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北九州市道路サポーターの会29団体が
国土交通大臣表彰を受賞

26

平成26年8月27日(水)、西日本総合展示場新館３階で、平成26年度「道
路ふれあい月間」における道路愛護団体等の国土交通大臣表彰を受賞した
北九州市道路サポーターへの感謝状の伝達式がありました。受賞したのは、
北九州市道路サポーターの会の登録5年以上の29団体です。

平成26年度

国土交通省では、毎年8月1日から8月31日までの1箇月間を「道路ふれ
あい月間」
とし、毎年、路面の清掃、花壇の整備等、多年にわたり功績のあった

平成26年度に入り、
北九州市道路サポーターの会幹事会が4月、
5月、
7月に開かれました。幹事会に出席したのは、
各区の代表、
北九州市道路計画課、東部と西部の事務局を務めるNPO法人です。前年度の区会で集まった皆さんの声を反映させ、活動をより
スムーズに行うことができるよう、
意見交換が行われ、
運用基準を改定しました。新たな運用基準は平成26年7月から実施されるこ
とになりました。
今後も、
各団体がより活動しやすい仕組みにしていくために、
実情を把握し、
継続して見直しを行っていくこととしました。

民間の団体又は個人に対して国土交通大臣賞から表彰状が贈られます。
伝達式は、同日同会場で開催された道守ふくおか会議（北九州ブロック）意
見交換会のプログラムの一部として行われたもので、国土交通大臣からの感
謝状が代表者へ授与され、あわせて、国土交通省北九州国道事務所長から各
団体へ感謝状が授与されました。

平成26年度「道路ふれあい月間」表彰受賞団体 ［認定日順］
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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

北九州市道路サポーターの会幹事会開催

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 まちづくりサポート北九州 Tel.（093）967-7758 担当：渡辺
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（幹事会要旨）
平成26年7月1日より運用基準を改定、
主な改定内容は、
下記のとおりです。
①散水栓：原則として200mに1箇所設置可能
（これまでは、
1団体1箇所）
②軍手：団体人数分の軍手を支給が可能
（これまでは、
上限設定額まで）
③帽子：団体人数分を上限に支給し、
4年毎に更新が可能
④台車：原則として、
1団体に1台ずつ貸与が可能
⑤支給用具の追加：用具リストに除草用具を追加
今後の検討事項
●
道具が追加できる仕組みづくり
（現在は、
交換となっている）
●
道具貸与については、
上限額など仕組みがわかりにくいため、
団体の方にも分かりやすい仕組みづくりを行う
●
表彰制度や活動ＰＲ等活動団体の意欲向上に繋がる取り組みを考える必要がある
●
各団体が区会に積極的に参加してもらえるような仕組みと区会での意見の積極的な検討

第1回北九州市道路サポーターの会区会会議を開催
上記の3回にわたって行われた北九州市道路サポーターの会幹事会を経て、各区で活動する団体が実際に顔を揃え区会が開かれま
した。平成26年度から各区のまちづくり整備課担当者も区会に参加し、
ボランティア団体と行政が協働することにより、
さらによりよい
まちづくりに取り組んでいきます。また、今回は、運用基準改定の説明のため、北九州市建設局道路計画課の担当者も参加しました。
各区の代表による幹事会の報告に続き、運用基準改定についての質疑応答など、
日頃の活動を通しての様々な意見や要望が出され
ました。区会で出た意見や要望は、今後の幹事会で話し合われ、その結果は次回の区会で報告されます。

門 司 区 会
日
会

時：平成26年8月20日
（水）10：30〜12：00
場：門司区役所2階 第2会議室

出席団体：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)
門司港レトロ花の会、黄金町ビューティフルクラブ、白野江植
物公園、北九州ひまわりの里 生活介護事業所 門司港「しおか
ぜ」、
グリーンと仲よしクラブ、伊川花育会、松ヶ江南老人クラ
ブ若返り会、小森江西校区羽山東町内会、藤松ピーチの会、小
森江東クリーンクラブ

意見や提案事項：■北九州マラソン開催前に道路サポーター全体のイベントを検討したい
■台車カタログの作成や一輪車の貸与を検討してほしい
■清掃用具等の保管倉庫等設置の検討をしてほしい
■支援用具に、土壌改良剤と腐葉土、
プランターと土を加えてほしい

若松区会
日
会

時：平成２６年８月２１日
（木）
１０：００〜１１：００
場：若松区役所４階４０１会議室

出席団体：代 表▶渡辺清子（若松区１区青々会）

八幡西区会
日
会

出席団体：代 表▶吉田久美子（黒崎花咲かせ隊）

副代表▶西山康子(黒崎宿藤田代官通り会)
黒崎花咲かせ隊、黒崎宿藤田代官通り会、健福会、陣原市民

副代表▶高山多美子(ひびき花の会)
若松区１区青々会、ひびき花の会、おおあざ清創の会、ひまわ

センターボランティアあじさいの会、みちピカ穴生、赤坂フ
ラワー街道の会、まつぼっくりの会、有限会社 本城葬祭、

り、ひびき灘開発（株）、
（株）
ジェイリライツ、深町桜会、東海カ
ーボン
（株）九州若松工場、若松１区自治会、花野路青空会

田町舟町クリーンアップサポーター、曲里の松並木を愛する
会、奇麗な花を眺め隊、風薫る街曲里ボランティア清掃の会

意見や提案事項：■帽子の支給については、女性も多いので明るい色も加えてほしい（現在は、青、ベージュ、グレー、黒の4色）
■花火大会など、若松区で行事があるときに、各団体が参加できる清掃活動の場を設けてほしい
■市有地の雑草に困っている住民の声を整備課に相談した事例など、道路サポーターは地域を見守り、
行政とつなげることが大事だと思う

意見や提案事項：■除草剤を除草用具に加えてほしい

■プランターに花を植えているが、
プランターの貸与等について検討してほしい
■清掃活動時に着用するベストやジャンバーがあれば、道路サポーターの活動アピールにもなる

戸畑区会
日
会

時：平成26年8月22日
（金）13：30〜14：30
場：戸畑区役所3階 34会議室

出席団体：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)
さやふく環境サポーター、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、戸畑昭和通り振興
会、(株)ワイズ・コンピュータ・クリエイツ、
クラブワールドピー
スジャパン福岡支部

意見や提案事項：■台車か一輪車かを選択できるようにしてほしい

小倉北区会
日
会

（木町本町町内会）
副代表▶木谷直記
宮田町1丁目自治会、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、三郎丸四町内クローバーの会、
九州電力株式会社小倉営業所、手向山公園南地区公園愛護会、
ラベンダー地域支援センター、APTF北九州支部
真鶴会、株式会社タマヤサンローズ、九州電力株式会社 北九州支社、宮田町1老人クラブ、みずほふれあい花壇

意見や提案事項：■作業を効率化する支援用具については、人数×100円の予算とは別に認めてほしい

■除草用具リストに、草取り時に使用するイス、膝あてを追加してほしい
■貸与品についても、実状に合わせ、柔軟性を持たせた取扱いの検討が必要
■活動アピールのための用具の検討
（活動時に使用するのぼり、
ジャンバー、ベスト、
タスキ、ゼッケン、目立つ色の帽子等）

■道路サポーター活動用のチラシ配布等に関して道路計画課のサポートをお願いしたい

小倉南区会
時：平成26年8月25日
（月）13：30〜14：30
場：小倉南区役所 特B会議室

時：平成２６年８月２７日
（水）
１0：30〜12：00
場：小倉北区役所 西棟506会議室

出席団体：代 表▶岩本幹彦（宮田町1丁目自治会）

■倉庫の設置 一輪車がほしいがしまうための倉庫がない
■何年か経過したら団体のものになるなど、貸与の見直しを検討してほしい

日
会

時：平成２６年８月２６日
（火）
１３：３０〜１５：００
場：八幡西区役所６階６０４会議室

八幡東区会
日
会

時：平成２６年８月２８日
（木）
１０：００〜１１：００
場：八幡東区役所本館２階大会議室A

出席団体：代 表▶福岡明（朽網校区環境美化部会4丁目）

出席団体：代 表▶芳賀文明（枝光北まちづくり協議会）

意見や提案事項：■除草剤を、除草用具に追加してほしい

意見や提案事項：■団体としての予算がないため、散水栓の設置をお願いしたいが、水道料金の負担で悩んでいる

朽網校区環境美化部会3丁目、朽網校区環境美化部会4丁目、
朽網校区環境美化部会5丁目、特定非営利活動法人グリーン
サポート、長尾校区まちづくり協議会、北九州の玄関クリーン
アップ協議会下曽根駅支部、葛原4町内1、霧丘南校区自治連合会、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、モール大通り街、希望ヶ丘道路愛護会
■台車か一輪車かを選べるようにしてほしい
■メイン道路の枯れ果てた植樹帯対策(1団体では対応できない) 。持続力がなければまち美化にはつな
がらない
■美しく花を咲かせるためには土づくりが必要

副代表▶大平京子(山路松尾町年長者の会)
枝光北まちづくり協議会、山路松尾町年長者の会、果樹支
え隊、やまぼうし会、八幡東田まちづくり連絡会、神山地区
道路サポーター、NPO法人わくわーく、NPO法人里山を考える会、西本町３丁目花壇愛護会、株式会社清水建築
工業、九州電力㈱八幡営業所、北九州ライオンズクラブ、NPO法人北九州ウオーキング協会
■東田地区の入口トンネル植栽。以前花壇があったところに雑草が生え入口の景観が悪くなっている。花
壇にするなら管理などお手伝いできると思うので、扱いを検討してほしい
■スペースワールド駅の都市高速下、道路の植樹帯にゴミのポイ捨てが多すぎる為、造り替え等を検討で
きないか

