平成28年3月発行

33

紹介団体募集！

団体交流掲示板で
活動を紹介しませんか！
！

北九州市道路サポーター活動１０周年

道路サポーターだよりでは、
活動紹介を希望する団体さんを募集しています。
「ぜひ、
このコーナーで活動を紹介してほしい」
「活動紹介が

記念号

今後は、活動１０年団体を
総会で表彰！
！
北九州市道路サポーターは、平成１７年１０月１７日に１２団体約５００名の認定により、活動が
活動が始ま
りました。平成27年10月で活動10年を向かえ、平成28年3月現在で、
215団体約12,000人の方
が登録し、
活動していただいています。今後は、
長年活動いただいた団体への感謝の気持ちを表し、
道
路サポーター総会でその年度に活動１０年を迎えた団体を、表彰することとなりました。これからも、
道路サポーター団体が活動しやすいように、
区会・幹事会や総会でのご意見をできるだけ、制度に反映
させていきたいと考えております。今後とも、道路サポーター活動への参加とご協力をよろしくお願
い致します。

メンバーの励みになる」など、活動紹介を希望する団体さんは、
お気軽にお申込みください。活動日に取材担当者が伺ってお話
をお聞きし、
写真を撮影。紹介の文章を作成します。

北九州市道路サポーター活動の取り組み
H17.10 北九州市道路サポーター認定式
H18.10 道守九州会議みちづくしに初参加
H19. 1 総会実行委員会を設立
H21. 1 総会で初めて、
団体の活動報告
H21. 2 登録団体が100団体となる
H23〜
制度運営の新たな仕組みづくり開始
H23. 8 「道路ふれあい月間」
国土交通大臣
表彰を道路サポーターが初受賞

申し込みは、

H25. 2 道路サポーターの会を発足
（運営を登録団体と市で決める仕組み）
H25〜
幹事会・区会を開催
H26. 1 市制５０周年のまち美化団体感謝状を
各道路サポーター団体が受賞
H26. 5 登録団体が200団体となる
H28. 2 総会で活動10年団体の表彰を開始

事務局のＮＰＯ法人または、
道路計画課にまで。

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

幹事会

検索

区会

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。

NPO法人 ふきの会
NPO法人 西日本環境ネットワーク

Tel.（093）511-6700 担当：古海
Tel.（093）513-2651 担当：御園
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道路サポーター認定式（H17.10）

活動10年団体の表彰

発足から10年！

道 路 サ ポ ー タ ー 1 0 年 の 歩 み を 振 り 返 る！

１０年間の総会開催状況
第1回総会

平成18年4月24日

西日本総合展示場新館会議室（AIM３階）

○記念講演

第6回総会

亀野辰三 大分工業高専教授（道守大分会議 副代表世話人）

○意見交換会

平成18年 5 月

花苗及び散水栓支援の制度開始

平成19年度〜

NPOによる運営委託

平成20年度

サインボードの設置を開始

平成22年度〜

NPOによる運営委託を東西の２地区に分割

平成24年度

散水栓の水道基本料金の支援
（夏季４ケ月）
を開始

平成26年度

散水栓増設、
用具追加
（台車、
除草用具）、
帽子更新などを開始

平成27年度

のぼりを希望団体に配布

散水栓の設置を開始

平成23年2月2日

西日本総合展示場 新館
○プレイベント

杉山文野講演会「世界のゴミから見るセカイ」
〜歌舞伎町から南極まで

「 みち美化 は街づくりの第一歩
〜道路美化活動の新たな展開〜」

道路サポーター支援制度のあゆみ

杉山文野 氏（グリーンバード歌舞伎町 チームリーダー）

○団体からの活動報告

登録10年目の団体に、
10年間の活動を表彰する制度を設置

サンサンねっと北九州、家庭倫理の会 北筑、
（４団体：浅生まちづくり協議会、
北九州市青年会議所 建設部会）

○グループ別懇談会・交流会

第2回総会

平成19年2月26日

AIM８階 KTI大ホール及び西日本総合展示場
（中展示場会議室）
○基調講演

「由布院のみちづくりからまちづくり」
桑野和泉氏

由布院玉の湯代表取締役社長
（道守大分会議 代表世話人）

平成24年2月8日

西日本総合展示場 新館

○プレイベント

花苗の育成講習会
市釜石復興支援担当課長による東日本大震災の現場
における体験談

○団体からの活動報告

（２団体：馬六フラワー会、
枝光北まちづくり協議会）

○グループ別懇談会・交流会

第3回総会

第7回総会

○交流会

第8回総会

平成20年2月18日

平成25年2月6日

ＡＩＭビル３階 Ｇ展示場

AIM３階 会議室

○プレイベント

○基調講演

「お互いのパワーで絆を深めよう」
シンポジウム

「道をテーマに地域の元気づくりを！」

中村幸子氏 熊本の道を語る女性の会 代表（道守熊本会議 事務局長）

参加団体：green bird、
ＮＰＯ法人道守長崎

○区毎意見交換・交流会

○グループ別懇談会・交流会

これまでの道路サポーター活動のPR
平成19年度〜

道路サポーター制度パンフレットを作成
ホームページ開設

平成19年 8 月

サポーターだよりの発行を開始

平成20年度

ボランティア支援パンフレット
（道路・公園・河川）
の作成

平成21年度

のぼりを作成

平成21年10 月

エコスタイルタウン
（現エコライフステージ）
で初めてボランテ
ィア３団体
（道路・公園・河川）
のＰＲ

平成21年12 月

美しき世界の環境首都シンポジウムを開催
基調講演：松井一代氏
パネルディスカッション：美しいまちづくりの輪を広げるために

第4回総会

第9回総会

平成21年2月17日

北九州芸術劇場 大ホール

AIM３階 会議室

○花苗についての講習会

松末義実 氏（NPO法人グリーンワーク）

○団体からの活動報告

宿場通り藤田、
（ 3団体：黄金町ビューティフルクラブ、
）
ひまわり

○グループ別懇談会・交流会

※参加者に道路サポーター団体１００団体記念の苗木贈呈

第5回総会

平成27年2月17日

○プレイベント

荒川祐二講演会
「半ケツとゴミ拾い」

「スポーツGOMI拾い事業について」

荒川祐二 氏（社会活動家）

上村英樹 氏（ＮＰＯ法人北九州スポーツクラブＡＣＥ）

）

４団体：花咲く街づくり穴生、木町本町町内会、
グリーンワーク白野江チーム、ひびき花の会・
福岡県立若松高校

○グループ別懇談会・交流会

○感謝状贈呈
○活動団体報告（道路サポーター代表 高稜高等学校）
○活動団体パネル展

ＡＩＭビル３階 G展示場

○プレイベント

（

市制５０周年記念 ボランティアシンポジウム
（同日同会場開催）
○高木美保氏基調講演「自然を感じて暮らす」

第10回総会

平成22年2月9日

西日本総合展示場 新館 Ｂ、
Ｃ展示場
○団体からの活動報告

平成26年1月25日

「花苗の育成講習会」

松末義実 氏 （ＮＰＯ法人ふきの会フラワーアドバイザー）

○区毎意見交換・交流会

平成22年10 月

モノレール駅舎にボランティア３団体
（道路・公園・河川）
ポスター掲示

平成26年 1 月

市制５０周年記念 ボランティアシンポジウム・パネル展を開催

平成27年 2 月

道路サポーター活動１０周年記念パネル展を開催

