 30 名

■ 認定年度／平成 21 年６月（活動４年目）

3 ロードサポート団体の紹介ロードサポート団体の紹介

毛呂山ランナーズ

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

　 　当初は空き缶やペットボトル、紙屑、ビニール

の破片、発砲スチロールの弁当の空箱、煙草の吸

殻など、道沿いの至る所に散乱していました。

　 　年４回の日曜日のボランティアでしたが、会員

の誰一人愚痴を言わず約２時間半かけて片付けま

した。「きれいな道に」の合言葉を胸に会員同士の

結束と道々に出会う人々からの励ましと感謝の言

葉で、いつも清々しい気持ちです。

④ 他活動団体のみなさんへのアピールやメッセージ

　 　毎週日曜日のマラソンの練習コースである鎌北

湖の清掃活動は、平成 21 年に開始してから 17 回

になりました。その間、大量の産業廃棄物やひと

めにつかない草むらや崖下に落ちているゴミ拾い

にも苦労しました。回を重ねるごとに拾うゴミの

量も今では半減しました。

　 　仲間たちと熱心な清掃活動できれいになった道

を見て、地域の人や散策に訪れる人からも「御苦

労さん」「がんばってくれてありがとう」という

声に励まされております。これまで無神経にゴミ

を捨てていた人にも反省を促した効果もあったか

もしれません。お蔭様で町の人々からも期待され、

今後も清掃美化運動を続けていきます。

 ロードサポート団体の清掃活

動の１団体あたりの平均は 667

ｍです。毛呂山ランナーズさん

のように 1km 以上の長い距離を

清掃されている団体は 106 団体

もあるんです！

ロードサポートロードサポート

知 識

まめ

県道毛呂停車場鎌北湖線での活動

毛呂山ランナーズのみなさん

県道毛呂停車場鎌北湖線での活動

毛呂山ランナーズのみなさん
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　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。

　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

お願いしています。会員数が増加した場合や古くなったり、汚れてしまった場

合などにも追加で配布していますので、お気軽にご連絡願います。

　ベストや長袖のジャンパー、帽子などの作業衣（安全具）は ( 一社 ) 首都高

速道路協会や ( 一社 ) 埼玉県トラック協会から寄贈されています。

◆ロードサポートニュース紹介団体を募集しています

道路環境課　TEL：048-830-5103　E-mail：a5090-06@pref.saitama.lg.jp

◆ロードサポートの作業衣（安全具）の配布について

① 団体や地域の特徴

　 　駅（西武球場前）に向かう人・野球観戦に訪れ

る人たちがロータリーを通ります。また近くには

屋内スキー場や狭山湖もあり、花見や自然観察、

レジャーなど年間を通して多くの人が訪れます。

　 　近所の仲間と環境美化を心掛けて活動していま

す。

■ 市町村／所沢市 活動形態／清掃・美化活動

■ 場所／西武球場前駅から 200 ｍ 

■ 会員数／ 15 名

■ 認定年度／平成 24 年４月

上山口花倶楽部 ② ロードサポートに参加した理由

　 　以前からロータリー周辺は雑草が生い茂り気に

なっていました。西武ドームには他県からの応援

も大勢いらっしゃるので、所沢市民として「おも

てなし」の１つと考えました。　

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

　 　植え込みの中にポイ捨てが多かったのですが、

ほとんど無くなりました。

　 　活動していると声を掛けてくださり、会員になっ

てくださる方も少しずつ増えて来ました。

4 お知らせお知らせ

連絡先

ロードサポート安全具

上山口花倶楽部のみなさん

ロードサポート安全具

上山口花倶楽部のみなさん

所沢武蔵村山立川線

活動場所

所沢武蔵村山立川線

活動場所
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