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ささわわややかか通通信信  

    平成平成平成平成25252525年年年年3333月月月月1111日日日日    VOL.VOL.VOL.VOL.5555    

 

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  TEL087-832-3531（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   

                         １３９団体(平成25 年2 月 28 日現在) 
  
 

 

 

 

 

 

 

１ 国土交通大臣表彰、日本道路協会会長表彰、香川県道路協会会長表彰伝達  

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、社団法人日本道路協会会長、香川県道路協会会長か

ら表彰され、平成２４年８月３０日、関係者に香川県土木部長から表彰状等が伝達されました。 
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国土交通大臣表彰受賞団体 

写真右から 

○道路の里親「善友会」（アダプション・プログラム） 

○西白方連合自治会（香川さわやかロード） 

○特定非営利活動法人たんぽぽハウス（香川さわやかロード）【欠席】 
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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。 

 

   

 

 

香川県道路協会会長表彰受賞団体 

写真右から 

○里山クラブ[屋島] （香川さわやかロード） 

○大谷自治会（東かがわ市道路愛護活動） 

○社会福祉法人 銀河の会 ミルキーウェイ（生活介護）（たかまつマイロード） 

社団法人日本道路協会会長表彰受賞団体 

写真右から 

○飯山ひまわりグループ（香川さわやかロード） 

○中山環境愛護クラブ（香川さわやかロード） 

○本庄自治会（香川さわやかロード） 

○クリーン会本村（香川さわやかロード）  

○香川県立観音寺中央高等学校（香川さわやかロード）【欠席】 
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国土交通大臣表彰受賞団体 

 

 

１ 西白方連合自治会     （活動歴）11年（平成13年6月11日から） 

１ 活動場所 県道丸亀詫間豊浜線  

（仲多度郡多度津町 活動延長1,300ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数4回） 

３ 受賞コメント 平成 24 年 8 月、香川県

庁において西白方連合自治会が、香川さわや

かロード道路愛護団体(認定)として名誉あ

る国土交通大臣表彰を頂き連合自治会会員

一同大変感謝いたしております。今回の表彰

は平成 13 年度から地道に道路清掃奉仕活動

を実施してきた事が認められたと思います。

今なお、道路上に乗用車等からタバコの吸殻

等のポイ捨てが続いており、今回の表彰を励みとして、今後も道路美化の奉仕活動を単位自治

会会員相互の親睦を図りながら実施してまいります。 

 

 

２ 特定非営利活動法人たんぽぽハウス （活動歴）11年（平成13年４月３日から） 

 

 

活動写真 

１ 活動場所 県道詫間仁尾線  

  （三豊市詫間町 活動延長300ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数８回） 

３ 受賞コメント 国土交通大臣賞を頂きあ

りがとうございました。メンバー一同、これか

らの活動の励みになります。ハンディがあって

も、地域の一員としてこれからも環境美化のボ

ランティア活動を続けていきたいと思ってい

ます。 

 

 

 

社団法人 日本道路協会会長表彰受賞団体 

 

１ 飯山ひまわりグループ    （活動歴）11年（平成13年6月1日から） 

 

 

 

 

 

活動写真（写真入れる） 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道善通寺府中線  

  （丸亀市飯山町 活動延長1,000ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数6回） 

３ 受賞コメント 2001 年 6 月から偶数月の

第4日曜日を活動の日と定め県道善通寺府中線 

約1キロの清掃活動です。道路に親しみを感じ

て、暑い日寒い日も気持ちのいい汗を流してい

ます。表彰を励みに息の長い活動を続けたいと

話し合っています。 
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２ 中山環境愛護クラブ    （活動歴）11年（平成13年7月2日から） 

 

 

 

 

 

活動写真（写真入れる） 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道高松長尾大内線  

  （東かがわ市中山 活動延長1,000ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数３回） 

３ 受賞コメント この度、日本道路協会会長

賞をいただきまして、会員みなさま方のたいへ

んな励みとなりました。これからも、４車線と

なった県道高松長尾大内線が前よりもゴミの

ないきれいな道路となることをめざし、会員一

同、清掃活動を行っていきたいと思います。 

 

 

３ 香川県立観音寺中央高等学校     （活動歴）11年（平成13年10月１日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道観音寺善通寺線  

  （観音寺市観音寺町 活動延長1,000ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数６回） 

３ 受賞コメント この活動を通して生徒の

環境美化への関心、社会道徳観念や奉仕活動の

精神を高められるように取り組んでいます。今

回の受賞を励みにこれからも継続し、活動を盛

り上げようと思っています。  

 

 

４ クリーン会本村     （活動歴）10年（平成14年5月2日から） 

 １ 活動場所 県道国分寺中通線  

  （高松市国分寺町  活動延長1,500ｍ） 

２ 活動内容 清掃・除草（23年度活動回数 

 6回） 

３ 受賞コメント 少人数の活動ですが、年間

6回の作業は欠かさず続けてきました。少しで

も社会にお返しができたらと考えて始めたも

のでした。この度、思いがけず賞をいただき、

これを機に一同一層頑張りたいと思います。有

難うございました。  
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５ 本庄自治会     （活動歴）10年（平成14年５月１日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 国道３７７号線  

  （観音寺市粟井町  活動延長550ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数12回） 

３ 受賞コメント 我がグループの活動は、こ

の度、日本道路協会より会長表彰を受けまし

た。小さいながら地道な努力が認められた幸せ

をグループ全体で感じ、喜んでおります。あり

がとうございました。これからも一層道路の美

化運動に努めていきたいと思っております。  

 

 

香川県道路協会会長表彰受賞団体 

 

１ 里山クラブ[屋島]     （活動歴）9年（平成15年11月1日から） 

 

１ 活動場所 県道屋島公園線  

  （高松市屋島西町  活動延長2,500ｍ） 

２ 活動内容 清掃・除草・草刈（特に側溝掃

除）（23年度活動回数4回） 

３ 受賞コメント 9年間活動しています。秋

冬は落ち葉が多く側溝が満杯で、台風大雨の季

節も側溝が詰まり大変な作業です。シートに両

手で搔揚げて捨てます。路面は毎日清掃して大

師像には献花しますので喜ばれています。今後

も環境美化と心と体の健康づくりのために活

動を続けます。有難うございました。  
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２ 緑化作業講習会を開催  

 緑化作業講習会は、道路の緑化に関心のある方が、香川さわやかロードの活動に参加いただく

契機とし、また、道路愛護団体として活動されている方々が緑化知識や技術を向上させて長く活

動を続けていただくことを目的として開催しています。 

 この講習会は、実際の緑化作業に役立つ知識を深めていただくため、道路愛護団体が緑化作業

している道路余幅地で、講師の井上修氏が実地指導するものです。講習会は、来年度も開催する

予定ですので、ぜひご参加ください。今回は、この講習会の様子を紹介します。 

 

 

（平成24年10月21日(日) 観音寺市本大町の道路余幅地での講習会） 

 

県道丸亀琴平観音寺

自転車線沿いにある道

路余幅地で開催された

講習会では、参加者は、

花壇の土壌改良、アジ

サイ、バラの植付けな

どを講師からアドバイ

スを受けながら作業を

していました。講師か

らは、土壌改良する場

合、腐葉土１/３、堆肥

１/３などを加えてブ

レンドするとよいこと

や、アジサイの植付け

では、広めの穴を掘り、

土壌改良をしていると

順調に育ちやすいなど

のアドバイスがありま

した。 
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（平成24年10月30日(火) さぬき市大川町田面の道路余幅地での講習会） 

 

 主要地方道高松

大内長尾線沿いに

ある道路余幅地で

開催された講習会

では、参加者は、花

壇の土壌改良、キン

センカの植付けな

どを講師からアド

バイスを受けなが

ら作業をしていま

した。講師からは、

キンセンカの植付

けにあたっては、事

前にポット鉢に水

をかけて湿らせて

おき、成長の範囲で

間隔をあけて植え

つけるとよいなど

のアドバイスがあ

りました。 
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３ 香川さわやかロード 道路愛護団体紹介（西讃土木事務所管内）  

 

 平成13年度に創設した香川さわやかロードの認定団体は、139団体（平成25年2月28日現在）

となっています。さわやか通信では、道路愛護団体の活動を順次ご紹介しています。 

 今回は、西讃土木事務所管内（観音寺市、三豊市）の団体です。西讃土木事務所管内の道路愛

護団体は、現在21団体あります。このうち、10団体を認定順に紹介します。 

 

１ 上出いきいきサロンの会 （認定年月日 平成13年４月３日） 
 
 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道粟井観音寺線  

  （観音寺市柞田町  活動延長550ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数６回） 

３ 構成員数 １７８名 

４ 自己ＰＲ 平成１３年より県道２４０号線を

年６回掃除をしています。自分たちの町を自分た

ちで快適で美しい町づくりを推進することで、地

域の生活環境が良くなり地域の中で仲間意識がで

きました。また、７月には子ども会と共に県道、

市道の清掃をしています。 

 

 

２ 山本町北立石自治会 （認定年月日 平成13年４月３日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 国道３７７号線  

  （三豊市山本町  活動延長1,000ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数４回） 

３ 構成員数 １２名 

４ 自己ＰＲ 私たちの自治会近辺には工業団地 

があり、中讃地域と西讃地域を結ぶ国道も横断し 

ていることから、道路沿いに多くのゴミが捨てら 

れていました。このようなゴミをなくして街の環 

境美化を図るため、子どもたちも協力して清掃活 

動を行っています。 

 

 

３ 詫間町小規模通所作業所たんぽぽハウス （認定年月日 平成13年４月３日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道詫間仁尾線  

  （三豊市詫間町  活動延長300ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数８回） 

３ 構成員数 １９名 

４ 自己ＰＲ 私達は、詫間町にある障害福祉サ

ービス事業所たんぽぽハウスです。ハンディがあ

っても地域の一員として、みんなの町をきれいに

したく、空き缶やたばこの吸い殻・ごみなどを拾

っています。これからも、みんなで頑張っていき

たいと思います。 
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４ 本大、内間環境美化クラブ（本大上自治会） （認定年月日 平成13年５月１日） 

１ 活動場所 県道観音寺池田・丸亀琴平観音寺

自転車道線 （観音寺市本大町活動延長1,920ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数６回） 

３ 構成員数 １３９名 

４ 自己ＰＲ 毎年、偶数月第２日曜日に道路の

清掃及び花壇の草引きを行い、協力者による草刈

り、住宅横から高架下までの道路清掃を４月と９

月に実施しています。昨年10月には、草花の苗の

植付け等の講習会を実施しました。２月には、139

名総出で国道11号線から高架下までの河川道路の

清掃を行う予定です。 

 

 

５ 粟井あじさい さわやか会 （認定年月日 平成13年６月１日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道粟井観音寺線  

  （観音寺市粟井町  活動延長1,300ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数５回） 

３ 構成員数 ２１０名 

４ 自己ＰＲ 平成２４年９月２６日午前９時３

０分より、岩鍋池周辺の県道粟井観音寺線の清掃

をして、側面空地の草刈り作業をしました。 

 

 

 

 

６ 香川県立観音寺中央高等学校 （認定年月日 平成13年10月１日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道観音寺善通寺線  

  （観音寺市観音寺町  活動延長1,000ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数６回） 

３ 構成員数 約６００名 

４ 自己ＰＲ 本校では、学校周辺の通学路であ

る県道等の清掃、ゴミ拾いを実施しています。ま

た、併せて、ＪＲ観音寺駅のトイレの清掃活動も

実施しています。この活動を通して、生徒たちの

環境美化への関心を高めていこうと思っていま

す。         
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７ 西原自治会合歓の会 （認定年月日 平成14年２月１日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道丸井萩原豊浜線  

  （観音寺市豊浜町  活動延長500ｍ） 

２ 活動内容 清掃、緑化（23年度活動回数４回） 

３ 構成員数 ２５名 

４ 自己ＰＲ 団体名の「合歓」は、自治会周辺

に合歓の木が自生していたことから、合歓の会と

しました。清掃活動する前は、通行する車からゴ

ミが捨てられていましたが、根気強く清掃を行う

ことにより、ゴミを捨てる人もいなくなりました。

今後も地道に清掃活動を継続し、地域の環境美化

に貢献したいと思います。 

 

 

８ 本庄自治会 （認定年月日 平成14年５月１日） 

１ 活動場所 国道３７７号線  

  （観音寺市粟井町  活動延長550ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数12回） 

３ 構成員数 ５５名 

４ 自己ＰＲ 我が本庄自治会は５班に分け（１班

約１０人）、色々な活動を繰り広げております。そ

の内、道路美化運動については、毎月交代で国道３

７７号線をはじめ、地域の市道、農道の清掃に努め

ております。最近は国道も運転手のマナーが悪いた

め、ポイ捨ての缶・ポリ・ゴミが多く、道路の隅にはいっぱいゴミがたまっております。季節

によっては、草も木も伸びて大変ですが、婦人部の方々が頑張って掃除に励んでくれておりま

す。 

 

 

９ 木之郷川原環境美化クラブ （認定年月日 平成15年２月３日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道粟井観音寺線  

  （観音寺市木之郷町  活動延長1,100ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数４回） 

３ 構成員数 ４５０名 

４ 自己ＰＲ 同じ地区で一緒に活動している田

井環境美化クラブと活動して丸１０年を迎えまし

たが、これからも地区の美化に頑張ります。 
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10 木之郷田井環境美化クラブ （認定年月日 平成15年２月３日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道善通寺大野原線  

  （観音寺市木之郷町  活動延長1,200ｍ） 

２ 活動内容 清掃（23年度活動回数４回） 

３ 構成員数 ５３３名 

４ 自己ＰＲ 平成１５年２月に自治会を二分割

して愛護団体として認定を受け、田井環境美化ク

ラブとして発足し、同じ川原環境美化クラブと一

緒に環境美化に努めて、丸１０年を迎えました。

今後も地区の環境美化に皆で努めていきたいと思

います。 

 

 

 

４ 「香川さわやかロード」参加団体募集中  

【目 的】 県が管理する道路の環境美化と県民の道路愛護精神の高揚 

【県の支援内容】 除草・清掃用具、緑化資材、作業用ベスト、作業警告板等の支給、 

        傷害保険等への加入、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】 除草、草刈、清掃、緑化 

【認定要件】 100ｍ以上の区間を年2回以上、2年以上継続して活動 

【そ の 他】 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:http://www.pref.kagawa.lg.jp/douro/home/sawayaka/sawayaka.htm）に掲載） 

 

県では、ボランティア活動参加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。 

申込み、お問い合わせ先 
 

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 

長尾土木事務所 総 務 課 
さぬき市長尾東
1538-1 

0879(52)2585 
東かがわ市、さぬき市、 
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番地 

0877(46)7469 
丸亀市、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 

西讃土木事務所 総 務 課 
観音寺市坂本町 
7 丁目 3 番 18 号 

0875(25)1001 観音寺市、三豊市 
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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 NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ四国支店＆NTT西日本－四国香川事業部 高松市 76 さぬき市立小田小学校 さぬき市

2 牟礼町羽間自治会 高松市 77 前山をよくする会 さぬき市

3 八栗台ボランティアの会 高松市 78 西町東環境美化推進委員会　ひまわり さぬき市

4 八栗ライオンズクラブ 高松市 79 さわやかロードを考える十日会 さぬき市

5 「小さな親切」運動庵治町支部 高松市 80 サンフラワー さぬき市

6 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 81 グリーントピア大川 さぬき市

7 ふる里きらめき倶楽部 高松市 82 砕石をきれいにする会 さぬき市

8 昭和会 高松市 83 ＭＫＢ（水主環境美化）クラブ 東かがわ市

9 平石下自治会 高松市 84 中山環境愛護クラブ 東かがわ市

10 釈迦堂自治会・西春日保育所 高松市 85 松崎美化ボランティア 東かがわ市

11 里山クラブ【屋島】 高松市 86 恵愛福祉事業団　まつばら児童館 東かがわ市

12 玉藻三越通り振興会 高松市 87 宗心地区老人会 東かがわ市

13 ひまわりグループ 高松市 88 西浜さわやか道の会 東かがわ市

14 菅沢さわやかロード 高松市 89 大町二区自治会 東かがわ市

15 丸高建設株式会社 高松市 90 大学通り　楓の会 三豊市

16 横井鋼業株式会社 高松市 91 Ｇ．Ｖ．Ｇ 三豊市

17 ｸﾘｰﾝ会本村 高松市 92 山本町北立石自治会 三豊市

18 石舟卓球会 高松市 93 特定非営利活動法人たんぽぽハウス 三豊市

19 ㈱ファミリーマート 高松市 94 水出あすなろ会 三豊市

20 中村自治会 高松市 95 仁尾町婦人会 三豊市

21 西日本高速道路サービス四国㈱ 高松市 96 片山なかよしクラブ 三豊市

22 穴吹工科・穴吹リハボランティアサークル 高松市 97 長野道路愛護会 三豊市

23 小さな親切運動 香川町サークル 高松市 98 音田資源と環境を守る会 三豊市

24 高松市赤十字奉仕団築地分団 高松市 99 一滴（ひとしずく）の会 土庄町

25 有限会社　奥村総業 高松市 100 ビューティフル愛ランド 土庄町

26 高松町中谷自治会　ゴルフ同好会 高松市 101 オリーブの森創生組合 土庄町

27 檀紙七福会第一クラブ 高松市 102 三宅建設株式会社 土庄町

28 株式会社COCOLO　TOKIO 高松市 103 西本町自治会 土庄町

29 株式会社エム・テック四国支店 高松市 104 豊島をきれいにする会 土庄町

30 株式会社カナック 高松市 105 よつみいきいき協議会 土庄町

31 株式会社協和エクシオ四国支店 高松市 106 旭住吉会 土庄町

32 株式会社エクシオ三幸四国支店 高松市 107 土庄町大部地区協議会 土庄町

33 尾路自治会 高松市 108 一九六四会 小豆島町

34 下笠居校区子ども会育成連絡協議会 高松市 109 蒲野自治会 小豆島町

35 イオン高松店 高松市 110 神高会 小豆島町

36 イオン高松東店 高松市 111 ニコニコ駒足・愛ロード 三木町

37 高松西支部青年会 高松市 112 クリーンアップ三木 三木町

38 株式会社ファミリーホーム 高松市 113 重元石ヶ坪　むつみ会 三木町

39 住みたくなるまち土器 丸亀市 114 三木町勤労者協議会 三木町

40 土居、城東明倫の会 丸亀市 115 高原自治会 三木町

41 丸亀みらい２１ 丸亀市 116 さぬき三木料金所さわやかロード 三木町

42 福田・大浦自治会 丸亀市 117 直島町婦人会積浦支部 直島町

43 小阪自治会 丸亀市 118 宇多津町立宇多津中学校 宇多津町

44 泊自治会 丸亀市 119 さくらグループ 宇多津町

45 宮ノ浜・甲生自治会 丸亀市 120 うたづみらい２１ 宇多津町

46 笠島・山根・屋釜自治会 丸亀市 121 東分同志会 綾川町

47 アイＳ会 丸亀市 122 枌所小野西さわやか会 綾川町

48 立石自治会 丸亀市 123 綾川町安全対策協議会 綾川町

49 江の浦自治会 丸亀市 124 ひまわり会 琴平町

50 釜の越自治会 丸亀市 125 こんぴらみらい２１ 琴平町

51 甲路自治会 丸亀市 126 多度津地区婦人会 多度津町

52 青木自治会 丸亀市 127 西白方連合自治会 多度津町

53 市井自治会 丸亀市 128 たどつみらい21 多度津町

54 茂浦自治会 丸亀市 129 浜風の会 多度津町

55 明聖館高等学院 丸亀市 130 東白方自治会 多度津町

56 飯山ひまわりグループ 丸亀市 131 勝浦桜の会 まんのう町

57 四国フーズ株式会社 丸亀市 132 川奥中自治会 まんのう町

58 中北自治会 丸亀市 133 ことなみみらい２１ まんのう町

59 香川県ふじみ園 丸亀市 134 吉井自治会 まんのう町

60 坂出みらい２１ 坂出市 135 まんのうみらい２１ まんのう町

61 クリーンボランティア・善通寺 善通寺市 136 新目自治会 まんのう町

62 善通寺みらい２１ 善通寺市 137 ちゅうなんみらい２１ まんのう町

63 七王工業㈱５Ｓ委員会 善通寺市 138 小池自治会健康クラブ まんのう町

64 上出いきいきサロンの会 観音寺市 139 照井自治会ＯＢ会 まんのう町

65 本大、内間環境美化クラブ（本大上自治会） 観音寺市

66 粟井あじさいさわやか会 観音寺市

67 香川県立観音寺中央高校 観音寺市

68 本庄自治会 観音寺市

69 木之郷町川原環境美化クラブ 観音寺市

70 木之郷町田井環境美化クラブ 観音寺市

71 吉岡美化クラブ 観音寺市

72 本大、江藤環境美化クラブ 観音寺市

73 中田井町環境美化クラブ 観音寺市

74 西原自治会合歓の会 観音寺市

75 中出長寿会 観音寺市

香川さわやかロード　道路愛護団体一覧（平成25年2月28日現在）
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