令和 4年3月発行

◆ 令和3年度表彰団体のお知らせ
長年のご活動ありがとうございます。
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活動10年団体表彰

平成23年に登録した16団体が、活動10年の表彰を受賞（認定日順）
戸畑区

私たちの未来環境プロジェクト

小倉北区 九州電力株式会社 北九州支社

小倉北区 APTF北九州支部真鶴会

小倉北区 九州電力株式会社 北九州支社 営業部

小倉南区 希望ヶ丘道路愛護会

門司区

小倉南区 蒲生グリーン＆フラワークラブ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、令和4年2月8日に予定していた
「道路サポーター総会」
が中止となり、残念でした。

小倉南区 花壇草抜き会

小倉北区 北九州まちづくり応援団株式会社
小倉南区 株式会社不動産中央情報センター 守恒店
門司区

松ヶ江南老人クラブ若返り会

ヤナイ地域清掃隊

門司区

市長より、
日頃の道路サポーター活動についてメッセージをいただきましたので、
お伝えします。

市長メッセージ

小森江ひまわりの会

小倉北区 大和リース株式会社 北九州営業所

道路サポーターの皆様におかれましては、
日頃より道路の清掃や花植え等を通じ、
道を守り育

小倉北区 九州電力送配電株式会社 北九州支社

小倉南区 藤和ガーデニングクラブ

門司区

てる活動にご尽力をいただき、
心よりお礼を申し上げます。
また、
長年にわたる献身的なご活動に

グループホーム潮風

深く敬意を表します。

道路ふれあい月間国土交通省表彰

現在、
道路サポーターについては、
市内の自治会や地域で活動する団体、
企業など約２３０団体

令和3年度「道路ふれあい月間」国土交通省表彰受賞団体(認定日順)
2015年道路サポーターの会

に登録していただいており、
「美しい街並みへの愛着や環境を大切にする心」
が街づくりに結び付
くなど、
活動の輪が市内全域に広がっています。

小倉北区 株式会社 太平設計

若松区

日本鉄塔工業株式会社

小倉北区 NTT西日本 北九州支店

若松区

青葉にこにこ緑地隊

小倉北区 学習センター 小倉キャンパス

特に、
昨年の
「２０２１世界体操・新体操選手権北九州大会」
では、
大会会場や練習会場付近を始
め、
皆様方の活動エリアにて花植えや清掃活動などに取り組んでいただきました。

小倉北区 小倉紫雲閣

戸畑区

北九州テクノパーク美化グループ

小倉北区 株式会社サンレー

戸畑区

浅生通り振興会

「みちづくし in 北九州2021」
では、
サポーターの方々の取組が、
地域と行政の協働による先導
的な好事例として評価されました。
このようにサポーター活動は、
市民のおもてなしの心の醸成や市のイメージアップにつながっ
ていると感じており、
心より感謝を申し上げます。

小倉北区 松柏園ホテル

近年の持続可能な開発目標・ＳＤＧｓに対する社会全体の理解の拡がりから、
ここ最近は市内企業等のサポーター制度への新たな加入が多

◆ 新規登録団体のご紹介

く見受けられます。

令和3年度は、令和4年2月末時点で20団体に新規登録いただきました。ご活動よろしくお願い致します。

門司区

黒川西ボランティア

戸畑区

異島電設株式会社

門司区

株式会社クリーンセンター

若松区

鷺田組合（第28区12組）

門司区

株式会社野原商会

若松区

ひびきのスターズ

門司区

神鋼メタルプロダクツ株式会社

八幡東区 西本町帆柱2号線道路サポーター

門司区

株式会社座小田電気

八幡東区 株式会社ミズカミ

小倉北区 三菱UFJ銀行 北九州支店

八幡東区 九州国際大学

小倉北区 黒原街園

八幡東区 吉川工業株式会社

小倉北区 田村産業株式会社

八幡西区 茶屋の原団地自治区会

小倉南区 白石鉄工株式会社

八幡西区 株式会社大安

戸畑区 （株）アトル 小倉支店

また、
昨年の１１月に、
九州各県で活動する道守の皆さんが集い開催された道守九州会議交流会

八幡東区 九州電力送配電（株）八幡配電事業所

住みよい街」
の実現を目指してまいります。

■北九州市道路サポーターの会

役員の紹介（令和4・5年度）

芳賀 文明〈八幡東区代表〉
副代表（副幹事長兼務） 福田 学〈八幡西区代表〉
代表（幹事長兼務）

幹事および副幹事
区代表
区

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。

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

析したＯＥＣＤの
「北九州レポート」
では、
「市民や企業、
教育機関など様々なステークホルダーの社会活動への参画」
が高く評価されました。
今後も、
地方創生やＳＤＧｓ達成に向け、
道路サポーターの活動を始めとした様々な取組を着実に推進し、
市民の皆様とともに
「日本で一番

八幡西区 株式会社宮崎組

北九州市道路サポーター

本市は、
ＯＥＣＤより、
アジア地域で初めて
「ＳＤＧｓ推進に向けた世界のモデル都市」
に選定されています。
昨年発表された本市の取組を分

Tel.（093）511-6700 担当：古海
Tel.（093）513-2651 担当：御園

団体名

区副代表
氏

名

団体名

氏

名

門 司 区 NPO法人門司港レトロ花の会

北里 幸良

黄金町ビューティフル・クラブ

小倉北区 木町本町町内会

木谷 直記

馬六フラワー会

児玉 國廣

葛原第二道路サポーターの会

則松 富子

小倉南区 長尾校区まちづくり協議会

吉本 保

中井 黄美男

若 松 区 若松1区青々会

渡辺 清子

深町桜会

花村 嘉男

八幡東区 枝光北まちづくり協議会

芳賀 文明

山路松尾町年長者の会

大平 京子

井樋口町内会

鈴嶋 幸雄

八幡西区 有限会社本城葬祭

戸 畑 区 さやふく環境サポーター

福田 学

佐々木 憲一郎 私たちの未来環境プロジェクト

池本 真一
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令和3年度

道路サポーターの状況

登録団体 道路サポーターの団体登録状況や取り組み等についてご紹介します。
の状況

北九州市道路サポーターの認定団体は、現在 237団体

道路サポーター制度長期継続のための取り組み

① 団体の意見を制度に反映させる仕組み「道路サポーターの会」の設置
・区会 各区ごとに年2回程度開催
・総会 年1回開催
道路サポーター登録団体の推移
② 表彰制度の充実
登録団体数
主な表彰制度
232 233 226 237
222 227
210 215
・道路サポーター活動10年表彰
196
179 187
→活動を10年継続した団体を表彰
164
135
・道路ふれあい月間に係る国土交通省道路愛護表彰
107
→活動5年目を迎える団体を表彰
69
・北九州市都市緑化功労者表彰
52
27
→活動5年目を迎える花苗団体から、
月1回以上継続して
12
活動している団体を推薦
H H H H H H H H H H H H H H H R R R
・みどりの愛護功労者国土交通大臣表彰
17
2.
3. 4.
. 18
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.
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
→北九州市都市緑化功労者表彰の受賞団体を基本に、花
苗活動を5年以上継続した団体から1団体を推薦
③ 幅広い情報発信
・「道路サポーター」の紹介チラシを区役所、市民センター、
イベントブース等に設置。
・PR動画「ていたんとlet sいんさぽ！」を、市公式YouTubeチャンネル「TeitanKitakyushu」で放映。
・漫画形式のPRパンフレットを区役所、市民センター等で配布開始。
・道路サポーター団体向けの広報誌「道路サポーターだより」を年に2回程度発行。
・ 西日本最大級の環境イベント
「エコライフステージ」への出展
・ 北九州市職員も道路サポーターとして活動中

中止となった総会で予定していた団体活動報告の内容をご紹介します。
門司区

白野江植物公園は北九州で唯一の花木公園で、駐車場前から職員駐車場
前までの道路沿いの花壇が私たちの活動場所です。お客様は駐車場から花壇
の花を眺めながら歩いて入口へと向かいます。メンバーは、公園スタッフと平
成20年に道路サポーターに登録する前から園内で活動しているガーデニン
グボランティアの皆さん。年に2、3回の花苗の植え替えのほか、2ヶ月に1回
程度の草取りや花殻摘み、水やりなどこまめな手入れを行っています。植物公
園に続く花壇なので、私たちは園内の一部だと思って世話をしています。
春の桜、秋の紅葉の時期に園内でイベントが行われ多くのお客様が訪れま
す。できればその時にいちばんきれいな状態の花壇を見ていただきたいので
すが、時には天候などの理由で花が枯れてしまうこともあります。たとえば、
イ
ベントに合わせてなど、花苗配布の時期を選べたら、華やかに見せたいタイミ
ングで花を咲かせることができるのではないかと考えています。また、一年草
に加えて、
しっかりと根を張る多年草など花苗の選択肢が広がれば、花壇管理
の方法も検討できるのではないかと思っています。
植物園の前にある花壇としてお客様の期待値が高いからこそ、
できるだけベストな状態を見ていただきたい。今後
は花壇のデザインやレイアウトにもこだわって、同じ花を植える、
違う花を組み合わせて植える、同じ色の花苗を集めて
植えるなど、いろいろと試してみたい。植え方や管理の方法などをさらにスキルアップして、
ボランティアの皆さんにと
っても学びにつながるようにしていけたらと思っています。
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八幡東区

（株）
奥村組九州支店では、
八幡東区でまち美化清掃活動を行っています。
活動範囲は山王交差点から枝光交差点周辺、
以前のスペースワールド周辺、
幹
線道路沿いの歩道及び街路樹下植込みの中のペットボトルやゴミを拾い、
その後
支店周辺の清掃を行います。
活動日はいつもより早めに出社したメンバー30名〜40名が、
自主的に袋を手
にして歩道の隅から隅までを歩きます。一見、幹線道路沿いの歩道なのでゴミも
少ないように思えますが、
毎回ゴミ袋一杯になります。
また、
地域の方からも地道な活動を目にすることで、
挨拶とともに感謝のお言葉
を頂くことも多くなりました。
現在、
当方全組織として
「SDGｓ活動」の取り組みを行なっております。
さらに活動取組みとして、
環境配慮とともに地域活動も今まで以上に頻度を増や
していきたいと考えています。
社員一人一人が清掃ボランティア活動に関心を持つことで、
仕事だけでなく地
域に貢献する大切さを実感することに繋がっています。

綺麗な花を眺め隊

団 体 活 動 報 告

白野江植物公園

株式会社奥村組 九州支店

八幡西区

平成25年3月に
『綺麗な花を眺め隊』
として道路サポーターとして認定を受け
ました。
活動は、八幡西区浅川日の峯4丁目交差点から縦筋300ｍほどの街路樹下の
植樹帯に、
定期的に配布頂く花苗を植付け、
その後の草取り、
水撒き、
追肥など花
苗管理とその周辺歩道の清掃を行っています。
毎回15名前後の隊員が集まり、
午前8時前から2時間程活動を実施しています。
花苗配布時の植付けは隊員皆さんに声を掛けて実施しますが、
それ以外の花壇手
入れは、
「誰が手入れするか」は決めておらず、花苗への水やり、草抜き、周辺のゴ
ミ拾いや清掃は自主的に取り組んでいます。
活動中の課題は、
街路樹の常緑樹クロガネモチの落ち葉です。量が半端なく多
く、
高齢者が多くなった昨今、
片付けに手を焼いています。
どうぞ良い知恵があれ
ば教えてほしいものです。
団体名通りに願いが叶い、
通行される方からも年間を通して綺麗な花を眺めら
れると好評頂いています。また、市から定期的に頂く花苗はいつも生きの良い苗
を頂き感謝しております。
これからも無理のない自然体で活動を続けていきたい
と思っています。
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