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担当：古海
担当：渡辺

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。

検索北九州市道路サポーター

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。

Tel.（093）511-6700
Tel.（093）967-7758

第2回北九州市道路サポーターの会区会を開催

NPO法人 まちづくりサポート北九州
NPO法人 ふきの会

　平成26年度の第2回北九州市道路サポーターの会区会が1月に開かれました。 今回の区会では、8月に開催した第1回区会
で皆さんからいただいた意見について12月の幹事会で検討し、取りまとめた結果の報告が行われました。また、区代表・副代
表の任期が今年までとなっていることから、来年度の役員についての話し合いも行われました。 皆さんの要望やご意見が、道路
サポーターのよりよい仕組みづくりに繋がりますので、 今後とも、区会への積極的なご参加をお願い致します。

　北九州ひまわりの里　生活介護事業所 門司港「しおかぜ」では、月曜日から金曜日までの毎日、利
用者の歩行を兼ねた清掃活動や花壇の世話を行っています。旧門司にある事業所から海沿いの遊
歩道を通ってノーフォーク広場まで歩きながらゴミを拾います。寒い季節には、門司港レトロ地区ま
で歩き、花の植え替えや草取り、水やりなどをしています。
　施設の中だけではなく、外に出ることが利用者の気分転換にもなり、地域の方との交流にもなって
います。道路サポーターの帽子をかぶり、ゴミ袋と火バサミを持ち、道に落ちているたばこの吸い殻
やゴミをゴミ袋に入れていく清掃活動。歩くだけではなく、ゴミを拾 うという活動が地域社会や生き
がいにつながっており、海の風を感じながら遊歩道を歩いていきます。活動を重ねることで、「こんに
ちは」とすれ違う人への挨拶がごく自然にできるようになってきたのだそうです。門司港レトロ地区で
は、活動中の他の団体の方に出会って挨拶を交わすこともあり、地域の中で道路サポーター同士の
交流も生まれています。

歩きながらの清掃活動が、メンバーの生きがいづくりにつながっている。

取材
de

キャッチ
北九州ひまわりの里 生活介護事業所 門司港「しおかぜ」

　当社の前には、地域のゴミステーションがあり、ゴミ出し日には、カラスがネットの隙間からゴミを散
乱させ、困っていました。このため当社では、当番を決めて、ゴミ出しの時間帯に清掃を始めることから
活動がスタートし、その後、道路サポーターの制度があることを知り、平成２５年１２月に登録しました。
清掃範囲は、会社前である八幡戸畑線の枝光３丁目交差点から九州国際大学付属高校入口交差点の
約160mで、ゴミ収集日の火曜日と金曜日の週２回、清掃や草取りなどに汗を流しています。
　現在、社員１４名の他、下請けの業者にも手伝ってもらって、道路の美化に努めています。
　「ゴミが散乱する理由として、ゴミ出しのマナーの悪い人も多く、これらの清掃活動がゴミ出しのマ
ナーの改善につながればうれしい」、また、「この活動が地域全体のまちの美化活動につながってもらえ
ればありがたい」と活動にかける思いを語ってくれました。

清掃活動を通じて、ゴミ出しマナーの改善、まちの美化活動に貢献したい。

取材
de

キャッチ
株式会社 清水建築工業

副代表▶高山多美子（ひびき花の会）
ひびき灘開発㈱、深町桜会、ひびき花の会、若松１区自治会、
若松区１区青々会、高陵高等学校、花野路青空会、
久岐の浜クリーングループ

■イベントへの参加
　・海岸通り（国道495号）にどんぐりの木を植樹しているが、道路サポーターの団体も参加してはどうか
■花壇の再利用について
　・活動していた花壇の多くを他の目的に利用するとのことで返還したが、他に利用されることなく、放置
　されている。再度、道路サポーターとして、活用できる範囲で花壇等に利用することはできないのか

出席団体 ： 

意見や提案事項 ： 

若 松 区 会 日　時 ： 平成27年1月19日（月）
　　　 10：00～10：40
会　場 ： 若松区役所４階４０１会議室

代　表▶福岡明（朽網校区環境美化部会4丁目）
朽網校区環境美化部会3丁目、朽網校区環境美化部会4丁目、
朽網校区環境美化部会5丁目、長尾校区まちづくり協議会、
寿会（南長尾）

■花苗の配布時に、花を植える間隔など、ちょっとしたアドバイスを書き添えてほしい
■フラワーアドバイザーによる花植え指導の活用を
　・効果的な肥料などについて教えてほしい
　・花を植える間隔など具体的なアドバイスがほしい
　・雑草対策などについても現地を観て指導してほしい

出席団体 ： 

意見や提案事項 ： 

小倉南区会 日　時 ： 平成27年1月19日（月）
　　　 13：30～14：30
会　場 ： 小倉南区役所 特A会議室

代　表▶北里幸良（門司港レトロ花の会）
副代表▶中井黄美男(黄金町ビューティフルクラブ)
門司港レトロ花の会、黄金町ビューティフルクラブ、白野江植物公園、
北九州ひまわりの里 生活介護事業所 門司港「しおかぜ」、グリーンと仲よしクラブ、
社会福祉法人北九州手をつなぐ育成会「インクル」、松ヶ江南老人クラブ若返り会、
小森江三丁目町内会、小森江西校区羽山東町内会、藤松ピーチの会

■総会の日程案内は、2か月前（12月中）には知らせてほしい
■のぼりについて　・必要としている団体に希望数を聞き、早く使えるようにしてほしい
　　　　　　　　  ・企業とのタイアップで制作費用を抑える方法も検討
■PR用品として、年間を通じて使えるベストを提案。ベストの後ろ襟を高くすることで日よけ対策にもなる
■除草剤に代わる、何かほかの手立てがないかについて検討

出席団体 ： 

意見や提案事項 ： 

門 司 区 会 日　時 ： 平成27年1月20日（火）
　　　 13：30～14：30
会　場 ： 門司区役所3階 大会議室

団体交流掲示板団体交流掲示板団体交流掲示板
～この道では、どんな皆さんが活動しているの？～

身近なところで、いきいきと活動を継続している団体の皆さん。
それぞれのちょっとした工夫やアイデアが、
これからの活動のヒントになるかもしれません。

もしかしたら、こちらの団体さんって
私たちのすぐ近くかもMAP

もしかしたら、こちらの団体さんって
私たちのすぐ近くかもMAP

株式会社 清水建築工業

北九州ひまわりの里
生活介護事業所 門司港「しおかぜ」



代　表▶吉田久美子（黒崎花咲かせ隊）
健福会、陣原市民センターボランティアあじさいの会、みちピカ穴生、
黒崎花咲かせ隊、黒崎宿藤田代官通り会、宿場通り藤田、ひまわりの会、
有限会社 本城葬祭、曲里の松並木を愛する会、花咲く街づくり穴生
奇麗な花を眺め隊、風薫る街曲里ボランティア清掃の会（１２団体１２人）

■水道料金を補てんすることはできないか(団体の会員数に応じた金額など)
■支援用具について
　・各団体のベース金額、プラス人数×100円などわかるようにしてほしい
　・支援用具に除草剤を追加してほしい
■総会でどの団体が活動報告を行うのか、事前に教えてほしい

出席団体 ： 

意見や提案事項 ： 

八幡西区会 日　時 ： 平成27年１月22日（木）
　　　 10：00～11：00
会　場 ： 八幡西区役所６階６０４会議室

代　表▶佐々木憲一郎（さやふく環境サポーター）
副代表▶戸成武 (戸畑区老人クラブ友親会)
さやふく環境サポーター、戸畑区老人クラブ友親会、東丸山地区自治協議
会、戸畑昭和通振興会、クラブワールドピースジャパン福岡支部

■1団体への花苗の配布数制限について
　規約は理解できるが、書類上だけで判断するのではなく、実際に花壇を見回って現状を把握し、実情に合
　った花苗の配布を検討してもらいたい　
■PR用品製作に向けて、企業や商工会議所等との協賛を提案したい

出席団体 ： 

意見や提案事項 ： 

戸 畑 区 会 日　時 ： 平成27年1月28日（水）
　　　 10：00～10：45
会　場 ： 戸畑区役所3階 34会議室

代　表▶代表 岩本幹彦（宮田町1丁目自治会） 
副代表▶木谷直記（木町本町町内会）
宮田町1丁目自治会、木町本町町内会、桜丘市民センターボランティアの会、
瑞穂1,2自治会 瑞穂会、三郎丸四町内クローバーの会、九州電力株式会社小倉営業所、
手向山公園南地区公園愛護会、APTF北九州支部真鶴会、
九州電力株式会社 北九州支社、宮田町1老人クラブ、みずほふれあい花壇

■のぼりについて
　・のぼりで道路サポーター活動をアピールしたい
　・企業の協賛金で企業名を入れたのぼりで製作費を抑えるという案もある
■ポイント制の導入で各団体予算の管理をわかりやすく
■運営事務局を継続して担当できるようにしてほしい
■表彰制度の充実

出席団体 ： 

意見や提案事項 ： 

小倉北区会 日　時 ： 平成27年1月26日（月）
　　　 10：00～11：00
会　場 ： 小倉北区役所 7Ｆ特別会議室

代　表▶芳賀文明（枝光北まちづくり協議会）
枝光北まちづくり協議会、山路松尾町年長者の会、やまぼうし会、
八幡東田まちづくり連絡会、NPO法人わくわーく、ボランティア勇気
NPO法人里山を考える会、西本町３丁目花壇愛護会、
九州電力（株）八幡営業所、NPO法人北九州ウオーキング協会（１０団体１０人） 

■ボランティア袋にたばこの吸い殻を入れているが、口が閉じるので、入れやすいアイデア商品はないかと
　思っている
■スペースワールド駅の高架下の植栽にごみのポイ捨てが多い。植栽をやめて、ポイ捨てできないような
　中央分離帯にできないか

　平成27年2月7日（土）、小倉北区あさの汐風公園で、「スポーツGOMI拾いin北九州～第2回北九州マラソンを勝手に盛り上げよう大
会～」が開催されました。これは、翌日に行われた「北九州マラソン2015」に参加するランナーや応援する皆さんを、ごみのないきれいな
まちでおもてなし！をしようと行われたもので、北九州市道路サポーターの会からも15チームが参加しました。
　スポーツGOMI拾いとは、決められたエリア内で、決められた時間内に、チーム対抗でごみの量と質を競い合う、スポーツ史上最も地球
にやさしく、社会貢献活動史上最もエキサイティングな新しいスポーツです。
　開会式とチーム毎の作戦タイムの後、「ごみ拾いはスポーツだ!」の掛け声を合図に、13時からの1時間、北九州マラソンのゴール周辺
エリア内でチームに分かれてごみを拾い、集めたごみの量を競いました。
　競技時間の1時間以内にそれぞれのチームで、ごみを分別して拾い、拾ったごみの重さを量り、点数化した総得点で競います。この日集
まったごみは、一般ごみ、資源化ごみ、たばこの吸い殻など合計152kg。「思っていたよりもごみが少ない」という声も聞かれましたが、小
さくて軽いタバコの吸い殻だけでも3kgが集められました。
　優勝したのは、福岡県立若松高等学校チームで、若さと体力を活かした作戦により、でダントツの1位となり、昨年に続いて二連覇を達
成しました。「連覇を目指し、ごみ拾いを頑張ってきた練習の成果を発揮できた」と笑顔で語ってくれました。また、昨年に続く参加で多くの
ごみを集め、2位となった高坊2丁目南町内会チームは、「うれしいけれど、これだけのごみが捨てられていたことは情けない。でも、スッキ
リときれいになったまちで北九州マラソンを楽しんでいただけると思う。ぜひ来年も参加したい」と話していました。
　当日は、第2回北九州マラソンの前日ということで、会場周辺は、マラソンの申込に訪れた方やおもてなしイベントを楽しむ方など、大勢
の方で賑わっていました。そんな中で、参加した北九州市道路サポーターの会の各チームは、日頃の清掃活動の経験を活かして、丁寧か
つ効率よくごみを拾い、道路サポーターの会の存在を力強く爽やかにアピールしました。

出席団体 ： 

意見や提案事項 ： 

八幡東区会 日　時 ： 平成27年1月23日（金）
　　　 14：00～15：00
会　場 ： 八幡東区役所 
　　　 本館2階22会議室

スポーツGOMI拾い in 北九州スポーツGOMI拾い in 北九州スポーツGOMI拾い in 北九州
第2回北九州マラソンを勝手に盛り上げよう大会

きれいなまちで北九州マラソンをおもてなし
北九州市道路サポーターの会から15チームが参加しました!】【

北九州市道路サポーターの会　入賞チーム紹介

福岡県立若松高等学校チーム

総重量 152kg

〈第1位〉
高坊2丁目南町内会 〈第2位〉

一般ゴミ
プラスチック製容器包装
かん・びん
ペットボトル
タバコの吸い殻
ペットボトルのキャップ
　

78.8kg
16kg
47kg
7.3kg
3kg

109個
　

開始前の作戦会議高坊2丁目南町内会

開始前の雄叫び

清掃風景集　合若松高等学校チーム
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