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ささわわややかか通通信信  

    平成平成平成平成22223333年年年年8888月月月月1111日日日日    VOL.VOL.VOL.VOL.2222    

 

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   

                        142 団体  (平成23 年7 月 31 日現在) 
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１ 「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰受賞 

  本年５月、「ＪＡ香川県東讃小海支店女性部さわやかロード」が受賞しました。 

  この表彰は、花と緑の愛護に顕著な功績のあった団体を緑化推進活動の模範として表彰する

もので、県内団体の受賞は２年振り、香川さわやかロード認定団体の受賞は今回が初めてです。 

  表彰基準は、「道路緑化などみどりの愛護活動を、原則として５年以上、作業回数月１回以上

継続して行っている団体」とされており、他の団体の方々も受賞を目指し、活動を継続くださ

るようお願いします。 

 

 

 

 

 

受賞団体写真 

 

 

 

 

 

 

ＪＡ香川県東讃小海支店女性部さわやか 

ロード 

①活動場所 県道白鳥引田線（東かがわ市

小海 活動延長 800m） 

②活動内容 緑化・清掃（年20回程度） 

③構成員数   14名 

④活動年数   ９年 

（受賞コメント）高松自動車道引田 IC 入

口の花壇緑化に取り組んでから９年、年間

切れ目なく花を咲かそうと構成員全員で

頑張ってきましたが、今度これまでの実績

を高く評価いただき国土交通大臣表彰の

栄に浴しました。一同これまでの苦労を忘

れると感激しています。 
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２ 特長のある団体の紹介 

 今回は、「活動年数」や「活動距離」の長い団体、「年間活動参加者数」や「年間活動回数」の多

い団体を５団体ずつ紹介します（データは、提出のあった作業実績報告書などに基づいています）。 

 １ 活動年数の長い団体 

  一九六四会（小豆島町）  （活動年数）４６年（香川さわやかロード認定後１０年） 

 

 

活動風景 

 

 

 

（コメント）「名勝寒霞渓にもみじを1万本植えよ

う」 こんな途轍もない大きな目標を掲げて、会員

20 名、心を一つにして好い汗を流しています。し

かし、月日の経つのは早いもので、発足当時20代

の青年が今や 60 代 70代、こんな壮大な夢を追っ

て頑張っています。 

  前山をよくする会（さぬき市）（活動年数）３２年（香川さわやかロード認定後１０年） 

 

 

 

活動風景 

 

 

 

（コメント）前山ダムが完成し、地区が二分され

て交流が難しくなったが、大切な水を守ることと、

遍路道を残していこうーということで地区民全員

が参加し、ゴミ拾い、道路清掃や草刈等を続けて

います。交通事故も減り、安全安心は自分達で！

を合言葉に続けています。 

  八栗ライオンズクラブ（高松市）（活動年数）３０年（香川さわやかロード認定後１０年） 

 

 

 

 

 

（コメント）平成11年に、高松市庵治町(庵治半島)

に大量の不法投棄ごみ捨てられていた、そのゴミ

をなくすキャンペーンとして『庵治半島の自然を

取り戻そう』をスローガンに、地域住民と地元小

学校に呼びかけてゴミを撤去、あわせて啓蒙・啓

発活動を実施したのが始まりです。 

  さぬき市立小田小学校（さぬき市）（活動年数）２０年（香川さわやかロード認定後１０年） 

 

 

活動風景 

 

 

（コメント）毎年４月に１年生を迎え全校生で堀

切峠周辺のゴミ拾いをします。異学年での活動グ

ループでゴミを拾います。上級生が下級生の世話

をしながら活動しています。毎年ゴミ拾いをして

いるのですが、思った以上にゴミがあり子どもた

ちが驚いています。 

  小さな親切運動庵治町支部（高松市）（活動年数）２０年（香川さわやかロード認定後１０年） 

 （コメント）緑化推進事業が主になっており、地

域に行き交う人達の心和ますよう年２回の花植え

付けをしています。自分達のエリアを美しく、そ

して誰もが見てくれる緑化こそが長く続けられる

要因であり、何よりも会員相互の親睦を重点に花

植えを行っています。 
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 ２ 活動距離の長い団体 

  八栗ライオンズクラブ（高松市）  （活動距離）10,000 m 

 

 

 

 

 

 

 

（コメント）県道高松牟礼線(庵治半島)で年2回程

度のゴミ拾いと、不法ごみ投棄をされそうな道路

余幅箇所(4箇所、200本程度)にアジサイを植栽、

その箇所の草刈・水やり管理を年 2 回程度実施、

ゴミを捨てにくい環境を整備しています。 

  さぬき市立小田小学校（さぬき市） （活動距離） 6,450 m 

 

 

活動風景 

 

 

 

 

（コメント）毎年夏休みに入る前の日曜日の早朝

に地域の人たちと一緒に地区清掃（奉仕体験学習）

を行っています。自分たちの地域を保護者や地域

の人たちと一緒に清掃しています。美しい小田の

町になることを願ってみんなでさわやかな汗を流

しています。 

  前山をよくする会（さぬき市）   （活動距離） 6,000 m 

 

 

活動風景 

 

 

 

 

（コメント）前山ダムが完成し、地区が二分され

て交流が難しくなりましたが、大切な水を守るこ

とと、遍路道を残していこうということで地区民

全員が参加し、ゴミ拾い、道路清掃や草刈等を続

けています。交通事故も減り、安全安心は自分達

で！を合言葉に続けています。 

  MKBクラブ（水主環境美化クラブ）（東かがわ市）  （活動距離） 4,800 m 

 

 

活動風景 

 

 

 

 

（コメント）発足時より、会員１人１人が水主地

域内の環境美化を念頭に自主的に活動を続けてい

ます。その気持ちと責任感の強さが継続の秘訣で

あると思います。これからも地域内の環境美化に

対する強い気持ちと、地域への愛着を会員相互に

共有しながら、清掃美化活動を続けます。 

 

  八栗台ボランティアの会（高松市）   （活動距離） 3,600 m 

 （コメント）平成13年4月に認定を受け、10年

の節目を迎えることができました。新八栗台と日

東八栗台の二つの自治会有志で構成され、月一回

親睦を目的に月例会を六万寺前に集合し、情報交

換後体調等により、それぞれのコースで空き缶等

の収集作業を実施しています。 
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３ 年間活動参加者数の多い団体  

   香川県立観音寺中央高校（観音寺市）    （年間活動参加者数） ７２０名 

 

 

活動風景 

 

 

 

（コメント）本校は「地域に開かれた学校づくり」

を推進しており、そのひとつとして学校周辺の通

学路である県道等の清掃奉仕活動を積極的に実施

しています。各学年ごと年２回実施しており、こ

の活動を通して、生徒の環境美化への関心、社会

道徳観念や奉仕の精神を高めることに取り組んで

います。 

  本大、内間環境美化クラブ（観音寺市）    （年間活動参加者数） ６７１名 

 

 

活動風景 

 

 

 

（コメント）本大上自治会の住民を中心に結成さ

れ、年６回、延べ７００名弱の人員で県道沿いの

散乱ゴミの清掃や除草作業を実施しています。ま

た、併せて、国道、市道、河川の美化活動も実施

しています。 

  中田井環境美化クラブ（観音寺市）    （年間活動参加者数） ６４６名 

 

 

活動風景 

 

 

 

（コメント）中田井環境美化クラブは、中田井町

自治会加入者を構成員とし、８月より偶数月、年

４回(８、10、12、２月)を対象に環境美化運動(空

き缶拾い)を実施しています。また、５月に河川清

掃を行い河川沿いの雑草の除去。一ノ谷池堤防（つ

つじ）小池（水仙）の草刈を年３回に分け行い環

境美化運動を実施しています。 

  吉岡美化クラブ（観音寺市）       （年間活動参加者数） ５７５名 

 

 

活動風景 

 

 

 

（コメント）県道沿いのゴミの回収及び除草を年

６回（偶数月）実施しています。参加人員は、年

間約５００名程度です。活動場所は、交通量の多

い県道沿いであるため車に注意しながら活動して

います。 

  大学通り楓の会（三豊市）        （年間活動参加者数） ４７０名 

 

 

活動風景 

 

 

 

（コメント）美化活動を通して、美しくうるおい

のある町づくりを図るため、県道の拡張工事の完

成に合わせて会を設立しました。 

 年間４回の活動を実施しており、付近の香川西

校、瀬戸内短期大学、瀬戸内総合学院の生徒、学

生さんにも参加、協力していただき、美しい環境

づくりに努めています。 
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４ 年間活動回数の多い団体  

  西日本高速道路サービス四国㈱（高松市） （年間活動回数）２４回 

 

 

 

 

 

 

 

（コメント）会社を挙げて様々な社会貢献活動を

推進していますので、一人ひとりにボランティア

意識が浸透し、継続して月２回の活動ができてい

ます。また、団体名表示板を設置して頂いたこと

も参加者の励みになっています。 

  ＪＡ香川県東讃小海支店女性部さわやかロード（東かがわ市） （年間活動回数）１７回 

 

 

活動風景 

 

 

 

 

（コメント）花壇緑化を中心に活動しており、年

間切れ目なく花を咲かすには年間３作が必要で、

それに応じた育苗、改植、除草、潅水などどうし

ても活動回数が多くなる。しかし、改植や除草後

の満足感、通行人の声、作業後一時の交流で生き

がいを感じている。 

  グリーントピア大川（さぬき市）  （年間活動回数）１６回 

 

 

活動風景 

 

 

 

 

（コメント）さわやかロードの花植えと草刈りを

始めて２年目。面積（3.8畝）が広く乾地のため、

土壌づくりと灌水に四苦八苦。それでも会員同志

共に協力しグリーントピア大川の目的である「安

心して暮らせる地域作り」のため、また花を見て

くれた人が心のオアシスとなればと頑張っていま

す。 

  東白方自治会（多度津町）     （年間活動回数）１２回 

 

 

活動風景 

 

 

 

 

（コメント）活動場所は、さぬき浜街道の東白方

北交差点のミニ公園を中心に多度津健康センター

前から西へ東白方岡交差点付近までです。 

毎月第三日曜日、午前７時頃から空き缶等を拾

い(うち年４回は公園除草、剪定清掃を重点に実

施)、環境美化に努めています。 

  本庄自治会（観音寺市）     （年間活動回数）１２回 

 

 

活動風景 

 

 

 

 

（コメント）自治会の婦人部を中心に、県道のほ

か国道、市道など自治会区域内の道路について、

清掃、除草、缶拾い等を長年にわたって続けてい

ます。空き缶、たばこ、ビニール袋等のポイ捨て

がなかなか減りません。婦人部を５つのグループ

に分け(隣組単位)、１箇月に１回ずつ活動に当たっ

ています。 
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  中出長寿会（観音寺市）     （年間活動回数）１２回 

 

 

活動風景 

 

 

 

 

（コメント）中出長寿会は、毎月20日を「社会奉

仕の日」としております。朝９時頃自治会館の敷

地内にあります中出地蔵堂に集まります。高齢者

が多いので無理をせずに参加しています。 

 また、活動場所が国道 11号と県道の交差点もあ

り、交通量が多く、各人が気をつけて作業をして

います。 

 

３ 意見交換会を開催 

 本年３月、道路愛護団体と県、市町との意見交換会を開催しました。 

 １ 長尾土木事務所 平成23年3月15日（火）14:00～16:05 11団体参加 

 

 

 

 

意見交換会風景 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換会風景 ２ 

 

 

２ 高松土木事務所 平成23年 3月16日（水）14:00～15:23 12団体参加 

 

 

 

 

意見交換会風景 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換会風景 ２ 

 

 

３ 中讃土木事務所 平成23年 3月17日（木）14:00～15:10 18団体参加 

 

 

 

 

意見交換会風景 １ 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換会風景 ２ 
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４ 小豆総合事務所 平成23年 3月22日（火）14:00～15:13 ６団体参加 

 

 

 

 

意見交換会風景 １ 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換会風景 ２ 

 

 

５ 西讃土木事務所 平成23年 3月23日（水）14:00～14:55 ８団体参加 

 

 

 

意見交換会風景 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換会風景 ２ 

 

 

 

 この意見交換会では、県から「さわやかロードの活動において、穴ぼこや段差などの道路の 

異常を発見したときは、土木事務所への通報をお願いしたい」ことを依頼するとともに、「さわ

やか通信の発行内容」、「緑化作業講習会における現地作業指導の希望」について道路愛護団体

から意見をお聞きました。また、各道路愛護団体から、日頃の活動で困っていること、県や市

町に対する意見の発言がありました。今後も３月に意見交換会を開催しますので、ぜひご参加

ください。 

意見交換会においていただいた主な意見と回答 

意見交換会においていただいた主な意見 意見に対する回答 

○道路使用許可を警察で無料で手続できる

のはよいが、手続が手間である。 

○歩道のみを清掃しているので、道路使用許

可は特に必要がないのではないか。 

○道路交通法に基づく手続ですので、警察署と

の協議の結果、許可申請が必要とされた場合に

はよろしくお願いします。 

 

○構成員が年々減っている。新メンバーを入

れるため、香川さわやかロードの制度をもっ

と多くの方々に知ってほしい。 

○今後も、県広報誌への掲載や県政記者クラブ

への資料提供など、広報に努めてまいります。 

○現物で道具が支給されているが、団体が独

自で購入し、後から精算できるようにしてほ

しい。 

 

○平成 21 年度の制度見直しに当たり、現物支

給から金銭支給に変更することを検討しまし

たが、金銭支給とした場合は、作業完了の確認

方法など種々課題があり困難でした。 

 今後も、他県の状況等を参考にしながら、検

討を続けてまいります。 
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意見交換会においていただいた主な意見 意見に対する回答 

○夏場だけでも飲物を支給してもらいたい。 

 

 

 

○平成 18 年度までのような飲物の現物支給

は、数量の変更が生じた場合の対応、数量実績

の確認方法、道路以外での清掃活動への波及な

ど、種々課題があり困難です。 

○草刈後の草は、11月は田に入れ処理できる

が、7月は田に入れられないため処理が難し

い。 

○草刈により生じる草は、市町により、家庭か

ら出るごみ類として回収、処理できないことが

あります。あらかじめご確認ください。 

○「さわやか通信」に、団体の活動場所がわ

かる地図を掲載してほしい。 

○検討してまいります。 

 

４ 緑化作業講習会を開催 

 

 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するため、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、長く活動を続けてい

ただくため、昨年に続き開催しました。 

 講習会では、講師の井上修氏から、配布資料を基にわかりやすい解説があり、参加者の理解が

進んだものと考えています。今後も、開催することとしており、ぜひご参加ください。 

日時・場所 内 容 参加者 

平成23年３月24日(木) 

14:00～16:00 

 

県庁内会議室 

講師  井上 修 氏 

 ・道路余幅地の緑化に適した草花 

 ・花を咲かせるための栽培方法 

・植物の不思議クイズ など 

６団体11名 

市職員、県道路課・土木事

務所職員を含め合計 17名 
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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 高松市 75 さぬき市立小田小学校 さぬき市

2 平石下自治会 高松市 76 前山をよくする会 さぬき市

3 釈迦堂自治会・西春日保育所 高松市 77 西町東環境美化推進委員会　ひまわり さぬき市

4 里山クラブ【屋島】 高松市 78 さわやかロードを考える十日会 さぬき市

5 玉藻三越通り振興会 高松市 79 サンフラワー さぬき市

6 ひまわりグループ 高松市 80 グリーントピア大川 さぬき市

7 菅沢さわやかロード 高松市 81 砕石をきれいにする会 さぬき市

8 丸高建設株式会社 高松市 82 ＭＫＢ（水主環境美化）クラブ 東かがわ市

9 横井鋼業株式会社 高松市 83 中山環境愛護クラブ 東かがわ市

10 ㈱ファミリーマート四国ディストリクト 高松市 84 おおち夢街道を美しくする会 東かがわ市

11 西日本高速道路サービス四国㈱ 高松市 85 松崎美化ボランティア 東かがわ市

12 穴吹工科・穴吹リハボランティアサークル 高松市 86 県農協東讃支部小海支店女性部さわやかロード 東かがわ市

13 牟礼町羽間自治会 高松市 87 恵愛福祉事業団　まつばら児童館 東かがわ市

14 八栗台ボランティアの会 高松市 88 宗心地区老人会 東かがわ市

15 八栗ライオンズクラブ 高松市 89 西浜さわやか道の会 東かがわ市

16 中村自治会 高松市 90 大町二区自治会 東かがわ市

17 「小さな親切」運動庵治町支部 高松市 91 大学通り　楓の会 三豊市

18 川東校区生活研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡協議会 高松市 92 Ｇ．Ｖ．Ｇ 三豊市

19 小さな親切運動 川東サークル 高松市 93 山本町北立石自治会 三豊市

20 昭和会 高松市 94 特定非営利活動法人たんぽぽハウス 三豊市

21 ふる里きらめき倶楽部 高松市 95 水出あすなろ会 三豊市

22 石舟卓球会 高松市 96 仁尾町婦人会 三豊市

23 ｸﾘｰﾝ会本村 高松市 97 片山なかよしクラブ 三豊市

24 高松市赤十字奉仕団築地分団 高松市 98 長野道路愛護会 三豊市

25 有限会社　奥村総業 高松市 99 中元自治会 三豊市

26 高松町中谷自治会　ゴルフ同好会 高松市 100 大和ハウスグループ四国 三豊市

27 檀紙七福会第一クラブ 高松市 101 音田資源と環境を守る会 三豊市

28 COCOLO　TOKIO 高松市 102 一滴（ひとしずく）の会 土庄町

29 エム・テック四国支店 高松市 103 ビューティフル愛ランド 土庄町

30 株式会社カナック 高松市 104 オリーブの森創生組合 土庄町

31 株式会社協和エクシオ四国支店 高松市 105 三宅建設株式会社 土庄町

32 株式会社エクシオ三幸四国支店 高松市 106 西本町自治会 土庄町

33 下笠居校区子ども会育成連絡協議会 高松市 107 豊島をきれいにする会 土庄町

34 尾路自治会 高松市 108 よつみいきいき協議会 土庄町

35 住みたくなるまち土器 丸亀市 109 旭住吉会 土庄町

36 土居、城東明倫の会 丸亀市 110 土庄町大部地区協議会 土庄町

37 丸亀みらい２１ 丸亀市 111 一九六四会 小豆島町

38 福田・大浦自治会 丸亀市 112 蒲野自治会 小豆島町

39 小阪自治会 丸亀市 113 ニコニコ駒足・愛ロード 三木町

40 泊自治会 丸亀市 114 クリーンアップ三木 三木町

41 宮ノ浜・甲生自治会 丸亀市 115 重元石ヶ坪　むつみ会 三木町

42 笠島・山根・屋釜自治会 丸亀市 116 三木町勤労者協議会 三木町

43 アイＳ会 丸亀市 117 高原自治会 三木町

44 立石自治会 丸亀市 118 さぬき三木料金所さわやかロード 三木町

45 江の浦自治会 丸亀市 119 直島町婦人会積浦支部 直島町

46 釜の越自治会 丸亀市 120 宇多津町立宇多津中学校 宇多津町

47 甲路自治会 丸亀市 121 さくらグループ 宇多津町

48 青木自治会 丸亀市 122 うたづみらい２１ 宇多津町

49 市井自治会 丸亀市 123 東分同志会 綾川町

50 茂浦自治会 丸亀市 124 大成老人クラブ 綾川町

51 明聖館高等学院 丸亀市 125 粉所小野西さわやか会 綾川町

52 飯山ひまわりグループ 丸亀市 126 綾川町安全対策協議会 綾川町

53 四国フーズ株式会社 丸亀市 127 ひまわり会 琴平町

54 中北自治会 丸亀市 128 こんぴらみらい２１ 琴平町

55 香川県ふじみ園 丸亀市 129 多度津地区婦人会 多度津町

56 坂出みらい２１ 坂出市 130 西白方連合自治会 多度津町

57 クリーンボランティア・善通寺 善通寺市 131 たどつみらい21 多度津町

58 善通寺みらい２１ 善通寺市 132 浜風の会 多度津町

59 七王工業㈱５Ｓ委員会 善通寺市 133 東白方自治会 多度津町

60 上出いきいきサロンの会 観音寺市 134 勝浦桜の会 まんのう町

61 本大、内間環境美化クラブ（本大上自治会） 観音寺市 135 川奥中自治会 まんのう町

62 粟井あじさいさわやか会 観音寺市 136 ことなみみらい２１ まんのう町

63 室本九十九会　室一班 観音寺市 137 吉井自治会 まんのう町

64 室本九十九会　室二班 観音寺市 138 まんのうみらい２１ まんのう町

65 丸山松栄会 観音寺市 139 新目自治会 まんのう町

66 香川県立観音寺中央高校 観音寺市 140 ちゅうなんみらい２１ まんのう町

67 本庄自治会 観音寺市 141 小池自治会健康クラブ まんのう町

68 木之郷町川原環境美化クラブ 観音寺市 142 照井自治会ＯＢ会 まんのう町

69 木之郷町田井環境美化クラブ 観音寺市

70 吉岡美化クラブ 観音寺市

71 本大、江藤環境美化クラブ 観音寺市

72 中田井町環境美化クラブ 観音寺市

73 西原自治会合歓の会 観音寺市

74 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23年7月31日現在）


