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令和２年１月29日 VOL.12 

 

編集・発⾏ ⾹川県⼟⽊部道路課（総務・管理グループ） 

   高松市番町四丁目１番 10 号  TEL087-832-3526（直通） 
「さわやか通信」は、道路の環境美化のボランティア活動「香
川さわやかロード」の活動内容の周知と道路愛護団体相互の
交流促進を目的として発行しています。「香川さわやかロー
ド」、「さわやか通信」は、県道路課ホームページに掲載してい
ます。 

http://www.pref.kagawa.lg.jp/douro/home/sawayaka/sawayaka.html 

                         香川さわやかロード認定団体数   

                       １４６団体(令和元年12 月31 日現在) 
  

 

 

 

 

 

 

 

１ 国土交通大臣表彰、日本道路協会道路功労者表彰、香川県道路協会道路功労者表彰伝達 

８月の「道路ふれあい月間」にちなみ、道路の正しい利用の促進や道路愛護等の活動に大きな 
功績のあった団体や個人が、国土交通大臣、公益社団法人⽇本道路協会会⻑、香川県道路協会会
⻑から表彰され、令和元年８月 27 ⽇、関係者に香川県土⽊部⻑から表彰状等が伝達されました。 
 

 

 
国⼟交通大臣表彰受賞団体 

 

 

写真左から 
○㈱⽇進堂        (高松マイロード) 
○飯山ひまわりグループ  (香川さわやかロード) 
 

 

 

  目 次                    

１ 国⼟交通大臣表彰、⽇本道路協会道路功労者表彰、
⾹川県道路協会道路功労者表彰伝達（１ページ〜） 

２ 四国道路ふれあい協議会会⻑表彰伝達（５ページ〜） 

３ 「⾹川さわやかロード」をご紹介ください︕（７ページ） 

４ 道路愛護団体⼀覧（巻末） 
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(公社)⽇本道路協会道路功労者表彰受賞団体 

 

 

写真左から 
○⻄浜さわやか道の会   (香川さわやかロード) 
○泊自治会        (香川さわやかロード) 
◯Ｇ．Ｖ．Ｇ       (香川さわやかロード) 
 

 

 

 ⾹川県道路協会道路功労者表彰受賞団体 

 

 

 

写真左から 
○⻑野道路愛護会     (香川さわやかロード) 
○さざんか荘       (香川さわやかロード) 
 

 

受賞団体のうち、香川さわやかロード認定の８団体をご紹介します。 
なお、活動歴は、団体認定⽇から令和元年８月１⽇までの年数です。 

   

国土交通大臣表彰受賞団体 

 

１ 飯山ひまわりグループ            （活動歴）18 年（平成 13 年６月１⽇から） 

 １ 活動場所 県道善通寺府中線  
  （丸⻲市飯山町 活動延⻑ 1,000ｍ） 
２ 活動内容 清掃、除草 

（30 年度活動回数 ３回） 
３ 受賞コメント 
 この度、国土交通大臣表彰をいただき大変嬉
しく思っております。活動区域は、交通量の多
い道路ですが、１８年間無事故で活動していま
す。会員も年々高齢になりましたが、これから
も環境美化活動に努めてまいります。 
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２ 木之郷町田井環境美化クラブ     （活動歴）16 年（平成 15 年２月３⽇から） 

 １ 活動場所 県道善通寺大野原線  
  （観音寺市⽊之郷町 活動延⻑ 1,200ｍ） 
２ 活動内容 清掃 

（30 年度活動回数 ４回） 
３ 受賞コメント 
 この度は栄えある国土交通大臣表彰をいただ
き、誠にありがとうございます。この受賞を励
みに今後とも地域の環境美化に努め、この輪を
広げていきたいと思っています。 

 

 

(公社)日本道路協会道路功労者表彰受賞団体 

 

１ 西浜さわやか道の会         （活動歴）９年（平成 22 年 10 月１⽇から） 

 １ 活動場所 県道津田引田線  
  （東かがわ市三本松 活動延⻑ 135ｍ） 
２ 活動内容 清掃、除草、草刈、緑化 

（30 年度活動回数 35 回） 
３ 受賞コメント 
 東かがわ市が鳴門市や南あわじ市と連携、サ
イクリングコースを選定し、関⻄から四国にサ
イクリストを呼ぶ。県も四国一周ルートを基本
に、観音寺市から当市まで海岸沿い 124.7 ㎞を
サイクリング基幹ルートに設定。サイクリスト
が快適に四国路へ、これを機に道路美化に一層
励みたい。 

 

 

２ 泊自治会              （活動歴）17 年（平成 14 年２月１⽇から） 

 １ 活動場所 県道本島循環線  
  （丸⻲市本島町 活動延⻑ 1,500ｍ） 
２ 活動内容 清掃、除草、草刈 

（30 年度活動回数 ５回） 
３ 受賞コメント 
 この度は、私たちの活動を評価し、表彰して
いただきましたことをお礼申し上げます。島
は、過疎・高齢化が進んでおり、作業を続ける
のが難しくなってきておりますが、「島を美し
く」を合言葉にできる限り頑張り続けたいと思
います。 

  



- 4 - 

３ Ｇ．Ｖ．Ｇ             （活動歴）13 年（平成 18 年５月１⽇から） 

 １ 活動場所 県道観音寺善通寺線、 
詫間琴平線、財田上高瀬線 

  （三豊市高瀬町 活動延⻑ 2,500ｍ） 
２ 活動内容 清掃、除草 

（30 年度活動回数 ３回） 
３ 受賞コメント 
 G.V.G は、(株)五星の社員有志で本社屋周辺
の県道・国道などの清掃活動を定期的に実施し
ている団体です。今回、これまでの活動に対し
⽇本道路協会会⻑表彰をいただきました。会員
一同感謝の気持ちとともに、今後益々の活動充
実に決意を新たにしているところです。 

 

 

 

香川県道路協会道路功労者表彰受賞団体 

 

１ 長野道路愛護会           （活動歴）10 年（平成 21 年７月 31 ⽇から） 
 １ 活動場所 県道込野観音寺線  

  （三豊市山本町 活動延⻑ 780ｍ） 
２ 活動内容 清掃、除草、緑化 

（30 年度活動回数 11 回） 
３ 受賞コメント 
 ⻑野道路愛護会の活動は、数十年前から続い
ています。近年は特に、さぬき百景のひとつ逆
瀬池出入口付近に草⽊を植えたり、手入れした
り、掃除したりしています。この度は表彰して
頂き、光栄です。今後とも通行する人に楽しん
でもらえる美しい道路にしていこうと思いま
す。 

 

２ さざんか荘             （活動歴）６年（平成 25 年６月３⽇から） 

 １ 活動場所 県道高松⻑尾大内線  
  （さぬき市大川町 活動延⻑ 800ｍ） 
２ 活動内容 清掃、除草、草刈 

（30 年度活動回数 ４回） 
３ 受賞コメント 
 この度は、栄えある表彰をいただきありがと
うございました。さざんか荘では入所者の皆さ
んと職員が一緒になって県道の草刈りやごみ
拾い等の清掃活動を行っています。今回の受賞
を励みに、通行する皆さんにさわやかな気持ち
になってもらえるよう活動を継続していきた
いと思います。 
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３ 西本町自治会            （活動歴）10 年（平成 21 年５月１⽇から） 

 １ 活動場所 国道 436 号  
  （小豆郡土庄町 活動延⻑ 100ｍ） 
２ 活動内容 清掃、除草、草刈、緑化 

（30 年度活動回数 ２回） 
３ 受賞コメント 
 香川県道路協会様より表彰を大変有り難う
ございました。私たちは、島の観光に一役かう
というような気持ちで、来島者によい印象を持
ってもらおうと毎年５月 10 月に地区の美化活
動でがんばっており今後も継続して活動して
いこうと考えています。 

 

 

２ 四国道路ふれあい協議会会長表彰伝達 

８月の「道路ふれあい月間」にちなみ、道路を常に美しく、安全に利用することに功績のあった
団体や個人が、四国道路ふれあい協議会会⻑（四国地⽅整備局道路部⻑）から表彰され、関係者に
所管の事務所⻑から感謝状が伝達されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高原自治会                   有限会社奥村総業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勝浦桜の会                    柳たんぽぽの会 
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受賞団体のうち、香川さわやかロード認定の４団体をご紹介します。 
 

 

１ 高原自治会             （活動歴）10 年（平成 21 年 10 月１⽇から） 

 １ 活動場所 県道三⽊綾川線  
  （⽊田郡三⽊町 活動延⻑ 100ｍ） 
２ 活動内容  清掃、除草、草刈、緑化 

 （30 年度活動回数 4 回） 
３ 受賞コメント 
 表彰状は自治会館に飾り、草刈りやゴミ拾
い・耕耘・種まき等の⽇程を協議する中で、心
の拠り所にしたいと思っています。春の菜の
花・秋のコスモスと、欲張った提案もあります
が、継続させることが一番、無理のない活動を
目指します。さぁ、来年も県道三⽊綾川線を「コ
スモス街道」にするぞ。 

 

 

２ 有限会社奥村総業          （活動歴）10 年（平成 21 年５月１⽇から） 

 １ 活動場所 県道高松牟礼線  
  （高松市牟礼町 活動延⻑ 350ｍ） 
２ 活動内容 清掃、除草、緑化 

（30 年度活動回数 ４回） 
３ 受賞コメント 
 今回の受賞大変嬉しく思います。⽇常にある
大切な道を⽇々感謝し、さわやかロードの活動
を続けていけるように努めたいと思います。あ
りがとうございました。 

 

 

 

３ 勝浦桜の会             （活動歴）18 年（平成 13 年６月 11 ⽇から） 

 １ 活動場所 県道勝浦三野線  
  （仲多度郡まんのう町 活動延⻑ 800ｍ） 
２ 活動内容 清掃、除草、草刈 

（30 年度活動回数 ８回） 
３ 受賞コメント 
 この度の受賞ありがとうございます。親の代
から引き継いだ桜の会、桜並⽊と紫陽花、春か
ら初夏にかけての新緑の中に映えるこの風景を
大切に守り、通行する人の心を和ませることが
できる場所である様、美化活動を続けていきた
いと思います。 
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４ 柳たんぽぽの会           （活動歴）６年（平成 26 年２月１⽇から） 

 １ 活動場所 県道本町小瀬土庄港線  
  （小豆郡土庄町 活動延⻑ 150ｍ） 
２ 活動内容 清掃、除草、草刈 

（30 年度活動回数 ４回） 
３ 受賞コメント 
 この度、四国道路ふれあい協議会より表彰し
ていただきありがとうございます。私たちが活
動している区間にはトンネルが含まれていま
す。清掃後の道路を見ると満足感を感じます。
これからも地域の美化のために継続していき
ます。 

 

３ 「香川さわやかロード」をご紹介ください！ 

１）道路愛護団体数の推移 〜やや減少傾向で推移〜 
香川さわやかロード事業は、県管理道路の環境美化と県⺠の道路愛護精神の高揚を目的として、

平成 13 年度にスタートし、今年で 19 年目に入りました。令和元年 12 月 31 ⽇現在、県下全域で、
146 団体、約 9,000 名の⽅々に御協力いただいております。 
 新たに活動を開始する団体もある一⽅、活動を廃止する団体も増加しており、団体数は、平成
27 年度末をピークに、減少傾向で推移しております。（下図参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、団体区分の割合を見てみますと、「ボラ
ンティア・サークル」が最も高く、次いで、「町
内会・自治会等」、「企業」となっています。（右
図参照） 

ここ５年間の傾向としては、新たに認定され
る団体としては、「企業」や「学校」が多く、廃
止される団体としては、「ボランティア・サーク
ル」や「町内会・自治会等」が多くなっています。 
廃止される理由としては、構成員の高齢化によ
り団体の維持が困難になったということなどが
主な原因となっています 。 
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２）香川さわやかロードをご紹介ください！ 〜Ｗｅ Ｌｏｖｅ さわやかロード〜 
県では、これまでにもホームページなどを通じて、広く県⺠の皆様に参加を呼び掛けていると

ころではありますが、まだ、「香川さわやかロード」をご存知ない県⺠の⽅も大勢いらっしゃるか
と考えております。 

そこで、活動中の道路愛護団体の皆様から、道路の美化活動に関心がある知り合いの⽅に、「香
川さわやかロード」をご紹介いただけないでしょうか？その際に、ご自身の活動内容も交えて、
ご紹介いただくことにより、より多くの県⺠の皆様の参加につなげたいと考えておりますので、
皆様のご協力をお願いいたします。 

なお、紹介にあたっては、下記のカードをご活用ください。 
 

（紹介カード） 

香川さわやかロードに参加しませんか？ 

 �香川さわやかロード事業の概要 
 【目 的】 県が管理する道路の環境美化と県⺠の道路愛護精神の高揚 
 【県の支援内容】 除草・清掃用具、花の苗・肥料など緑化資材等の支給 
        作業警告板、作業用ベスト、救急用品の貸与、 
        傷害保険、損害賠償責任保険への加入 
        活動団体名表示板の設置 
 【市町の支援内容】 ごみ袋の支給、ごみの処理 
 【活動内容】 清掃、除草、草刈、緑化 
 【認定要件】 100ｍ以上の区間（活動内容に緑化を含む場合は、100ｍ未満も可）を 

年２回以上、２年以上継続して活動 
 【そ の 他 】 詳細は、県ホームページ（「香川の道路」／「香川さわやかロード（募集中）」 

URL: https://www.pref.kagawa.lg.jp/douro/home/sawayaka/sawayaka.html） 
に掲載しています。 

 �申込み、お問い合わせは 

  県では、香川さわやかロードへのボランティア活動団体を随時募集しています。 
詳しくは、管轄する県土⽊事務所（小豆総合事務所）へお尋ねください。 

事務所名 課名 所在地 連絡先 管轄区域 
小豆総合事務所 用地管理課 土庄町渕崎甲2079-

5 
0879-62-1334 土庄町、小豆島町 

⻑尾土⽊事務所 総務課 さ ぬ き 市 ⻑ 尾 東
1538-1 

0879-52-2585 さぬき市、東かがわ市、三⽊町 

高松土⽊事務所 管理課 高 松 市 多 肥 上 町
1251-1 

087-889-8902 高松市、直島町 

中讃土⽊事務所 管理課 坂出市江尻町1355 0877-46-7469 丸⻲市、坂出市、善通寺市、宇多津町、
綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 

⻄讃土⽊事務所 総務課 観音寺市坂本町 7-
3-18 

0875-25-5261 観音寺市、三豊市 

  
切り取り線 

切り取り線 
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№ 道路愛護団体名 協力市町名 № 道路愛護団体名 協力市町名

1 「小さな親切」運動庵治町支部 高松市 74 西原自治会合歓の会 観音寺市

2 ＮＴＴ番町ビルｸﾞﾙｰﾌﾟ会社連合 高松市 75 本庄自治会 観音寺市

3  川東校区生活研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡協議会くすの木 高松市 76 木之郷町川原環境美化クラブ 観音寺市

4 ふる里きらめき倶楽部 高松市 77 木之郷町田井環境美化クラブ 観音寺市

5 石舟卓球会 高松市 78 吉岡美化クラブ 観音寺市

6 八栗ライオンズクラブ 高松市 79 中田井町環境美化クラブ 観音寺市

7 八栗台ボランティアの会 高松市 80 本大、江藤環境美化クラブ 観音寺市

8 牟礼町羽間自治会 高松市 81 中出長寿会 観音寺市

9 昭和会 高松市 82 田野々水源地パトロール会 観音寺市

10 平石下自治会 高松市 83 香川県立観音寺第一高等学校 観音寺市

11 釈迦堂自治会・西春日保育所 高松市 84 観音寺信用金庫 観音寺市

12 玉藻三越通り振興会 高松市 85 観音寺市立大野原中学校 観音寺市

13 ひまわりグループ 高松市 86 前山をよくする会 さぬき市

14 ㈱ヨコイ 高松市 87 西町東環境美化推進委員会　ひまわり さぬき市

15 株式会社ファミリーマート 高松市 88 さわやかロードを考える十日会 さぬき市

16 西日本高速道路サービス四国株式会社 高松市 89 砕石をきれいにする会 さぬき市

17 穴吹工科・穴吹リハボランティアサークル 高松市 90 さざんか荘 さぬき市

18 にこにこ倶楽部 高松市 91 香川県立志度高等学校 さぬき市

19 高松市赤十字奉仕団　築地分団 高松市 92 ＭＫＢクラブ（水主環境美化クラブ） 東かがわ市

20 有限会社　奥村総業 高松市 93 中山環境愛護クラブ 東かがわ市

21 高松町中谷自治会ボランティア有志の会 高松市 94 松崎美化ボランティア 東かがわ市

22 株式会社カナック 高松市 95 宗心地区老人会 東かがわ市

23 尾路自治会 高松市 96 西浜さわやか道の会 東かがわ市

24 イオン高松東店 高松市 97 株式会社スワニー　ステップアップ 東かがわ市

25 イオン高松店 高松市 98 松西クラブ 東かがわ市

26 高松西支部青年会 高松市 99 特定非営利活動法人たんぽぽハウス 三豊市

27 株式会社ファミリーホーム 高松市 100 山本町北立石自治会 三豊市

28 香南町老人会　八千代会 高松市 101 仁尾町婦人会 三豊市

29 タチバナ工業株式会社 高松市 102 片山なかよしクラブ 三豊市

30 松寿会 高松市 103 大学通り　楓の会 三豊市

31 古高松・太陽！グループ 高松市 104 Ｇ．Ｖ．Ｇ． 三豊市

32 株式会社グローバルセンター屋島店 高松市 105 水出あすなろ会 三豊市

33 高松市立古高松中学校 高松市 106 長野道路愛護会 三豊市

34 香川県立高松桜井高等学校 高松市 107 音田資源と環境を守る会 三豊市

35 大町団地ボランティアの会 高松市 108 一滴（ひとしずく）の会 土庄町

36 株式会社パル技研 高松市 109 小豆島ヘルシーランド株式会社オリーヴの森創生組合 土庄町

37 株式会社日鋼サッシュ製作所 高松市 110 三宅建設株式会社 土庄町

38 四国名鉄運輸株式会社 高松市 111 西本町自治会 土庄町

39 シンコースポーツ四国株式会社 高松市 112 豊島をきれいにする会 土庄町

40 株式会社グランド商事・アドバンス G-ONE SLOT 十川 高松市 113 旭住吉会 土庄町

41 株式会社グランド商事・アドバンス G-ONE 丸の内 高松市 114 よつみいきいき協議会 土庄町

42 株式会社グランド商事・アドバンス パーラーグランド香西 高松市 115 土庄町大部地区協議会 土庄町

43 株式会社グランド商事・アドバンス パーラーグランド三谷 高松市 116 柳たんぽぽの会 土庄町

44 株式会社グランド商事・アドバンス パーラーグランド元山 高松市 117 一九六四会 小豆島町

45 住みたくなるまち土器 丸亀市 118 蒲野自治会 小豆島町

46 土居、城東明倫の会 丸亀市 119 かがわほどう 小豆島町

47 飯山ひまわりグループ 丸亀市 120 ニコニコ駒足・愛ロード 三木町

48 丸亀みらい２１ 丸亀市 121 重元石ヶ坪　むつみ会 三木町

49 小阪自治会 丸亀市 122 三木町勤労者協議会 三木町

50 泊自治会 丸亀市 123 高原自治会 三木町

51 福田・大浦自治会 丸亀市 124 さぬき三木料金所さわやかロード 三木町

52 アイＳ会 丸亀市 125 「えんぱちくん」と花を植えよう会 三木町

53 釜の越自治会 丸亀市 126 氷上にこにこ隊 三木町

54 江の浦自治会 丸亀市 127 宇多津町立宇多津中学校 宇多津町

55 甲路自治会 丸亀市 128 パーラーグランド宇多津店 宇多津町

56 市井自治会 丸亀市 129 東分同志会 綾川町

57 茂浦自治会 丸亀市 130 枌所小野西さわやか会 綾川町

58 立石自治会 丸亀市 131 綾川町安全対策協議会 綾川町

59 四国フーズ株式会社 丸亀市 132 こんぴらみらい２１ 琴平町

60 星槎国際高等学校丸亀学習センター 丸亀市 133 西白方連合自治会 多度津町

61 中北自治会 丸亀市 134 多度津地区婦人会 多度津町

62 香川県ふじみ園 丸亀市 135 たどつみらい21 多度津町

63 大手前丸亀中学・高等学校さわやか活動団 丸亀市 136 浜風の会 多度津町

64 坂出みらい２１ 坂出市 137 東白方本村自治会 多度津町

65 香川県立坂出商業高等学校 坂出市 138 三井天寿会 多度津町

66 ヒロセグループ　絆 坂出市 139 吉井自治会 まんのう町

67 クリーンボランティア・善通寺 善通寺市 140 新目自治会 まんのう町

68 善通寺みらい２１ 善通寺市 141 勝浦桜の会 まんのう町

69 七王工業（株）５Ｓ委員会 善通寺市 142 川奥中自治会 まんのう町

70 尽誠学園高等学校 善通寺市 143 ことなみみらい２１ まんのう町

71 香川県立善通寺第一高等学校 善通寺市 144 ちゅうなんみらい２１ まんのう町

72 本大、内間環境美化クラブ 観音寺市 145 まんのうみらい２１ まんのう町

73 香川県立観音寺総合高等学校 観音寺市 146 小池自治会健康クラブ まんのう町

香川さわやかロード　道路愛護団体一覧（令和元年12月31日現在）


