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NTT西日本 北九州支店

九州電力(株)八幡配電事業所

〜この道では、
どんな皆さんが活動しているの？〜
身近なところで、いきいきと活動を継続している団体の皆さん。
それぞれのちょっとした工夫やアイデアが、
これからの活動のヒントになるかもしれません。
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もしかしたら、
こちらの団体さんって
私たちのすぐ近くかもMAP

de

キャッチ

平成29年度北九州市道路サポーターの会幹事会開催
平成30年2月8日
（木）
、本庁舎7階72会議室において、第2回となる北九州市道路サポーターの会幹事会が開かれました。
総会(案)、連絡先共有アンケート、区会意見の対応、区会の開催などについて活発な意見が交わされました。

NTT西日本 北九州支店

点での活動を繋げることで、
まち全体を花のあるきれいなまちにしていきたい。

「ビルの前にある、
植え込みだけの殺風景な花壇をなんとかしたい」
とスタートした、
NTT西日本北
九州支店の皆さんの道路サポーター活動。
6月20日の花植えの日、
「参加は強制ではなく、
声かけだけなので、
何人の方が参加してくれるか
不安でした」
という代表の藤浪さんの心配を吹き飛ばすように、
社員の方が続々とビルから出てきて
作業に加わり、
植え込みの間にテキパキと花を植えていきます。
この日の参加者は村上支店長をはじ
め総勢40人。
その様子から皆さんがこの花植えを楽しんでいる様子が伝わってきました。
歩道を通る方から
「きれいですね」
と声をかけられることも多く活動の励みになっていると同時に、
「花を通して、
地域の方とごく自然に会話ができるのがうれしい」
と話していました。
NTT西日本北九州支店のある古船場周辺は、
企業やお店などが多いエリアであることから、
「道路
サポーターの活動が周辺にも広がって、
どんどん繋がっていくことで、
通り全体、
まち全体がもっと明
るく、
もっときれいになっていくのではないか。
そのためにも頑張って活動を継続していきたい」
、
そ
の言葉からもまちを愛する思いが伝わってきました。

取材
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連絡先共有アンケートについて
区会等で
「合同清掃など、登録団体間の連携を図るため、連絡先の共有をお願いしたい」
という要望が出ていました。
この声
を受け、
まずは各団体の希望調査を実施し、今後は連絡先の共有を希望する団体間においてのみ、連絡先の共有を開始した
いと考えています。

区会意見への対応ついて
1 用具について
要 望 側溝の掃除に使用するため、
十能を追加してほしい
回答

来年度から支援用具に追加
〈十能について〉● 長さ30cm程度、
ステンレス製

九州電力(株)八幡配電事業所

要望

一輪車のタイヤがパンクした際の対応をお願いしたい。

回答

パンクのみの故障についてはタイヤ交換で対応

2 花の育て方のアドバイスについて

一人のチカラをチームのチカラに、地域の清掃活動で社会に貢献。

平成26年6月に道路サポーターに登録し、
道路サポーターとしての活動を始めた九州電力(株)八
幡営業所の皆さん。
その後、
平成28年12月、
八幡営業所が八幡営業所と八幡配電事業所に分かれ
たことを機に、
「八幡配電事業所」
として新たに登録し、
地域の清掃活動を続けています。
活動日は、
毎月第一水曜日。
朝8時から始業前の時間を使っての活動に、
毎回約30名の所員が参
加しています。
事業所を拠点に八幡駅までの周辺を4つのブロックに分けて、
グループ毎に、
道路、
歩
道、
八幡駅周辺、
公園等で清掃活動を行っています。
社会貢献活動の一環としてスタートした活動も今年で3年。
『行動しよう!今できる事から〜一人の
行動はみんなの力〜』
をスローガンに、
所員一人ひとりが
「自分にできる事は何か」
を考えて行動し、
その行動を強いチームワークでさらに大きなものにしていきたいと地域の清掃活動を続けていま
す。
また、
所員の皆さんにとっては活動に参加することが、
職場の一体感を醸成することにもつながっ
ているのだそうです。

要望

必要なタイミングで、花の専門家のアドバイスがほしい。

回答

現在も花の育て方のアドバイスを実施しているので、運営支援NPOにご依頼を。
〈今年度の活用事例〉● 八幡西区穴生で3団体合同の花植え教室を実施

道路サポーター総会の開催が決まりました!
第13回北九州市道路サポーター総会

開催内容

日時 ： 平成30年3月13日(火) 13:30〜18:15
場所 ： ミクニワールドスタジアム北九州
小倉北区浅野3-9-33

加
ぜひご参
。
ください

プ ログラム

■プレイベント 13：30〜14：40
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

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。

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

「ミクニワールドスタジアム北九州見学ツアー」
普段見ることができないスタジアム内部を見学します!

■区毎意見交換会 14：50〜15：20
■総 会 15：30〜17：00
主催者・来賓挨拶
活動10年団体の表彰
● 国土交通省道路愛護表彰
● 道路サポーターの会取り組み紹介

新規団体紹介
幹事・運営NPO紹介
● 記念撮影

●

●

●

●

■交流会 17：15〜18：15

ピッチが一望できる部屋で交流会を行います。
参加費：1,000円
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北九州市道路サポーターの会
区会を開催
7月4日に行われた北九州市道路サポーターの会幹事会を経て、各区で区会が開かれました。
幹事会報告として、平成29年度〜30年度の道路サポーターの会役員の紹介、道路サポーター事業の予定、団体
からの意見や要望への対応についてなどの説明があり、その後、様々な意見や要望が出されました。区会で出た意
見や要望は再度幹事会で話し合われました。
また、今回は区会への参加率向上のために、参加した皆さんにタオルと軍手を配りました。

若松区会
出席団体： 代

日 時：平成29年8月8日
（火）
会

10：30〜12：00

場：若松区役所4階401会議室

表▶渡辺 清子
（若松区１区青々会）
副代表▶花田 佐恵子(おおあざ清創の会)
日本鉄塔工業、西日本家電リサイクル、若松区保護司会、花野路青空会、
久岐の浜クリーングループ

意見（要望）や提案事項
■用具に関して
・溝掃除をするにあたり
「ちりとり」では幅があり清掃がしにくい。
「十能」が欲しい。
■作業中のヤッケ希望
・ヤッケやジャンパーなど。背中に
「サポーター」のロゴが入った物があれば、危険防止やアピールにもなる。・タスキでもよい。
■作業中の安全確保
・作業範囲をわかりやすく
「三角コーン」は使えないだろうか。

八幡 東区会

会

15：30〜16：30

場：八幡東区役所 2階大会議室A

表▶芳賀 文明
（枝光北まちづくり協議会）
副代表▶大平 京子(山路松尾町年長者の会)
九州電力㈱八幡営業所、九州電力㈱八幡配電所、
NPO法人 北九州ウォーキング協会、ボランティア勇気

意見（要望）や提案事項
■用具に関して
・溝掃除をするにあたり
「十能」は良いが、柄が短いので使用しにくい場合もある。
■会員名簿に関して
・区会のお誘いや横のつながりを取るために、区単位でまとめて頂けると助かる。(代表芳賀氏)
■ポイント制の活用
・区会、会議への参加にポイントを活用出来ないだろうか。
■タバコのポイ捨てに関して
・迷惑防止の範囲が広がって欲しい。また、啓発活動の周知徹底をして頂きたい。
・「カメラ設置」の看板設置を提案する。
（多少の効果はあるので）

出席団体：代

日 時：平成29年8月9日
（水）
会

10：30〜11：30

場：八幡西区役所 6階602会議室

表▶藤元 武彦
（みちピカ穴生）

花咲く街づくり穴生、日の峯キレイ隊、健福会、
黒崎宿藤田代官通り会、ひまわりの会、田町舟町クリーンアップサポーター、
黒崎花咲かせ隊、井樋口町内会、鳴水まちづくり協議会

意見（要望）や提案事項
■会員名簿に関して
・区の団体名簿が欲しい。
■サポーター活動の広がりに関して
・区が広いので各団体が何をしているかわからない。近い区域でグループを決めて活動の助け合いをしてみてはどうだろうか。
サポーターだけでなく、他の団体との繋がりにまで発展するとよいと思う。
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日 時：平成29年8月22日
（火）
会

10：30〜11：30

場：小倉北区役所西棟7階 特別会議室

出席団体：代

表▶木谷 直記（木町本町町内会）
副代表▶児玉 國廣（馬六フラワー会）
桜丘市民センターボランティアの会、馬六フラワー会、木町本町町内会、九州電力株式
会社 小倉配電事業所 配電総括グループ、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、高坊2丁目南町内会、小倉のまちづくりを考える会、APTF北九州
支部真鶴会、足立公園メモリアルクロス公園愛護会、九州電力株式会社 北九州支社、
宮田町1丁目自治会、宮田町1シニアサークル、みずほふれあい花壇、日明リサイクル
工房、NTT西日本北九州支店、小倉工業高等学校IAC、株式会社 太平設計、九州総合
サービス(株)北九州支社

意見や提案事項
■ポイント制の活用について
・ポイントを有効に活用するため、期限を設けるなどを検討し、必要としている団体にポイントがいくよう考えてほしい。
■危険防止のジャンパーを希望
・帽子だけではなく、目立つ蛍光色のジャンバーがあれば、活動時の危険防止になる。
■タバコのポイ捨て、マナーアップの周知徹底を
・タバコのポイ捨てやマナーの悪さの改善策として、
迷惑行為防止条例など、
もっと周知徹底に取り組む必要がある。

戸 畑 区 会
出席団体：代

日 時：平成29年8月23日
（水）
会

10：00〜11：00

場：戸畑区役所3階 34会議室

表▶佐々木 憲一郎
（さやふく環境サポーター）
副代表▶池本 真一（私たちの未来環境プロジェクト）
戸畑区老人クラブ友親会、東丸山地区自治協議会、
さやふく環境サポーター、
戸畑昭和通振興会、私たちの未来環境プロジェクト

意見や提案事項
■参加団体数を増やすために
・戸畑区には企業が多いので、企業にも参加を呼び掛けるなど、団体数を増やすための取り組みを進めてほしい。
■花苗数の不足について
・活動範囲が広いため、配布される花苗では足りない。
・花苗の不足を補うため、稲を植えたプランターを並べている。稲は5月に植えれば10月まで長持ちする。
・挿し木で簡単に増えるポーチュラカで花の不足を補う方法もある。

日 時：平成29年8月10日
（木）

出席団体：代

八 幡西 区会

小倉北区会

小倉南区会
出席団体：代

日 時：平成29年8月25日
（金）
会

10：30〜11：30

場：小倉南区役所 4階特A会議室

表▶吉本 保(長尾校区まちづくり協議会)
副代表▶桐山 武廣(希望ヶ丘道路愛護会)
長行ふれあい通り愛護会、
グリーン若園、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、サンサンねっと北九州、空港小倉東ロータリー会、モール大通り街、
希望ヶ丘道路愛護会

意見や提案事項
■必要なタイミングで、花の専門家のアドバイスを
・花を植えた後、花が成長した段階で、切り戻しの方法など花を長持ちさせるためのアドバイスがほしい。
・この花は暑さに強いなど、花苗リストにそれぞれの花の育て方アドバイスなどが書いてあると参考になる。
・花の専門家として、花についてのワンポイントアドバイスを区会で実施することもできる。
■企業の参加について
・道路沿いに企業や商店が並んでいるのに、会社の目の前にある花壇に手を出さない。
・他県の例として、○○会社などの看板を立て、担当を決めて、道路沿いに花を咲かせている地域もある。

門 司 区 会
出席団体：代

日 時：平成29年8月28日
（月）
会

13：30〜14：30

場：門司区役所3階 大会議室

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)
九州旅客鉄道(株)門司駅、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、門司港レトロ花
の会、ヤナイ地域清掃隊、松ヶ江南老人クラブ若返り会、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、風師あいの坂道愛護会、錦まちづくり工房

意見や提案事項
■帽子の仕様変更等について
・首を覆う布付きタイプなど、夏の活動時にも使える日よけになる帽子がほしいという意見が出た。
・女性にはつばの広い帽子がいいのではないか。
・帽子の更新ではなく、
メンバーが交代した為、新規メンバー用の帽子がほしい。
■門司区独自の活動について
・年に一度程度、北九州マラソンの前頃に、門司区の団体による清掃活動を行ってはどうか。
・北九州マラソンの前にはすでに199号線で清掃を行っているので確認が必要。
・地域によっては交通の便が悪く、活動場所まで行けない団体もある。
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