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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   

                        144団体  (平成23年11月30日現在) 
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１ 国土交通大臣表彰伝達 

 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、国土交通大臣から表彰されました。 

県内では、８月２４日、次の３団体に香川県土木部長から表彰状等が伝達されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 受賞団体のうち、香川さわやかロード認定の２団体をご紹介します。 

国土交通大臣表彰受賞団体 

１ 本大、内間環境美化クラブ        （活動歴）10年（平成13年5月1日から） 

 

 

 

 

活動写真 

 

１ 活動場所 県道観音寺池田線 

       県道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（22年度活動回数6回） 

３ 受賞コメント 

今回の受賞をさらなる励みに、メンバー一丸と

なり事故に注意して清掃活動をしたいと思いま

す。  

 

写真左から 

国土交通大臣表彰受賞団体 

○川東校区生活研究グループ連絡協議会くすの木 

（香川さわやかロード） 

○本大、内間環境美化クラブ（香川さわやかロード） 

○三谷町平石下自治会 （たかまつマイロード） 
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２ 川東校区生活研究グループ連絡協議会くすの木（活動歴）10年（平成13年4月3日から） 

 

 

 

 

 

１ 活動場所 国道１９３号  

  （高松市香川町  活動延長 800ｍ） 

２ 活動内容 清掃・除草 

（22年度活動回数４回） 

３ 受賞コメント 

来る８月24日県庁東館６階において、国土交

通大臣表彰を、私たち川東校区生活研究グループ

連絡協議会くすの木が受賞し、会員一度感謝の気

持ちでいっぱいです。何分、年を重ねております

が、出来るボランティア活動を環境美化運動とし

て続けて行きたいと思っております。 

 

 

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ため開催しています。 

 これまでは、室内で開催してきましたが、本年度は、道路愛護団体が緑化作業をしている実際

の道路余幅地で、講師の井上修氏が実地指導する講習としました。これにより、実際の緑化作業

に役立つ知識が、より一層深まったのではないでしょうか。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、この講習会の内容を紹介します。 

 

①会場：高松市香川町の道路余幅地（開催日 平成23年9月22日(木)） 

 

 写真 

 

 

 

中央通りから高松空港へと繋がる国道193号

線沿いにある道路余幅地で、コスモスの管理、季

節を通じての草花の種まき・育て方をテーマに開

催されました。講師からは、コスモスを長く楽し

むためには、窒素肥料を多く与えないことや、花

の咲いている最中で剪定をして背丈を低くする

とよいなどの指導がありました。参加者は、土壌

の管理方法、種まきの時期や栽培に役立つ知識と

技術について実地で学び、日頃疑問に思っている

ことを熱心に相談していました。 

 

②会場：東かがわ市三本松の道路余幅地（開催日 平成23年9月24日(土)） 

 

 写真 

 

県道津田引田線の道路余幅地で開催され、日差

しが強く気温も上昇した中での作業となりまし

た。講師から注意点の説明を受けた参加者は、化

成肥料などを施肥し、土壌を整地して、基準にな

る葉ボタンの植栽後、デージー、ハツユキカズラ

などの植付け、灌水作業、さらに、ペンタスの種

まきをしました。講師からは、手間をかけずに丈

夫に育てる手法やアブラムシ等害虫繁殖の予防

方法などについて説明がありました。 
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③会場：高松市松並町の道路余幅地（開催日 平成23年11月11日(金)） 

 

 写真 

 

 

 

県道勅使室新線の道路余幅地で開催され、当日

は、小雨模様の天候の中での作業になりました。

参加者は土壌を軽く交転して化成肥料をまき、整

地作業を行いました。植付けは、さわやかロード

のロゴマークのイメージして、ゾーン別にパンジ

ー・ビオラ・アリッサムを配置しました。講師か

らは、一年草ばかりでなく、多年草の植物も配置

して、華やかな雰囲気を作りながら、植える手間

を省略する方法やコンクリートの縁を掻き揚げ

るように土を掘り起こせば、雑草が生えにくく水

持ちもよくなるなどのアドバイスがありました。 

 

 

３ 「アダプト・プログラム・シンポジウム」において香川さわやかロードを紹介 

 

 平成23年11月21日(月)、東京

都で「アダプト・プログラム・シ

ンポジウム 2011」（主催：社団法

人食品容器環境美化協会）が開催

されました。シンポジウムでは、

香川県のさわやかロード事業がア

ダプトプログラムの先進事例とし

て取り上げられ、香川県道路課か

ら事例紹介を行ったものです。ア

ダプトプログラムとは、市民と行

政が協働で進める、新しい「まち

美化プログラム」で、市民と行政が互いの役割分担を定め、両者のパートナーシップのもとで

美化を進めることとされています。このシンポジウムは、平成11年に第1回が開催され、13回

目の今年は「新たな地域の連携・連帯に向けて」をテーマに開催されたものです。 

 

 

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 

【市町への支援依頼内容】 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 

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）、県道路課へ。 
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５ 「香川さわやかロード」道路愛護団体紹介（高松土木事務所管内） 
 
 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、平成23年11月 30日現在、１４４

団体となっています。この道路愛護団体の活動について、順次ご紹介しています。 

 今回は、高松市と直島町を管轄する高松土木事務所管内の団体です。 

 高松土木事務所管内の道路愛護団体は、現在３７団体あります。これらの団体のうち、掲載を

了解いただいた１２団体を認定順に紹介します。 

 

 NTT ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ四国支店・NTT西日本－四国香川事業部（認定年月日 平成13年4月3日） 

 

 

１ 活動場所 高松香川線 

  （高松市上之町  活動延長 550ｍ） 

２ 活動内容 [清掃・除草] 

（[22年度活動回数 ６回） 

３ 構成員数 １２８名 

４ 自己ＰＲ  

 平成 13 年４月より活動を始め 10 年の節目を迎

えました。現在、ＮＴＴグループ２社合同の１２

８名の構成で、偶数月の20日前後に清掃活動を続

けています。我が社の事業は道路と深い係わりが

あり今後も道路事業、地域貢献を目的に継続して

実施してまいります。 

 

 牟礼町羽間自治会 （認定年月日 平成13年4月3日） 

 

 

１ 活動場所 高松志度線 

  （高松市牟礼町  活動延長 800ｍ） 

２ 活動内容 [清掃・除草・緑化] 

（[22年度活動回数 ６回） 

３ 構成員数 ５９名 

４ 自己ＰＲ  

 私達は、自治会活動として、沿線の緑化・清掃・

除草など通年、花を咲かそうと全員で頑張ってい

ます。天気の偏りで、７～９月の水管理が大変で

すが、道路を利用する人の和みになれば良いと思

っています。 

 

 八栗台ボランティアの会 （認定年月日 平成13年4月3日） 

 

 

１ 活動場所 八栗原線、八栗牟礼線  

  （高松市牟礼町 活動延長 3,600ｍ） 

２ 活動内容 [清掃]（22年度活動回数 10回） 

３ 構成員数 ２２名 

４ 自己ＰＲ  

新八栗台自治会及び日東八栗台自治会の有志で

構成され六万寺門前に集合し、空き缶等の収集な

ど清掃作業を実施しています。 
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 「小さな親切運動」庵治支部 （認定年月日 平成13年4月3日） 

 

 

１ 活動場所 高松牟礼線  

  （高松市庵治町  活動延長 750ｍ） 

２ 活動内容 [清掃・除草・草刈・緑化] 

（22年度活動回数 ７回） 

３ 構成員数 ３５名 

４ 自己ＰＲ  

風光明媚な夕日が沈む屋島を見ながら、その輝

かしさの中、花植えをする会員達の楽しそうな笑

顔。こんな素敵な所で緑化推進活動ができる喜び

をかみしめながらの活動に、道行く人から「お疲

れ様」、「ご苦労様」と声をかけられ、会員皆満足

そうに最後に水をやり、充実感を味わっています。 

 

 

 川東校区生活研究グループ連絡協議会くすの木（認定年月日 平成13年4月3日） 

 

 

１ 活動場所 国道１９３号  

  （高松市香川町  活動延長 800ｍ） 

２ 活動内容 [清掃・除草] 

（22年度活動回数 ４回） 

３ 構成員数 ３５名 

４ 自己ＰＲ  

私たちのグループは、気持ちは若く自分たちが

出来るボランティア活動を積極的に和気あいあい

の中で、「町をきれいに」をモットーに頑張って、

年４回の活動を実施しているところです。 

 

 

 昭和会 （認定年月日 平成14年1月4日） 

 

 

１ 活動場所 国道１９３号  

  （高松市香川町  活動延長 1,000ｍ） 

２ 活動内容 [清掃]（22年度活動回数 10回） 

３ 構成員数 １０名 

４ 自己ＰＲ  

空の玄関「高松空港」の地元住民として「空港

通り」の清掃活動を行っています。少しでも「き

れいなまち」の印象を持っていただけるよう月１

回を定例として活動を行っていますが、ゴミのポ

イ捨てはなくなりません。これからも根気強く地

域の仲間と親睦を深めながら頑張りたいと思いま

す。 

 

 

 

 



- 6 - 

クリーン会本村 （認定年月日 平成14年5月1日） 

 

 

１ 活動場所 国分寺中通線  

  （高松市国分寺町  活動延長 1500ｍ） 

２ 活動内容 [清掃・除草] 

（[22年度活動回数 ６回） 

３ 構成員数 １１名 

４ 自己ＰＲ  

 年６回の活動を行っていますが、10 年目となる

と道路がかなりきれいになり、ゴミを捨てる人も

だんだん少なくなっています。いつ通っても美し

い道路を誇りとして、活動を続けています。 

 

 

 平石下自治会 （認定年月日 平成14年8月1日） 

 

 

１ 活動場所 三木国分寺線  

  （高松市三谷町  活動延長 700ｍ） 

２ 活動内容 清掃・除草 

（22年度活動回数 ３回） 

３ 構成員数 ８９名 

４ 自己ＰＲ 

十数年前から自発的に活動を行っています。歩

道や車道の草抜きや空き缶拾い等の作業を通行者

が見て、ゴミを捨てないように心がけて欲しいと

思います。また、市道でも同様の活動を行ってお

り、こうした活動により、道路の環境美化や愛護

意識の高揚が図られ、利用者のマナー向上に繋が

ればと思っています。今後も活動を維持したいと

考えています。 

 

 

 釈迦堂自治会・西春日保育所 （認定年月日 平成15年5月1日） 

 

 

１ 活動場所 勅使室新線  

  （高松市松並町  活動延長 550ｍ） 

２ 活動内容 [清掃・除草・緑化] 

（22年度活動回数 ３回） 

３ 構成員数 ７０名 

４ 自己ＰＲ  

 老人会の役員と保育士とで花の除去と整地、花

壇植栽と水やりを、それぞれ１時間かけて、はつ

らつと楽しくボランティア活動をしています。「さ

わやかロード」は旧琴平街道沿いにあり小中学校

も近く、通る人皆に花壇の生育を見てもらい、美

しさをＰＲして元気を与えられるように頑張って

います。 
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里山クラブ【屋島】 （認定年月日 平成15年11月1日） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 活動場所 屋島公園線  

  （高松市屋島西町  活動延長 1,600ｍ） 

２ 活動内容 [清掃・除草・草刈] 

（22年度活動回数 ４回） 

３ 構成員数 ５０名 

４ 自己ＰＲ  

私達は屋島の自然と文化遺産を身近に感じ、健

康管理などの為に屋島に登られる方々を応援し

て、共に屋島登山で情報交換をしながら互いに知

り合い、楽しく遍路道を登り「健康」を頂いてい

ます。そのメンバー自身が自分達の山歩きエリア

を「美しく」、「さわやかに」をモットーに清掃を

しています。 

 

 高松玉藻三越通り振興会 （認定年月日 平成16年8月2日） 

 

 

１ 活動場所 高松港線  

  （高松市内町  活動延長 400ｍ） 

２ 活動内容 [清掃・除草] 

（22年度活動回数  36回） 

３ 構成員数 １６０名 

４ 自己ＰＲ  

高潮で全滅した街路樹に代った61本の幼木への

感謝に始まった振興会の毎月の草抜きは、ロード

パーク（公園の中の道のように）が遠い目標、１

里塚は2013年・道路緑化率25%です。 

77 ヶ月目の清掃日に皆で樹径と樹高を計って

「見える化」した炭酸ガス吸収量の累計は１升ビ

ン８万８千本分でした。 

 

 丸高建設株式会社 （認定年月日 平成18年7月3日） 

 

 

１ 活動場所 高松善通寺線  

  （高松市宮脇町  活動延長 800ｍ） 

２ 活動内容 [清掃]（22年度活動回数 10回） 

３ 構成員数 １５名 

４ 自己ＰＲ  

 私達は毎月初め第１木曜日夕方に活動を実施し

ています。県道沿いには香川大学、中学校、小学

校、幼稚園があり学生達の通学路になっています。

この県道は交通量も多くタバコの吸殻、空き缶等

のポイ捨てが多く、中井社長の「自分達の町は自

分達で綺麗に」の一声で活動を始め、社員一同綺

麗な町（高松）を目指し清掃活動を行っています。 
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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 77 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 78 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 79 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 80 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 81 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 82 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 83 砕石をきれいにする会 さぬき市

8 昭和会 高松市 84 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 85 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 86 おおち夢街道を美しくする会 東かがわ市

11 里山クラブ【屋島】 高松市 87 松崎美化ボランティア 東かがわ市

12 玉藻三越通り振興会 高松市 88 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

13 ひまわりグループ 高松市 89 恵愛福祉事業団　まつばら児童館 東かがわ市

14 菅沢さわやかロード 高松市 90 宗心地区老人会 東かがわ市

15 丸高建設株式会社 高松市 91 西浜さわやか道の会 東かがわ市

16 横井鋼業株式会社 高松市 92 大町二区自治会 東かがわ市

17 ｸﾘｰﾝ会本村 高松市 93 大学通り　楓の会 三豊市

18 石舟卓球会 高松市 94 Ｇ．Ｖ．Ｇ 三豊市

19 ㈱ファミリーマート 高松市 95 山本町北立石自治会 三豊市

20 中村自治会 高松市 96 特定非営利活動法人たんぽぽハウス 三豊市

21 西日本高速道路サービス四国㈱ 高松市 97 水出あすなろ会 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 98 仁尾町婦人会 三豊市

23 小さな親切運動 香川町サークル 高松市 99 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 100 長野道路愛護会 三豊市

25 有限会社　奥村総業 高松市 101 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 102 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 103 音田資源と環境を守る会 三豊市

28 株式会社COCOLO　TOKIO 高松市 104 一滴（ひとしずく）の会 土庄町

29 株式会社エム・テック四国支店 高松市 105 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 106 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 107 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 108 西本町自治会 土庄町

33 尾路自治会 高松市 109 豊島をきれいにする会 土庄町

34 下笠居校区子ども会育成連絡協議会 高松市 110 よつみいきいき協議会 土庄町

35 イオン高松店 高松市 111 旭住吉会 土庄町

36 イオン高松東店 高松市 112 土庄町大部地区協議会 土庄町

37 住みたくなるまち土器 丸亀市 113 一九六四会 小豆島町

38 土居、城東明倫の会 丸亀市 114 蒲野自治会 小豆島町

39 丸亀みらい２１ 丸亀市 115 ニコニコ駒足・愛ロード 三木町

40 福田・大浦自治会 丸亀市 116 クリーンアップ三木 三木町

41 小阪自治会 丸亀市 117 重元石ヶ坪　むつみ会 三木町

42 泊自治会 丸亀市 118 三木町勤労者協議会 三木町

43 宮ノ浜・甲生自治会 丸亀市 119 高原自治会 三木町

44 笠島・山根・屋釜自治会 丸亀市 120 さぬき三木料金所さわやかロード 三木町

45 アイＳ会 丸亀市 121 直島町婦人会積浦支部 直島町

46 立石自治会 丸亀市 122 宇多津町立宇多津中学校 宇多津町

47 江の浦自治会 丸亀市 123 さくらグループ 宇多津町

48 釜の越自治会 丸亀市 124 うたづみらい２１ 宇多津町

49 甲路自治会 丸亀市 125 東分同志会 綾川町

50 青木自治会 丸亀市 126 大成老人クラブ 綾川町

51 市井自治会 丸亀市 127 枌所小野西さわやか会 綾川町

52 茂浦自治会 丸亀市 128 綾川町安全対策協議会 綾川町

53 明聖館高等学院 丸亀市 129 ひまわり会 琴平町

54 飯山ひまわりグループ 丸亀市 130 こんぴらみらい２１ 琴平町

55 四国フーズ株式会社 丸亀市 131 多度津地区婦人会 多度津町

56 中北自治会 丸亀市 132 西白方連合自治会 多度津町

57 香川県ふじみ園 丸亀市 133 たどつみらい21 多度津町

58 坂出みらい２１ 坂出市 134 浜風の会 多度津町

59 クリーンボランティア・善通寺 善通寺市 135 東白方自治会 多度津町

60 善通寺みらい２１ 善通寺市 136 勝浦桜の会 まんのう町

61 七王工業㈱５Ｓ委員会 善通寺市 137 川奥中自治会 まんのう町

62 上出いきいきサロンの会 観音寺市 138 ことなみみらい２１ まんのう町

63 本大、内間環境美化クラブ（本大上自治会） 観音寺市 139 吉井自治会 まんのう町

64 粟井あじさいさわやか会 観音寺市 140 まんのうみらい２１ まんのう町

65 室本九十九会　室一班 観音寺市 141 新目自治会 まんのう町

66 室本九十九会　室二班 観音寺市 142 ちゅうなんみらい２１ まんのう町

67 丸山松栄会 観音寺市 143 小池自治会健康クラブ まんのう町

68 香川県立観音寺中央高校 観音寺市 144 照井自治会ＯＢ会 まんのう町

69 本庄自治会 観音寺市

70 木之郷町川原環境美化クラブ 観音寺市

71 木之郷町田井環境美化クラブ 観音寺市

72 吉岡美化クラブ 観音寺市

73 本大、江藤環境美化クラブ 観音寺市

74 中田井町環境美化クラブ 観音寺市

75 西原自治会合歓の会 観音寺市

76 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11月30日現在）
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