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散水栓に関するアンケート結果報告 回答団体数128（回答率66％）
設問 1

はい 50.8％

設問 2

設問 3

水を自宅等でポリタンク等に汲んで運び
水やりを行う 32％

いいえ 49.2％

沿道の水道栓からホースで水やりを行う 10％

道路サポーターの支援メニューである散水栓を設置していますか。
（設問1で
「はい」
を選んだ方）
はい 38％

その他 28％

はい 48％

第9回北九州市道路サポーターの会総会及び
環境美化ボランティアシンポジウム開催

なりますか。
（全団体へ）
賛成 27％

どちらかといえば賛成 50％

市制５０周年を記念し、例年の北九州市道路サポーターの会総会開催にあわせて、建設局が支援する環境美化のボランティア活動を行う団体が一

どちらかといえば反対 12％
反対 6％
無回答 5％

いいえ 52％

市制50周年記念

無回答 30％

設問 6 「散水栓の設置箇所数を増やさないか」の意見にどうお思いに

いいえ 62％

散水栓に関して課題がありますか。
（設問2で
「はい」
を選んだ方）

24

水やりはどのように行っていますか。

花苗活動団体ですか。
（「はい」の方は、設問2へ進んでください。
「いいえ」の方は、設問6
へ進んでください。

堂に会す環境美化ボランティアシンポジウムを開催します。
参加団体は、
「 道路サポーターの会」をはじめ、
「 公園愛護会」
「河川愛護団体」
「花咲く街かどづくり推進協議会」
「うぇるっちゃ！花壇」
「フラワーコ

「どちらかといえば賛成」
を選んだ方へ
設問6-1 設問6で「賛成」
その理由は。

ボランティア活動とはいえ、水やりは
負担が重いから 87％

ーディネーター」の皆さん。各団体相互の理解を深め連携を図るとともに、活動団体の報告から市民への活動のＰＲを行うためのヒントなどを探しま
す。ぜひご参加ください。

【日時】

1月 25日

平成 26 年

土

【会場】

12：00〜16：30

設問 4

12：00〜12：30

それはどんな課題ですか。
（設問3で
「はい」
を選んだ方）

その他 12％
無回答 1％

水道料金が負担になっている 17％
散水栓が足りないので
増やしたい 50％

その他 25％

「どちらかといえば反対」
を選んだ方へ
設問6-2 設問6で「反対」
その理由は。

ボランティア活動なので、出来る範囲で
行うべきだから 70％

●
●

代表挨拶
活動報告

14：00〜16：30
●
●

第9回北九州市道路サポーターの会総会
●
●

幹事紹介
記念撮影

環境美化ボランティアシンポジウム

感謝状贈呈
高木美保氏基調講演

「自然を感じて暮らす」

テーマ
●

※会場ロビーで、
7区における活動団体紹介パネル展を開催

無回答 8％

設問 5

花苗活動団体のみへの手厚い
支援になるから 17％
その他 13％

なぜ散水栓を設置していないのですか。
（設問2で
「いいえ」
を選んだ方）
水道料金の負担が重たいから 10％
近くに水の協力をしてくれる場所があるから 20％
ボランティア活動であり
過分な支援であるから 17％

活動団体報告

設問 7

もし、市が散水栓の設置数を増やす場合、1団体どの程度が妥当
だと思いますか。
花苗活動範囲に応じて 63％

花苗活動範囲に対する
人数に応じて 2％

北九州芸術劇場 大ホール

各区パネル展
【日時】

1 月21日（火）〜 23日（木） 8：30〜17：15（小倉南区は9：00〜17：00）

【場所】 各区役所市民ロビー ( 小倉南区は生涯学習センター )

・門司区役所1階 ・小倉北区役所2階・小倉南生涯学習センター２階階展示コーナー
・若松区役所1階・八幡東区役所1階 ・八幡西区役所4階 ・戸畑区役所1階

高木美保氏プロフィール
タレント。1962年生まれ。1984年映画「Ｗの悲劇」
でデビュー後、
ドラマ
「華の嵐」
の主役をはじめＮＨＫ大河ドラマ等
に出演。
またバラエティー番組にも出演。1998年11月、
自然と共にある生活を求めて、栃木県那須高原に住まいを移
し、農業にも取り組む。現在は芸能活動のみならず、講演や執筆業など幅広い活動を展開。
テレビ朝日
「モーニング
バード！」
レギュラー
（木曜日）
のコメンテーターとして出演中。

第3回北九州市道路サポーターの会幹事会を開催
平成25年11月28日
（木）
本庁舎15階 15A会議室において、
第3回北九州市道路サポーターの会幹事会が開かれました。幹事会に出席したのは、各
区の代表、
北九州市道路計画課長。区会の意見や要望、
全団体を対象としたアンケート結果等を基に、
活発な意見交換を行いました。
アンケート実施の結果、
全193団体中128団体から回答があり、
回答率は66%でした。散水栓や清掃用具への要望など、貴重な声が寄せられました。

幹事会要旨
その他 23％

無回答 30％

2箇所 6％
その他 20％
無回答 9％

今度は皆さんの活動地域へお邪魔するかもしれません…。 ●今回ご紹介した団体へのお問い合わせは、
下記事務局まで。

北九州市道路サポーター

散水栓設置に関する運用基準改定（設置数の変更）
1団体1箇所
⇒ 花苗活動範囲の延長200ｍ毎に散水栓を1箇所設置できることを基本とし、現地の地理的状況などにより、散水が著しく困難
であると認められ、近くに水道管本管がある場合は、個別に検討する。
● 支給品の運用基準改定
（タオル・軍手数の変更）
年間上限支給数「100円×人数（50人まで）の予算内」
（最大個数として、軍手だと120組、又はタオルで60枚が支給できる）
⇒ 構成人数が多い団体は全員に軍手が行き渡るようにする。
● 帽子の支給
（紺・ベージュ・黒色、現在基準なし）
1団体50個が目安 ⇒ 団体の人数分を上限とし、4年更新可能。
● 清掃用具の追加
貸与用具の追加についてのアンケートの結果、要望の多かった除草用具と台車については、活動団体に聞き取りを行い、
具体的に詰めていく。
● 市民花壇等との比較
市民花壇以外で市が支援している花苗活動について次回幹事会までに整理する。
●

検索

北九州市道路サポーターのホームページは、知りたいことがすぐにわかるような構成とし、活動レポートやニュースなど、
「サポーターだ
より」
でご紹介しきれない情報や各区の認定団体さんを掲載しています。
「サポーターだより」
ともどもご活用ください。

●

Tel.（093）511-6700 担当：古海
NPO法人 ふきの会
NPO法人 タウンモービルネットワーク北九州 Tel.（093）531-2200 担当：濱田
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第9回道路サポーターの会総会及び環境美化ボランティアシンポジウム

日時：平成26年1月25日（土） 12時〜16時30分
会場：北九州芸術劇場 大ホール（1・2・3F、1269席）
※毎年恒例のサポーター総会後の交流会は、
シンポジウム開催のため本年度は行わない。
※今回改定した基準の適用は、平成26年度からとする。
※次回の幹事会は、平成26年1月17日(金)10:00から開催する。幹事会には運営支援を行っている両NPOも同席する。

第2回北九州市道路サポーターの会
区会を開催
上記の第3回北九州市道路サポーターの会幹事会を経て、12月に各区で第2回目となる区会が開かれました。
各区の代表からの幹事会の報告に続き、
日頃の活動における問題点について活発な意見が交わされ、各区会ごとに意見や要望などの
提案事項等が話し合われました。
区会で出た意見や要望は、再度幹事会で話し合われます。

門司区会
日
時：平成25年12月11日（水）13：30〜15：00
会
場：門司区役所 第1会議室
出品団体：代 表▶北里幸良（門司港レトロ花の会）

副代表▶中井黄美男(黄金町ビューティフル・クラブ)
白野江植物公園、
グリーンと仲よしクラブ、知的障害者施設 大里東「あおぞら」、小森
江三丁目町内会、
グループホーム潮風、小森江西校区羽山東町内会

意見や提案事項：
■道具の貸与、散水栓などの運用基準を文書にし、何が利用できるか明確にしてほしい
■清掃用具等の保管倉庫等の設置については、他団体との連携も含め対応策を検討する
■タバコの吸殻対策として、条例による路上喫煙禁止区域を設けるなどの対策が必要
■のぼりを立てて清掃するなど、活動のアピールが新規団体加入につながる

小倉南区会

戸畑区会
日
時：平成25年12月17日（火）13：30〜14：30
会
場：戸畑区役所 31会議室
出品団体：代 表▶佐々木憲一郎（さやふく環境サポーター）

副代表▶戸成武(戸畑区老人クラブ友親会)
浅生まちづくり協議会、東丸山地区自治協議会、(株)ワイズ・コンピュータ・クリエイツ

意見や提案事項：

■散水栓の追加や段差のある場所での散水対策など
■清掃用具の保管、肥料や土などの一時保管場所がなく困っている
■信号待ちの際にタバコの吸殻を道路へ投げ捨てる行為が許せない
■「清掃中」
と書かれたのぼりをお願いしたい

若松区会
日
時：平成25年12月18日（水）10：30〜11：30
会
場：若松区役所203会議室
出品団体：代 表▶渡辺清子 (若松１区青々会)、

東海カーボン
（株）、ひまわり、ひびき花の会、若松高校、行学学園ボランティアグル
ープ

意見や提案事項：
■活動範囲が広く、交通機関もなく、周りに住民がいないので人手が足りない。
企業に声をかけても参加率はよくない
■新規団体を増やすには、企業、
まちづくり協議会、市民センターに働きかけてはどうか
■道路サポーターを知らない人が多いので、周知活動が必要

小倉北区会

日
時：平成25年12月13日（金）13：30〜15：00
会
場：小倉南区役所 特A会議室
出品団体：代 表▶福岡明（朽網校区環境美化部会4丁目）

日
時：平成２５年12月20日（金）
１３：３０〜１５：００
会
場：小倉北区役所 512会議室
出品団体：代 表▶岩本幹彦（宮田町1丁目自治会）

意見や提案事項：

意見や提案事項：

八幡西区会

八幡東区会

副代表▶吉本保(長尾校区まちづくり協議会)
朽網校区環境美化部会3丁目、寿会(長尾南)、
サンサンねっと北九州、北九州国道事務
所清掃ボランティアの会、沼校区生活安全パトロール隊、空港小倉東ロータリー会、希
望ヶ丘道路愛護会、寿友会
■帽子、
ジャンバー、のぼりなどで道路サポーター活動をアピールする必要がある
■枯れて何も植わっていない道路の植え込みの管理を道路沿いの企業にお願いし、花を植えてもらうことはできないか。企業名を入
れたプレートを設置すれば企業のPRにもなる
■道路サポーターの会、市民花壇、公園愛護会などの活動について知りたい

副代表▶木谷直記（木町本町町内会）
桜丘市民センターボランティアの会、馬六フラワー会、瑞穂1.2.3.4自治会 瑞穂会、
三郎丸四町内クローバーの会、手向山公園南地区公園愛護会、APTF北九州支部真
鶴会、九州電力株式会社 北九州支社、宮田町1老人クラブ
■現在支給されている清掃用具は、
すぐに使えなくなるなど、役にたっていない。
■場所は確保できるので、清掃用具の保管倉庫を設置してほしい
■活動を知ってもらい新規会員獲得のためにも、活動時にのぼりを立てて活動しては
■車に対する活動中の危険防止対策として、
「清掃中!」看板を設置してほしい

日
時：平成25年12月17日（火）10:30〜11:45
会
場：八幡西区役所6階、604会議室
出品団体：代 表▶吉田久美子 (黒崎花咲かせ隊) 、

日
時：平成25年12月20日（金）14:00〜15:45
会
場：八幡東区役所別館11会議室
出品団体：代 表▶芳賀文明(枝光北まちづくり協議会)

意見や提案事項：

意見や提案事項：

陣の原あじさいの会、本城葬祭、
まつぼっくりの会、田町舟町クリーンアップサポ
ーター
■角度のついたギザギザになった草取り用具に変えてほしい
■活動範囲が広範囲なので除草剤を使いたい
■会員の高齢化対策として、地域の団体に頼るのは限界がある
■イベント的に活動を行う、地元の経済界に呼びかけ民間団体を誘うなどの方法も

副代表▶大平京子(山路松尾町年長者の会)
やまぼうしの会

■区会への参加率が低いが、個人情報を教えてもらえない団体もあり全ての団体に
呼び掛けるのは難しい。
■運営団体のNPOから他団体の活動日を教えてもらい、直接、参加働きかけるのはどうか。
■区会の意義をもっと認識させ、区会の重要性を高める必要がある。
■区会が道路サポーター活動を支えるものであることを訴求し、せめて半数の団体が参加する区会にしたい。

