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■ 市町村／新座市　活動形態／清掃・美化

■ 場　所／県道さいたま東村山線

■ 会員数／ 40人

■ 認定年度／平成14年５月（活動18年目）

志木駅南口商店会

① 団体や地域の特徴

　東武東上線志木駅南口一帯の商店・事業所で構成さ

れた商店会です。県道も整備され、駅前ということで

人通りも多く、賑わいのある街です。

■ 市町村／所沢市　活動形態／清掃活動

■ 場　所／県道東京所沢線

■ 会員数／ 360人

■ 認定年度／平成26年 11月（活動6年目）

国際航空専門学校

① 団体や地域の特徴

　航空発祥の地として知られる所沢に、日本で最初に

国土交通大臣から航空従事者（航空整備士等）養成施

設として指定された航空専門学校です。

　当校では「豊かな人間性を備えた航空従事者の

育成」を教育理念として、半世紀以上に渡り全国

の航空会社、重工、官公庁等に志ある学生を輩出

しています。

②ロードサポートに参加した理由

　授業の一環として飛行機やヘリコプターのエン

ジン試運転、そして空港で使用される特殊車両の

運転を行う関係上、近隣住民の方々に騒音等でご

迷惑をお掛けしてしまうことがあります。日頃当

校の教育に関してご理解とご支援をいただいてい

る地域の皆様に少しでも恩返しをしたいというこ

とで、地域貢献のひとつとしてロードサポートを

開始しました。

③活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

　汚い道路にはさらにゴミが捨てられてしまいます。

道路を清掃することでさらなるポイ捨てを防止し、継

続的な美化意識が定着すれば良いと考えています。ま

た学生にとっては社会人として大切な５ S（整理、整

頓、清掃、清潔、躾）について身をもって学ぶことが

できる良い機会でもあります。

④その他

　作業中に監視役を配置し、蛍光ベストを着用するな

ど、安全には十分配慮しています。

　活動に関しては学校 SNS にアップします。まずは

当校WEBサイトからアクセスしてください。

② ロードサポートに参加した理由

　商店会で設置した花壇やフラワーポットに季節の花を

植え、気持ちの良い街並みを目指して事業を行ってきま

した。そこへ県道に花壇を作るから管理しないかと提案

があり参加しました。

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

　花を抜いたり、踏みつけたりする酔っ払い等もいます

が、多くの方が花を愛で、「きれいだね」と言ってくだ

さるのが嬉しいです。禁煙者が増えたせいかタバコのポ

イ捨ても大分減ったようで、ゴミの量も減りました。

④ その他

　年２回の花の植え替えには、地元の東北小学校３年

生児童約 130 名も毎回参加し、地域とともに環境美化

に取り組んでいます。

検索国際航空専門学校
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■ 市町村／所沢市　活動形態／清掃活動

■ 場　所／一般国道463号

■ 会員数／ 19 人 

■ 認定年度／平成 18 年 1 月（活動 15 年目）

■ 市町村／上里町　活動形態／清掃・美化

■ 場　所／県道上里鬼石線　

■ 会員数／ 70 人 

■ 認定年度／平成 17 年 10 月（活動 15 年目）

彩の国いきがい大学けやき会

① 団体や地域の特徴
　彩の国いきがい大学所沢学園（現在入間学園）４期

の卒業生有志が設立しました。

　所沢航空記念公園の南側を走る国道 463

号のけやき道と公園入口のゴミ集め、落葉・

枯枝の除去が作業の内容です。

② ロードサポートに参加した理由
　所沢学園卒業の際、地域に貢献できる活動

について話し合い、清掃ボランティアを決め

ました。

　ロードサポート制度については川越県土整

備事務所に相談、ゴミ袋や清掃用具備品等の

提供を受けられると知り参加しました。

③ 活動を通じて感じたこと、
　　　　　　　　　ロードサポートの効果
　作業は毎月第一月曜日、雨の場合は翌週に

延期します。一度も休まず続けたので、令和２年２月

で活動は 168 回になります。

　これほど長期の活動ができたことは会員の旺盛な参

加意欲と制度の支援によるものと思います。

　年２回の懇親会、また作業後に昼食懇談会などで会

員の親睦に努めています。

　現在、最大の課題は会員の減少と高齢化です。新加

入も少数のため、発足時の平均年齢 65 歳前後が今や

約 80 歳、関心のある方はぜひ参加してください。

④ その他
　冬場は落葉が多く、90ℓサイズのゴミ袋が 100 袋

前後にのぼります。集まった落ち葉は野菜づくりの農

好クラブが堆肥用に収集、運搬してくれています。

上里町２０区三軒

① 団体や地域の特徴

　行政区の区長、各種役員、班長、各種団体員を含め

て 70 名で構成。毎年メンバーの入れ替えが多少あり

ます。

　県道の歩道両側 300ｍと大小 26 面の花壇で活動し

ています。

　年間活動は厳冬期の１月、２月を除き、10 回程度

です。

　区長、班長、各種役員

が中心になり、毎月第三

日曜日の朝９時から１時

間程度の花壇の草取り、

ゴミ拾い、また６月には

町の花のサルビア、11

月にはパンジーの花の植

え込み等を毎月 30 名前

後の参加者で仲良く活動

しています。

② ロードサポートに参加した理由

　行政区の役員になり地域の美化活動を知りました。

　区民の皆様に美化活動への参加依頼をする立場とな

り自ら率先して参加する様になりました。

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

　参加者全員が地域の美化を楽しんでいることを感じ

ています。

　県道花壇付近のゴミ投棄は、目立って減ったと思い

ます。

④ その他

　今後も地域の美化活動を参加者みんなが仲良く、楽

しく継続していきたいと考えています。
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■ 市町村／熊谷市　活動形態／清掃活動

■ 場　所／一般国道407号

■ 会員数／ 14 人 

■ 認定年度／平成 15 年 6 月（活動 17 年目）

■ 市町村／草加市　活動形態／清掃活動

■ 場　所／県道足立越谷線　

■ 会員数／ 228 社 

■ 認定年度／平成 21 年 10 月（活動 11 年目）

美・ロードの会

① 団体や地域の特徴
　私たちが活動している弥藤吾地域は熊谷市の北部に

位置し、国道 407 号沿いに「道の駅め

ぬま」があります。駅では、地元の農産

物・季節の野菜を使ったお土産やグルメ

を販売しており、大勢の方の立ち寄りが

あります。

　当会は、子育てが終わり、自分たちの

時間が持てるボランティアが好きな女性

たちの集まりで結成されました。いまで

は男性３人も参加し活動しています。

② ロードサポートに参加した理由
　植樹帯等にゴミが捨てられているの

を見て、また、広報紙でロードサポー

ト制度があるのを知り、地域の美化に

努めたいとの思いから同志を募り参加

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
　年８回の除草や清掃を行っていますが、清掃してお

くとゴミを捨てていく人が少なくなりました。

　作業終了後には、コーヒーを飲みながらの談笑によ

り、会員同士のコミュニケーションが図られ楽しいひ

と時になります。

④ その他
　国道は交通量が多く、植込みの除草や清掃の際は、

交通事故にならないように、特に気を付けて作業して

います。

　会員の高齢化が進んでおり、次世代の会員確保が課

題となっております。

草加市倫理法人会

① 団体や地域の特徴

　草加市倫理法人会は一般社団法人倫理研究所の全国

700 単会あるうちの草加市の法人会組織です。会員は

草加市に会社がある中小企業が中心で現在 228 社。

　商工会議所、市役所とも連携をとり、市の行事（市

民祭り等）にも積極的に参

加しています。

② ロードサポートに

　　　　　参加した理由

　以前から自主的にまちの

清掃活動は行っていました

が、埼玉県に「ロードサポー

ト」という清掃活動がある

事を知り、定期的に会員に

告知して行うことができ、

駐車場の確保もできたた

め、参加することを決めま

した。

　開催は、３月、６月、９月、12月の年４回です。

③ 活動を通じて感じたこと、ロードサポートの効果

　単に地域を清掃するというだけでなく、自分自身の

心磨きという観点から行っています。

　ロードサポートの実施を近隣の住民の方も認知して

頂いているようで、年々落ちているゴミも少なくなっ

てきています。

　また、ロードサポートに、社員教育の場として参加

する会員企業もあり毎回 100 名前後の参加があり、

社員の清掃意識が高くなり、社内の美化にも効果があ

ります。

④ その他

　ロードサポート用のベストと帽子は、たいへん目立

つので助かっています。


