（３）

ＲＯＵＴＥ ２９８ 花と緑のネットワーク Ｖｏｌ．１４

市民参加による「外かん・ゴミ拾
い」活動から発展した環境美化・花
いっぱい運動は、花を咲かせる事で
ゴミの減量化に成功しました。
そして「日本風景街道」に正式登
録されました。

三郷市商工会 会長

石出 利勝

三郷中央ロータリークラブ

花と緑の協議会活動は、皆様の努力によ
り大きな成果を挙げてきました。今年も見
事な花が咲き、皆様の優しい気持ちが街に
安らぎを与えてくれています。
今後も、この活動が続き、三郷が花と緑に
溢れることを期待しております。

トーサイアポ（株） 社長

柏原 哲郎

東京電力（株）川口支社 支社長

この運動には、初めから参加させてもら
っています。コスモスもポピーもたくさん
の色の花が咲くと、見ているだけでも心が
洗われるようです。毎年、思うような花を
咲かせず、残念に思っています。
ＮＥＸＣＯ東日本さいたま工事事務所 所長

楠 文隆

栄二丁目町会
町会長 馬場 栄次

栄三・四丁目町会
町会長 田村 守

小口 安雄

リコーユニテクノ（株）

加藤・本田

ＪＡさいかつ 代表理事組合長

篠田 雅央

峰岸 照泰

三郷明るい社会づくりの会 幹事長

吉田 力

ＪＡは「信頼」「貢献」「改革」の基本
姿勢を基に活動しています。
地域に貢献し豊かな社会づくりに取り組
むために、この運動への取り組みがおおき
な役割を担っています。今年も積極的に社
会貢献の場として活動してまいります。

三郷の道は、首都圏の出入口、顔となる
位置だから、皆様で、花いっぱい運動を通
じて訪れる人から迎える地域の交流、そん
なお互いまごころが通じ合う、人工の便利
性と自然の温みが一体となるこの地域から
全国に発信しましょう！！

戸田 克己

栄1丁目町会 町会長

今年のコスモスは種まきの時期の良さ、
天候、そして２回の草取りとみんなの努力
の甲斐あって見事に咲いてくれました。
今年度は、最優秀賞を頂きました。9年間
頑張ってきた会員の皆様の努力のたまもの
です。

三郷市で「環境保全花いっぱい運動」の
活動を行っているこを知り、社会貢献の一
環として参画しております。南インターの
近くですが散歩の方が多く、道行く人から
「うわー綺麗の一言」がうれしく励みにな
って楽しく参加しております。

栄五丁目町会
町会長 加藤袈裟男

吉川警察署 署長

松嶌 勇次郎

高州一丁目下新田町会
町会長 田中 忍

三郷市立高州東小学校
校長 佐々木 吉一

田中ファミリー
田中 耕作

鷹野二丁目町会
町会長 恩田 俊夫

鷹野四丁目町会
町会長 加藤 清治

高州三丁目水里町会
町会長 篠田 勉

三郷市ウェンズデー
ローターリクラブ
会長 石井 幸男

三郷市倫理法人会
会長 佐藤 友宣

早稲田大学校友会三郷稲門会
代表 大村 恭生

染谷 行宏

市役所

三郷市群馬県人会
会長 長谷川 一郎

参議院議員

三郷鳰鳥ライオンズクラブ
会長 高橋 早苗

栄中学校

三郷ロータリークラブ
会長 石山 謙二

ピアラシティ

埼玉県知事

高州二丁目本町会
町会長 永塚 盛敏

１２年前に三郷インター周辺にポイ捨
三郷ＪＣＴ
てされたゴミを「見るに見かねた地元の
良識ある人々」によって空き缶ゴミ拾い
から始まった活動の展開が「花と緑の協
議会」です。
１９９８年「ＮＰＯ法」の制定により
近年、市民意識の高まり、価値観の多様化により従来、
高州二丁目みどり町会
行政が担ってきた範囲にとどまらない「公」の役割を、
町会長 皆川 俊夫
地域住民、ＮＰＯ、企業等が連携して担う協働のモデル
ケースとして、国土交通省の注目を集めました。
９年目に入る「花と緑の協議会」活動は現在、組織す
る７０団体の皆様の強固な郷土愛によってしっかりした
パートナーシップの構築により益々意気盛んなボランテ
ィア活動に育ってまいりました。
参加されている約１９００人の子供たちからお年寄り
迄、皆さんの日頃の地道な努力が実り今年度、国土交通
高州三丁目東町会
高州四丁目東町会
省の戦略会議が主催する「日本風景街道」に「日本風景
町会長 金子 繁夫
町会長 奥川 徳治郎
街道２９８三郷」として全国のモデルルートの一つに入
る栄誉をいただきました。
谷口南町会 町会長 前田 雅久
活動は更に良質な環境づくりと地域資源を生かした街
子供たちや、町内会員の協力によって、
づくりと発展させ、いよいよ三郷から首都圏・全国に向
今年もきれいにコスモスが咲きました。
けてメディアの協力をいあただきＰＲ活動にも力を入れ
これからも、花を育てる事を通して、生
てまいります。『みんまで創った美しい道と街！訪れる
命を愛しみ大事にする心を育み、又、共有
人々と迎え入れる人々の有効を深め！』地域活動の活性
して行きたいと考えています。
化と観光の振興をはかり誰もが住みたくなる感動の街づ
くりを目指します！
わらべ会

小原 一夫

道
外環
Ｒ２９８

三郷市内郵便局
局長 渡辺 浩

埼玉県立三郷高等学校
校長 粉川 誠一

高州４丁目西町会 町会長 白石 武平
雨模様の中で種蒔きした今年のコスモス
は、三日目に芽を出してくれた。そして、
今夏の猛暑にも耐えて頑張ってくれた。
今日も、清楚で可憐な赤・白・ピンクの
花が、道行く人を楽しませてくれている。
ありがとう！

岩下 弘子

「自分たちの住む地域に何か貢献できれば」との
思いで、ボランティアグループ「そよかぜＧ」を発
足。“花いっぱい運動”にもボランティア活動の一
環として参加して三年目になりました。住民主導
での地域コミュニティの再生を目指す、新しい活
動「日本風景街道２９８三郷」の更なる充実、推進
に貢献出来ますよう努めて参りたいと思います。

ＮＰＯ法人ふるさと
街づくり推進協議会
理事長 大井 巳喜彦

三郷市青色申告会女性部
中村 あさ子

社会福祉法人緑の風福祉会
社会福祉法人緑の風福祉会
阿部 広美

北首都国道事務所
課長 渡辺 稔

三郷市公園緑地課
三郷市公園緑地課
課長 穂戸田 芳雄

中央大学学員会三郷白門会 会長 町田 武
三秋会 事務局長 伊藤 美知子
私たちは、みさと団地に住んでいるので
環境美化に役立てばと運動に参加してい
なかなかコスモスの様子を見に行けません！
る。春と秋の播種の時期は日程の調整に苦
その上今年の猛暑、心配をしていたのです
労しながらもメンバーは参加してくれてい
が、雑草と一緒に元気に頑張っている姿は、
る。美事に花が咲いた時の喜びは格別のも
感動しました。猛暑にも負けずキレイな花
のがあるというのが参加者の感想だ。それ
をさかせる為に！！
を楽しみに毎回汗をかいている。
根っこクラブ 会長 松井 孝司
先代の遺志を引継ぎ「環境美化・花いっ
ぱい運動」のパートナーシップネットワー
クを構築し協働するために松井産業グルー
プとは別に『根っこクラブ』を立ち上げま
した。まず、花と緑の協議会の仲間にいれ
ていただき活動を始め、全国に活動の輪を
広げていきたいと思います。

高州１丁目仲町会 町会長

学校法人天使幼稚園
理事長 喜代崎 澄夫

前道路局長

秋山 敏子

本校では、「たかの学習と緑に学ぶ」を
特色ある教育活動とし、学校環境緑化活動
に積極的に取り組んでいます。学校の西フ
ェンス沿いの国道２９８号の花いっぱい運
動は、4年生が総合的な学習の時間で取り組
んでいます。

谷口 博昭

皆様方の活動に敬意を表します。
日本風景街道は、住んでよし、訪れてよし
のまちづくり活動を支援するものです。
みちの文化といわれる我が国において、
こうした活動によりコミュニティが再生さ
れんことを期待します。

逢澤 義朗

三郷市ＩＣ以南の国道２９８号線が日本
風景街道の一つに選ばれ心よりお祝い申し
上げます。故松井商工会長はじめ団体、企
業各位の沿道のゴミを拾い『美を護る』尊
い行為が栄冠を獲得したわけで、各位今後
一層のご活躍をお祈りします。
国際ロータリー第２７７０地区2007〜2008年度ガバナー 中村 靖治
Ｒ２９８号沿道の環境美化・花いっぱい
活動の日本風景街道モデルルート入選おめ
でとうございます。
１２年前に三郷・吉川地区の大勢のロー
タリアンによる空き缶・ゴミ拾いから始ま
った活動が現在の「花と緑の協議会」のル
ーツです。益々のご活躍をお祈り致します。

永塚 光洋

花の輪、人の輪、心の輪
一人一人の汗がきれいな花となって咲き
乱れ、道ゆく人の心和まし、自らの心も和
む。

シーニック・バイウェイ・ジャパン

日本風景街道

■ 設立趣旨

これまで日本における多くの道路は︑高度
経済成長を背景に︑単にモノ・人を運ぶ機
能を有する 道
“具 と
”して︑着実な整備が
進められてきた︒
そのため︑沿道空間との関係を持ちつつ︑
人・文化の交流空間︑あるいは生活空間と
なっていた道の役割が忘れられると共に︑
美しさ︑景観︑味わいなどのニーズは優先
されてこなかった︒
一方︑行政では︑美しい国づくり政策大綱
や景観緑三法︑観光立国行動計画の制定な
ど︑景観向上や地域主体の街道空間づくり
を支えるための法制度が整備されつつある︒
また︑道路の分野に関わらず︑社会貢献に
対する意識の高まりや行政と地域の連携な
ど︑地域住民などが社会参加を行う機運も
高まっている︒

富士山風景街道

鷹野小学校 校長

夢工房連
事務長 大井 祥子

このような状況のなか︑近年︑道路に対
する多様なニーズに対応するため︑道の駅
の整備︑オープンカフェなどの街道空間を
有効に活用する社会実験︑地域の人々が植
栽・清掃などを行う未知普請︑景観を楽し
むための美しい街道づくりなどが︑住民の
積極的参加のもとに進められている︒
このような動きを一層進めるためには︑街
道の機能の多様化や地域の資産の有効活用
などの視点に基づき︑ 地域が主体となり︑
都市部や郊外部などそれぞれの特徴に応じ︑
〝訪れる人〟 と 〝迎える地域〟 の交流によ
る美しい街道づくりを支援する仕組みや体
制の確立が必要である︒

雲上と下界を結ぶ妖精の棲む街道

的

江戸・東京・みらい街道

■ 目

浅間・白根・志賀さわやか街道

そこで︑学識者︑有識者︑企業経営者な
どの賛同と協力を得て︑新たな支援の仕組
みや体制などの構築に向け検討することを
目的とし︑本会議を設置する︒

八ヶ岳南麓風景街道

日本風景街道の理念・仕組み・制度の検討
を実施するために︑日本風景街道戦略会議
にワーキンググループを設置する︒

千曲川・花の里山風景街道

奥田 碩
日本経団連名誉会長

甲州夢街道（八王子・相模湖・藤野エリア）

委員長

時空から天空への道 日光街道

日本風景街道戦略会議

浅間ロングトレイル

http://www.hido.or.jp/fukeikaidou/

東京・迎賓地区

国土交通省﹁日本風景街道﹂ＨＰより抜粋

秩父路ルネッサンス

（株）石出造園土木
社長 石出 勝利

フォーラムゆうゆう 代表

中村 喜昭

花を見て人はなごやかな心になりいっと
きのしあわせを感じると思います。花と緑
の協議会の行事に今年も町会の皆様と共に
花作りに参加し近隣の皆様と近所のつなが
りを強く又深くして花を通じて町作りの一
端となれば幸いです。

１３モデルルートの紹介

千変万化の筑波山「まち」「さと」周遊ルート

山嵜 武雄

種まき、刈取り等は他の行事に合わせ実
施しています。通常の管理は専属に奉仕し
て頂いている人がおり、他の団体よりも常
に整備されていると自負しています。花に
よって人の心が和み、地球温暖化防止に大
いに役立つと考えます。

平成１８年度

日本風景街道関東エリア

埼玉県県土整備部道路政策課
埼玉県
県土整備部道路政策課
副課長 若林 正幸

鷹野５丁目寄巻町会 町会長

スペシャルオリンピックス さいたま みさと陸上 橋本 哲夫
私達は、知的障害をもっている方々の、
自立と社会参加を目的として、スポーツを
通して支援しています。毎月第三土曜日に
みさと公園を会場に活動しています。
公園を走ったり、ボール投げをしたりし
て、楽しんでいます。
一緒に活動してみませんか！

三郷３景に「道の郷」を創る活動

国道２９８号４．２㎞に咲くコスモス

「花と緑のフェスティバル」が盛会に開
催されますこと、心よりお喜び申し上げま
す。今後も皆様方の花いっぱい運動や環境
美化活動が、素晴らしい地域づくりにつな
がりますよう、心から御祈念申し上げます。

埼玉県議会 副議長

「日本風景街道２９８三郷」

日本風景街道２９８三郷ビュースポット「みさと公園」

（株）ミサトオフセット印刷
社長 吉岡 貞義

中川

みんなで創る「人と花と緑のふれあいの街」

応募主体 ＮＰＯ法人ふるさと街づくり推進協議会

上田 清司

国土交通省 技監

みさと公園

「産・官・学・民」連携・協働による「日本風景街道２９８三郷」のボランティアパートナーシップを組織して、
９年前から国道２９８沿道の空き缶・ゴミ拾いの
あとにコスモス・ポピーの花の種を蒔き育てる「環境美化・花いっぱい活動」は１回の参加が７０団体１９００人の日本一の規模の大きい活動に育ちました。
持続可能な社会の構築と、地域にふさわしい花と緑の街づくり、地域連携・交流が一層に増しています。

活動主体 「日本風帰依街道２９８みさと」パートナーシップ

法政大学体育会スケート部
法政大学体育会
法政大学
体育会スケート部
スケート部
主将 下村 将嘉

つくばエクスプレス

中川

そよかぜグループ 代表

私たち「わらべ会」は、障害児者の親の
会です。地域に根ざした活動の一つとして、
参加させていただいています。家族での協
働作業や会員同志のふれあいの時間として
楽しく参加させていただいております。

トーサイ・アポ（株）
社長 柏原 哲郎

高州地区文化センター

行田 邦子
街路樹などの植栽がされている道路を通
ると気持ちに安らぎと安心感が持てます。
それが四季折々の花で彩られている道なら
ば喜びもひとしおです。三郷市の皆様のご
尽力で全国７２の風景街道に選ばれたこと
を県民の一人として誇りに思いますし、関
係の方々に感謝申し上げます。

三郷市商工会青年部
青年部 部長 篠田 耕司

高州東小学校

丸山 和也
花と緑のフェスティバルの成功を心より
お喜び申し上げます。
「花いっぱい運動」は
文字通り街道が花でいっぱいになるという
ことだけでなく、そういう環境を作る人々
の心にこそ花が咲いていることでもあり、
人の心を耕すものでもある素晴らしいもの
で、ぜひ今後も継続されることを切望します。

松井産業・松友会
代表

鷹野小学校

古川 俊治
日本風景街道２９８三郷がモデルルート
に選ばれたことを、心からお慶び申し上げ
ます。皆様の地道な活動が、このような大
きな実を結ばれたことは本当にすばらしく、
全国に勇気をお与えいただいたことと思い
ます。

参議院議員

松井産業（株）
松井産業（株）
社長 松井 宏之

江戸川

南中学校

西田 まこと
日本一のボランティア活動による、日本
一のポピー街道「日本街道２９８三郷」の
ご入選、誠におめでとうございます。お一
人お一人の地道な粘り強い行動が、今皆が
求めているやすらぎの空間を創造されたも
のと感動します。

参議院議員

三郷市経済同友会
会長 大熊 正道

（２）

細川 律夫
「日本風景街道２９８三郷」の入選を心
からお祝い申しあげ、美化運動・花いっぱ
い運動に取り組まれた皆様のご努力に敬意
を表します。この三郷市の花街道を多くの
方々が訪れ、喜んでくださるよう強く望ん
でおります。

南中学校は、今年開校６１年目を迎えて
います。「何かでキラリの南中」を特色あ
る学校づくりのテーマとして６３５名の生
徒が、学習やその他のさまざまな活動に取
り組んでいます。

コスモス街道ＭＡＰ

三郷放水路

三郷中央駅

常磐道
高州一丁目仲町会
町会長 中村 喜昭

花と緑の協議会 代表幹事 ＮＰＯふるさと街づくり推進協議会
≪活動報告≫ 理事長 大井 巳喜彦

２００７年１０月
衆議院議員

「花いっぱい運動〜花と緑の協議会〜」は、
道路利用者の心を癒し、やすらぎと思いや
りを与えるでしょう。
吉川警察署は、市民の皆さん一人ひとり
の願いを信じ、犯罪や交通事故のない安全
で安心な街づくりに日々努力してまいりま
す。この輪が更に大きくなることを期待し
ております。

南中学校 校長

すかっり定着した、春のポピー、秋のコ
スモスの開花に向けて種まき、除草等の作
業も板について来ましたが、毎年の育ち具
合や開花に一喜一憂している昨今です。町
会有志で今後共楽しみながら取り組んでま
いります。

『日本風景街道』登録決定！

花と緑の協議会 副会長 国土交通省 北首都国道事務所
所長

ＲＯＵＴＥ ２９８ 花と緑のネットワーク Ｖｏｌ．１４
（社）三郷青年会議所 理事長

参議院議員

高州一丁目上町会
町会長 鶴岡 勝義

花いっぱい運動は、沿線にお住まいの
皆様をはじめ、ご協力頂いている皆様の
ご尽力の賜と感謝しております。
花いっぱい運動を通じて、地域の皆様
との交流が図れることは、道路管理者に
携わるものにとってこの上ない喜びです。これからもご
支援、ご協力の程宜しくお願い申しあげます。

山本 博正

東京電力グループでは、地域の方々との
連携を深め地域社会の発展への貢献に取り
組んでいます。
これからも「花いっぱい運動」で美しい
三郷の街づくりに協力していきたいと思い
ます。

今春４月１日付けで、さいたま工事々務所長と
して着任しました楠でございます。こちらに参り
まして、「花と緑の協議会」というすばらしい活
動に出会う事が出来ました。その活動も今年で９
年目を迎え、私どもも地域との連携を今後もさら
に強め、外環延長事業を進めてまいりたいと思っ
ておりますので、よろしくお願いいたします。

ゴミをなくす為に始まった活動が時間が
経つにつれて人を通して広がり今では大き
な改革に達していると感じます。そんな活
動を通して、普段では感じない事を感じる
ことができ色々と学んでおります。本当に
ありがとうございます。

花と緑の協議会 会長 三郷市長 木津 雅晟
皆様には平素より、外かん三郷地区「
花と緑の協議会」の活動並びに市政各般
にわたり格別の御尽力を賜り、厚く御礼
申し上げます。
この協議会活動も９年目を迎え、皆様
から愛され親しまれる道路となり、季節
を通じ人々の目をを楽しませております。
今後とも、誰もが愛着のもてる国道となりますよう、
一層のご理解と、ご協力をお願い申し上げます。

２００７年１０月

宮田 博

