
「彩の国」さいたま

埼 玉 県

埼玉県のマスコット　コバトン

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　ＴＥＬ048－830－5103（直通）　 ＦＡＸ 048－830－1942

彩の国彩の国
23No.

� ロードサポートの認定状況�
（H27.1.1 現在）　　

708団体
約28,000人

NEWS
ホームページでは、

カラー版の

ロードサポート

ニュースが

　　見られます

平成27年２月１日
発行

彩の国

ロードサポート

ニュースを

リニューアル

　しました。

1

◆参加要件

彩の国

ロードサポート団体とは

彩の国ロードサポート団体を募集しています

彩の国ロードサポートについての詳細情報は、埼玉県ホームページをご覧ください。 彩の国ロードサポート
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この道路はボランティアにより
清掃美化活動が行われています。

　道路の一定区間（県管理道

路の 100 ｍ以上を含み、その

他の道路については県管理道

路の半分以下）の清掃を年４

回以上行える５人以上の団体

　植樹帯（10㎡以上）などに

おいて花植えと水やりなどの

管理を行える５人以上の団体

　美化活動団体に対して年

４万円以上の花苗の支援を行

える企業など

道路ポスターコンクールの受賞作品は、

ホームページでカラー版が御覧いただけます。
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今号の

紹 団介 体

埼玉県  道路愛護ポスターコンクール

平成 26 年度　第 55 回 

道路愛護ポスターコンクール知事賞（中学生の部）

羽生市立南中学校　江田　遥さんの作品



2 道の日・道路ふれあい月間イベント

　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、健康の増進と道路愛護精神の高揚を図ることを

目的に、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毎年、行っています。

　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。

　今年度は平成26年 6月 8日（日）に上尾市内の県

道約5キロの区間で「クリーンウォーク」を行いました。

一部の区間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。

　当日は、あいにくの雨でしたが、元気いっぱいの参

加者200人の皆様に道への感謝と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26年 8月 10日（日）に道の駅「めぬま」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

める事を目的として「道の日祭り」を開催しました。

　当日は、台風11号の影響で断続的に強い風雨でし

たが、道の駅「めぬま」の屋内施設「めぬぱる」の展

示スペースを活用させていただきました。

　道の日の啓発のほか、交通安全の啓発も県防犯・交

通安全課が行い、ＪＡＦ埼玉支部の協力も得て、家族

で楽しみながらイベントに参加していただけたものと

思います。

　平成26年 8月 10日の道の日祭りと平成26年 11月

14日の県庁オープンデーにおいて計884名の方にポイ捨

てとロードサポートに関するアンケートに協力していただ

きました。

　「ポイ捨てをどう思うか」について、「悪いことだと思う」

と回答した人は99%だったにも関わらず、「目の前でポイ

捨てをしている人がいたらどうするか」に対しては「注

意する」19%、「自らゴミを拾う」25%、「何もできない」

53%、「その他」3%、となりました。

　急いでいたり、手が塞がっていれば、「注意したり、自

らゴミを拾う」などの行動が出来ないこともあるかと思い

ますし、注意して相手に恨まれる危険性もあります。

　このような結果の中、「ロードサポートをどう思うか」

について聞いてみたところ「必要である」と回答してくれ

た人は98%もいらっしゃいました。

　このほか「ロードサポート制度」の認知度について確認

したところ、「知らなかった」とする人が81%、「看板を見

たことがない」とした人が75%いらっしゃいました。今

後も一層のＰＲが必要と感じています。

　自由記述では、「自分もロードサポートに参加してみた

い」、「ロードサポートはとてもいいことだと思う」、「ゴミ

を拾う人の気持ちになれば、ポイ捨てなんて絶対できない」、

「地域の皆様の地道な努力で環境がきれいに保たれている

ことに感謝します」、「地道な活動ですが一歩一歩がんばり

ましょう」などの暖かいエールをたくさんいただきました。

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。

◆彩の国クリーンウォークの実施 ◆道の日 イベントの実施

県道「上尾停車場線」の清掃活動

道の日体験スタンプラリーの様子

　　道の日祭りで

「ポイ捨てとロードサポート」に
関するアンケートを実施しました

　　道の日祭りで

「ポイ捨てとロードサポート」に
関するアンケートを実施しました
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③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

● 自分たちが毎日通う通学路に対する意識が高まり、

ゴミのポイ捨て等が大変減りました。

● 活動中、地域の方々が声をかけて下さるようになり、

地域とのつながりが深まりました。

④ 今後の活動計画や目標

   ゴミ０の歩道と一年中花の絶えない道路を目標に学

校全体で取り組んでいきたいと考えています。

① 団体や地域の特徴

　本校では生徒会主催の行事として、「クリーン活動」

を開催しています。全校生徒が学校内・ロードサポー

ト・町の体育施設の３か所に分かれ、清掃美化活動す

るものです。当初は生徒有志による活動でしたが、現

在では全校生徒が参加する行事となっています。

② ロードサポートの効果

　日頃お世話になっている地域へ少しでもご恩返しで

きればと感謝の気持ちをもって活動しています。普段

では気づかないことですが意外とゴミが落ちていて、

自分たちの手で美化活動を行うことによって自分の住

む町を大切にしようという気持ちが増しました。

③生徒会長さんの感想

　今回（11 月 27 日）の活動は前日雨が降っていた

ため、清掃にひと苦労しました。しかし、地域の方々

への日頃からの感謝の気持ちを込めて、誠意をもって

行うことができたので良かったです。今日の経験を活

かし、次回も私たちも地域の一員であることを自覚し、

活動しようと思います。

① 団体や地域の特徴

　平成 14年より埼玉県道路里親制度に登録し、活動

開始から 12年目を迎える学校です。

　当初は県道東松山線1600m間のゴミや空き缶拾い、

歩道の除草作業を行っていましたが、平成 19年に認

定区間を変更し、学校を中心に東西約 500mのゴミ・

空き缶拾い、 除草作業に加えプランターへの花苗の植

付けを行い歩道の美化活動を行っています。

② ロードサポートに参加した理由

　ボランティア活動の実践を通して学校教育目標の思

いやりのある生徒を育てるとともに地域とのつながり

を大切にするために参加しました。

■ 市町村／熊谷市・活動形態／清掃美化活動 

■ 場所／県道深谷・東松山線　　　　 　　　

■ 会員数／生徒数562名　教職員37名 　

■ 認定年度／平成14年６月（活動13年目）

■ 市町村／ときがわ町・活動形態／清掃活動 

■ 場所／県道大野東松山線 　　　　　　　　

■ 会員数／ 161名 　　　　　　　　　　　　

■ 認定年度／平成20年 10月（活動７年目）

熊谷市立三尻中学校

ときがわ町立都幾川中学校

3 活動団体の紹介

道路の美化

平成 26 年度

国土交通大臣
表彰
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① 団体や地域の特徴

　志木市中宗岡４区地区の婦人会の会員で地域振興や

道路の清掃・美化活動に積極的に取り組んでいます。

志木市役所の脇を流れる新河岸川の堤防には桜のトン

ネルがあり、春には桜祭り、夏には敷島神社のお祭り

が盛大に行われます。

② ロードサポートに参加した理由

　私たちの住む地域は信号や横断歩道がとても多い所

① 団体や地域の特徴

　坂戸市の推進する『花いっぱいのまち・坂戸』に賛

同し、花の咲き零れる美しいまちづくりに取り組み、

この活動を通じて会員との親睦を図り、地域コミュニ

ティの輪を広げる。

② ロードサポートに参加した理由

　塚越八日市場地区内には中学校が有り、通学路の中

学生の笑顔が見たくてロードサポートに参加しました。

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

　春から秋はペチュニア、冬から春はパンジーと一年

で、タバコの吸い殻や空き缶などのポイ捨てが目立っ

ていました。そんな地域をイメージアップしようと

いう事で会員の皆さんと一丸になり本事業に参加をし

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

　自治会を通じて地域の協力体制を築き、花植えや水

やり、草取りを会員の皆さんが積極的に取り組んだ結

果、通行人の方にも大変、喜ばれています。

④ 今度の活動

　活動時の心がけとして私達の活動している場所は車

の通りが大変激しい所ですので常に事故に合わないよ

う万全を期して心がけています。　

を通じて花を咲かせ、定期的に除草作業を行った結果、

ゴミや空き缶などのポイ捨てが無くなり気持ちよく通

行　通学して頂いています。

④ 活動時の心がけ

　坂戸産業祭り、民商祭り、八坂神社夏祭り、その他

市内各種のイベントに参加しています。また愛好会会

員の視察研修旅行等も行っています。

■ 市町村／志木市・活動形態／清掃美化活動 

■ 場所／県道さいたま東村山線・保谷志木線

■ 会員数／ 26名　　　　　　　　　　　 　

■ 認定年度／平成17年 6月（活動 10年目）

■ 市町村／坂戸市・活動形態／清掃美化活動 

■ 場所／県道上伊草坂戸線　　　　 　　　

■ 会員数／ 35名　　　　　　　　　　　 　

■ 認定年度／平成17年 4月（活動 10年目）

四区婦人会

塚越八日市場花弁愛好会
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① 団体や地域の特徴

　秩父市上吉田は子供の祭り塚越の花祭りが有名な地

域です。道路での清掃・美化活動に積極的に取り組み

① 団体や地域の特徴

　美味しいお米の産地として田

園の広がる加須市北川辺地域

で、高校・消防署・図書館・役

所に通じる車道に沿って花植え

の清掃美化活動をしておりま

す。参加者は、地域内でボランティア活動など様々な

活動を行っている団体で構成されています。

② ロードサポートに参加した理由

　行政の声かけにより、自分たちの地域について考

える機会をいただきました。花植えをとおして、地

域のコミュニティを築けたらと願い活動を始めまし

た。

小川戸地区は 14 軒で 20 名の人が参加し、道路清掃

等しています。

② ロードサポートに参加した理由

　小川戸は細い道でしたがバイパスの工事で広くなり

ました。道路の脇が空いている場所が４箇所あるため

平成15年から5年をかけて花壇を作り、ロードサポー

トに参加しました。

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

　道路にゴミ、空き缶が無くなったことは元より小川

戸に入ると花壇がいつもきれいで別世界に来たようだ

と通行者によくいわれています。

　また地域の人との輪が広がり、ロードサポートに参

加して良かったと思います。

　

④ 今度の活動

　これまではパンジーとマリーゴールドを植えていま

すが今年度はマリーゴールドと菜の花にしました。

　今後はその他の場所での花植えや花の種類を考えた

いと思います。この地域の美化活動が長く続くように

協力していきます。

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

　花植えや草取りは、気温や天候に左右され、花の状

態をベストに維持していくことの難しさを感じており

ます。その分、参加している仲間との交流は密になり、

美しく咲いた花々に元気をいただいています。

　年３回の全体での共同作業は、夏の暑さや雨天への

対策など工夫しながら実施しておりますが、参加団体

の仲間の協力には本当に頭が下がります。

　ロードサポートは、参加した人と人の心を優しく結

び合います。また、美しく咲いた花々は通行する方々

へ気持ちを豊かに彩り、癒される空間になっていると

思います。

■ 市町村／秩父市・活動形態／清掃美化活動 

■ 場所／県道高崎神流秩父線　　　　 　　　

■ 会員数／ 20名　　　　　　　　　　　 　

■ 認定年度／平成20年 8月（活動 7年目）

■ 市町村／加須市・活動形態／清掃美化活動 

■ 場所／県道麦倉川俣停車場線　　　　 　　　

■ 会員数／ 153名

■ 認定年度／平成14年 2月（活動 13年目）

小川戸リトルフラワーパーク

北川辺花のボランティア
団体連絡協議会

2014
シラコバト賞
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★ 活動は歩道内でお願いします。特に花植え等の際に

車道にはみ出したり、縁石の上で作業は危険なので

お止めください。また歩道内でも自転車などと接触

の危険性がありますので、安全監視員をおいて事故

防止に努めましょう。

★ 危険物を発見した場合は、触れずに管内の県土整備

事務所まで御連絡ください。

★ 他の団体等が清掃活動を行っている場合も協力して

活動しましょう。

① 活動地域の特徴

　蕨市は中山道の宿場町として栄えた歴史的景観が

残っている街です。武蔵野銀行蕨支店は、地域の皆様

に御愛顧いただき、おかげさまで開設 62周年を迎え

ることができ、当店周辺の商店街には「ぶぎん通り商

店街」との名前をいただいております。

② 活動にあたっての目標　

　今回、蕨市初のロードサポート団体として登録いた

しました。当運動について市民の皆様に御理解いただ

けるよう一生懸命取り組んでまいります。

　埼玉県と包括的連携協定を締結している武蔵野銀行の 53支店がロードサポート

活動団体に認定されました！企業としては最多の登録数となりました。

　そして！彩の国ロードサポート制度発足以来 12年間、唯一活動団体の無かった蕨市内に初の

活動団体が誕生しました。

　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、ロードサポートの作業衣を着た活動写真、団体写真を御用意願います。

◆活動時のお願い

◆ロードサポートニュース紹介団体を募集中

「武蔵野銀行蕨支店さんのコメント」

■ 市町村／蕨市　■ 活動形態／清掃活動

■ 場所／県道蕨停車場線 900m

■ 会員数／ 29名

■ 認定年度／平成26年 9月

武蔵野銀行蕨支店

の ロードサポート団体が 誕生！の 蕨市内初
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4 ロードサポートの現状

　「彩の国ロードサポート制度」は、平成 14 年に

45団体、約 2,200 人によりスタートし、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 26 年 12 月 1 日現在で 687 団体、約 28，

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について他県と

比較をすると、制度は多少異なりますが埼玉県は、

全国トップクラスの団体数を誇っています。

　活動団体の内訳は、地域団体が 197（28.7%）、企

業が 412（60.0%）、学校が 30（4.4%）、ＮＰＯが 9

（1.3%）、その他が 39（5.7%）となっており、さい

たま市を除く県内 62市町村のうち 61市町村でロー

ドサポート制度に登録していただいております。

　また、687 団体による活動延長は約 440 ｋｍにも

なり、埼玉県で管理している歩道道路延長 2,000 ｋ

ｍのおよそ約 20％にも及びます。

　今後も地域の自治会・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

拡大に努めてまいります。

　彩の国ロードサポート活動は、ボランティアの皆様に清掃していただく事により、ポイ捨て等を防止する啓発効果

も大きいため、多くの地域で取り組んでいただきたいと願っています。

　現在の市町村別団体数及び活動距離のトップ３（市と町村に分けて分析しています）は下記のとおりです。尚、越

生町には現在、活動団体が０、白岡市、蕨市で１となっていますので、新規団体の登録をお待ちしています。

　各地域のロードサポート活動に県担当者が

参加して、地域の特徴のある活動等を取材し、

日頃の活動時の疑問や地域ならではの問題を

認識することで、活動の活性化を図る事を目

的とする『ロードサポート交流キャラバン』

を実施しています。

　交流キャラバンの詳しい報告は県のホーム

ページからご覧いただけます。 越谷市立越谷中央中学校の清掃活動 すきっぷタウン商店会と近隣小学校の連携（新座市）

彩の国ロードサポート制度のこれまで

平成 14 年度 埼玉県道路里親制度本格始動

平成 16 年度 活動団体 100 団体突破！

平成 17 年度 『彩の国ロードサポート』に名称変更

平成 19 年度 支援者制度開始　活動人数 1万人突破！

平成 23 年度 活動団体500団体突破！ 活動人数2万人突破！

１ 熊谷市 40

２ 八潮市 39

３ 秩父市 36

１ 寄居町 14

２ 小鹿野町 12

３ 伊奈町 9

１ 秩父市 34,127

２ 加須市 22,150

３ 久喜市 21,710

１ 神川町 17,270

２ 宮代町 12,590

３ 寄居町 8,250
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3,057

75

28,000

687

24,496

616

22,025

531

18,688

393

14,698

288

11,288

189

25,100

625

23,549

602

21,142

480

17,053

344

14,171

241

6,175

130

 団体人数　　  団体数

◆市町村別データ

　彩の国ロードサポート活動は、ボランティアの皆様に清掃していただく事により、ポイ捨て等を防止する啓発効果

も大きいため、多くの地域で取り組んでいただきたいと願っています。

　現在の市町村別団体数及び活動距離のトップ３（市と町村に分けて分析しています）は下記のとおりです。尚、越

生町には現在、活動団体が０、白岡市、蕨市で１となっていますので、新規団体の登録をお待ちしています。

◆◆

◆市別データ ◆町村別ランキング

活動団体 活動団体活動延長 （m）（団体） （m）（団体）活動延長

ロードサポート交流キャラバン
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　ロードサポートの活動中の安全や道路美化

の広報の観点から作業衣の着用をお願いして

います。会員数が増加した場合や劣化してい

る場合などにも追加で配布しています。

　希望される場合は、管内の県土整備事務所

に御連絡願います。尚、作業衣や清掃用具については、原則、事

務所での直接受領としていますので、御了承願います。

　ベストやイベントコート、帽子などの作業衣（安全具）は ( 一財 )

首都高速道路協会や ( 一社 ) 埼玉県トラック協会から御支援いた

だいております。

　埼玉県のホームページが昨年の 12月 25 日から

リニューアルされたのに伴い、彩の国ロードサポー

トに関するページもリニューアルされています。

　またこのロードサポートニュースも年１回とす

る事でリニューアルしました。ボリュームの増大

（4P → 8P）、発送先の増（約 700 箇所→約 1800

箇所）、ホームページ版のカラー化など、ゴミのな

い道づくりに向けて、魅力あるロードサポート活

動を PRしていきたいと思います。

　道路愛護の普及・啓発を推進し、道路愛護活動を行う団体の

交流を図ることを目的として第 12 回道路愛護の集いを開催し

ます。

●日時：平成 27 年 2 月 8 日（日）13：30 ～ 16：20

●場所：ラフレさいたま　櫻ホール（３Ｆ）

●内容： 道路愛護ポスターコンクール・埼玉県道路愛護功績者

などの表彰、道路愛護団体活動報告

　　　　講演 (15：20 ～）NHK気象キャスター　平井信行氏

※参加には事前の申し込みが必要です。

　活動報告書（様式５）は、ボランティア保険の適用に必要なものですので、必ず提出してください。

　尚、今年度分（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）は、平成 27 年 4 月 10 日（金）までに下記の管内事

務所に提出願います。（ＦＡＸ可）

　また活動計画書（様式４）は、毎年度提出していただく必要はございません。確認書に記載されている事項につい

て変更がある場合のみ確認書変更届（様式７）を提出してください。

◆ロードサポート作業衣の配布について

◆県のHPがリニューアル ◆道路愛護の集いを開催

◆活動報告書の提出について

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

5 お知らせ

従来のベスト

秋冬時や花植え等の作業時には長袖の作業衣もあります。

県土整備
事務所名

管内市町村 住所 TEL・FAX

さいたま 川口市、蕨市、戸田市
〒 336-0027
さいたま市南区沼影
2-4-7

TEL 048-861-2495

FAX 048-866-9713

朝霞
朝霞市、志木市、
和光市、新座市

〒 351-0033
朝霞市浜崎 678

TEL 048-471-4661

FAX 048-471-4666

北本
鴻巣市、上尾市、桶川市、

北本市、伊奈町
〒 364-0007
北本市東間 3-143

TEL 048-540-8200

FAX 048-540-8203

川越
川越市、所沢市、狭山市、
富士見市、ふじみ野市、

三芳町

〒 350-1126
川越市旭町 2-13-6

TEL 049-243-2020

FAX 049-243-2134

飯能
飯能市、入間市、坂戸市、
鶴ヶ島市、日高市、
毛呂山町、越生町

〒 357-0021
飯能市双柳 75

TEL 042-973-2281

FAX 042-973-2286

東松山
東松山市、滑川町、嵐山町、
小川町、川島町、吉見町、

鳩山町、ときがわ町、東秩父村

〒 355-0024
東松山市六軒町 5-1

TEL 0493-22-2333

FAX 0493-21-1214

県土整備
事務所名

管内市町村 住所 TEL・FAX

秩父
秩父市、横瀬町、皆野町、
長瀞町、小鹿野町

〒 369-1871
秩父市下影森 1002-1

TEL 0494-22-3715

FAX 0494-21-1270

本庄
本庄市、美里町、
神川町、上里町

〒 367-0031
本庄市北堀 818-1

TEL 0495-21-3141

FAX 0495-25-1470

熊谷 熊谷市、深谷市、寄居町
〒 360-0841
熊谷市新堀 500

TEL 048-533-8778 

FAX 048-530-1270

行田 行田市、加須市、羽生市
〒 361-0023
行田市長野 943

TEL 048-554-5211

FAX 048-554-5216

越谷
春日部市、草加市、越谷市、

八潮市、三郷市、
吉川市、松伏町

〒 343-0813
越谷市越ヶ谷 4-2-82

TEL 048-964-5221

FAX 048-964-6584

杉戸
久喜市、蓮田市、幸手市、
白岡市、宮代町、杉戸町

〒 345-0036
杉戸町杉戸 432

TEL 0480-34-2381

FAX 0480-36-1442
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