
市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

マツダ株式会社 総務・法務室 総務コミュニ
ティグループ

H14.03.27 広島海田線 千代 青崎南

株式会社ＮＩＰＰＯ広島出張所 H20.10.10 府中海田線
府中町浜田三丁目4360-1地先（スパーク
前）

府中町柳ケ丘1071-15地先（町境）

極東興和株式会社　広島支店 H22.05.14 府中祇園線 中国電力（株）東広島変電所前 鶴江二丁目交差点

㈱ピーエス三菱広島支店 H23.05.18 県道府中海田線 矢賀五丁目交差点付近下り線側 浜ノ尻橋西詰め交差点付近下り線側

株式会社ファミリーマート西日本エリア本部
中国リージョン

H23.05.20 県道東海田広島線 府中町　浜田一丁目３番交差点 府中町　大縄交差点

イオン広島府中店マイロード H23.10.07 県道府中海田線 浜ノ尻橋西詰西側 矢賀新町五丁目交差点　西側

株式会社 三栄建設 H26.07.16
県道１８７号　浜田仁
保線

府中町浜田３丁目　スパーク前 府中町鹿籠２丁目　鵜崎児童遊園地

新まるせ工事株式会社 H29.01.19
県道８４号　東海田広
島線

安芸郡府中町瀬戸ハイム一丁目1地先　府中
東小学校前

安芸郡府中町瀬戸ハイム二丁目１地先　大谷
橋南交差点

株式会社テクシード R3.07.20 県道上宮町新地線
安芸郡府中町大通２丁目（大通１丁目６番交
差点）

安芸郡府中町大通２丁目（府中町役場南交差
点）

株式会社共立 R4.03.03 県道東海田広島線
安芸郡府中町山田５丁目（揚倉山健康運動公
園東）

安芸郡府中町山田５丁目（出雲大社広島分祀
前）

株式会社鴻治組 H20.06.03 広島海田線 安芸郡海田町窪町海田川橋 安芸郡海田町大正町大正交差点

西国街道・海田市ガイドの会 H23.05.11
県道府中海田線・県道
瀬野船越線

真田会館付近 海田町役場付近

広島県安芸郡海田町大正町自治会 H23.06.13 県道府中海田線 九十九橋南詰から南へ 一般国道２号線

海田花を咲かせ隊 H25.06.28 東広島バイパス周辺 東広島バイパス西浜空き地 約17㎡

海田住民活動ネットワーク H27.06.26
県道277号 矢野海田
線

海田町南大正町　東部流通団地北口 海田町曽田6番27号地先

格正建設株式会社 H30.05.17 県道矢野海田線 安芸郡海田町南明神町㈱キーレックス前
安芸郡海田町南つくも町海田西小学校（東）
交差点（海田大橋方面約600ｍ・東広島市方
面約600ｍ）

広成建設株式会社 H30.11.01 県道海田市停車場線 安芸郡海田町窪町海田市駅南口ロータリー
安芸郡海田町窪町県道151号府中海田線との
交点

西部建設事務所管内　マイロード認定団体一覧（令和４年６月30日現在）

海田町

府中町
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株式会社長沼電業社 R2.06.30 県道東海田広島線 安芸郡海田町国信一丁目国道２号交点
安芸郡海田町畝二丁目明治乳業広島工場跡地
東詰

正田建設株式会社 R3.02.15 県道府中海田線 安芸郡海田町中店８番地先（千葉家住宅）
安芸郡海田町中店13番地先（大正通第一踏
切）

株式会社栗本 R4.05.31 県道矢野海田線 安芸郡海田町曽田（畝橋東交差点）
安芸郡海田町曽田（東広島バイパス曽田高架
橋下部）

宮田建設株式会社広島支店 R4.06.02 県道東海田広島線 安芸郡海田町砂走（ひかり美容室前） 安芸郡海田町砂走（砂走橋バス停）

熊野町スポーツ少年団 H12.06.21 矢野安浦線・呉平谷線 広電熊野営業所北 坊田治夫宅北

株式会社熊野技建 H20.11.06 瀬野呉線 熊野町初神9538-2地先（下初神バス停前）
熊野町初神10567-1地先（熊野東公民館
前）

有限会社竹之内土木 H22.03.09 矢野安浦線
熊野町中溝三丁目3688-1地先（中溝バス停
交差点）

熊野町中溝三丁目3587-2地先（道垣内交差
点）

株式会社横山建設 H23.11.08 県道　瀬野呉線 熊野町萩原阿戸別れ交差点北側 熊野町萩原5748-1地先

有限会社南崎建設 H23.11.28 県道矢野安浦線 阿戸別れ交差点付近 萩原5936-3TOYBOX付近

シンクコンストラクション株式会社 H29.03.06 県道３４号矢野安浦線 安芸郡熊野町萩原テクノ自動車学校前 黒瀬方面

ジーエム建設株式会社 H29.04.14 県道矢野安浦線 安芸郡熊野町平谷四丁目熊野団地入口交差点 安芸郡熊野町川角一丁目川角交差点

株式会社福美建設（熊野地区） H29.07.04 矢野安浦線
安芸郡熊野町萩原熊野黒瀬トンネル（熊野
側）

安芸郡熊野町萩原山路橋交差点

中鋼産業株式会社 R3.05.11 県道矢野安浦線 安芸郡熊野町萩原（山路橋交差点） 安芸郡熊野町萩原（山路交差点西200ｍ）

広島翔洋高等学校 H14.01.28 坂小屋浦線 坂町平成ヶ浜３丁目 坂町平成ヶ浜４丁目

坂町役場同僚会 H20.06.23 坂小屋浦線 坂町字亀迫（駅前歩道橋） 坂町字丸子（坂町役場隣）

広島県立大柿高等学校 H13.10.11
一般国道４８７号
深江柿浦線

有重商店大柿給油所
大柿高校グランド

山口屋大柿店
高田自転車商会

江田島市立三高中学校 H16.11.17 県道36号線
三高中学校職員駐車場市道三吉92号県道36
号線交差点

三高中学校体育館西市道三吉８７合繊県道
36号線交差点

古澤建設工業株式会社 H20.08.08 一般国道４８７号 江田島市大柿町小古江（旧町境）
江田島市大柿町小古江（古澤建設工業（株）
附近）

才越道クリーンクラブ H20.08.22 高田沖美江田島線 新家建設西 才越峠

海田町

江田島市

熊野町

坂町
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三興建設株式会社 H20.10.10 一般国道４８７号
江田島市江田島町宮ノ原二丁目15571-22
地先（三興建設（株）駐車場）

江田島市江田島町宮ノ原二丁目15656-7地
先（旧宮ノ原小学校グランド）

小用自治会 H21.07.23 一般国道４８７号
江田島市江田島町小用一丁目（しおかぜ団地
下）

江田島市江田島町小用二丁目（みなと公園）

津久茂まちづくり協議会 H23.03.15 一般国道４８７号 青少年交流の家入口付近 津久茂三丁目17番貯水池

空久保建設 有限会社 H23.08.02 県道高田沖美江田島線 沖美町是長　佐々木うどん店 沖美町畑　黒神モータース

有限会社 江能設備建設 H23.09.28 県道高田沖美江田島線 美能漁村センター横 美能外港

能美中学校生徒会 H24.06.12 一般国道487号 能美図書館 中町桟橋

株式会社　藪下組 H24.06.14 県道深江柿浦線
江田島市大柿町深江
2011-12

江田島市大柿町深江2037-5

平井興産株式会社 H24.09.12 一般国道４８７号 大柿町大原字鳥井元1068-11 大柿町大原字鳥井元1026-7

小古江若葉会 H24.10.24 一般国道４８７号 大柿町小古江字峰ケ迫673-6 大柿町小古江字矢比津16-2

有限会社　船倉造園土木 H24.11.14 一般国道４８７号 大柿町大原字鳥井元1068-11 大柿町大原字鳥井元1026-7

永田川カエル倶楽部 H25.03.14 国道487号 永田川橋東詰交差点 薬師橋北側

江田島市立鹿川小学校 H25.06.18 国道487号 鹿川小学校前交差点 是長口交差点

㈱上野工務店 H25.06.27 県道高田沖美江田島線 ㈱上野工務店前 三高桟橋前

ニューブルービーチ美化会 H26.03.07
県道　高田沖美江田島
線

ニューブルービーチ北入口 ニューブルービーチ南入口

江田島市立江田島中学校 H26.06.24 県道　鷲部小用線 江田島町小用1丁目7251-11 江田島町小用1丁目7121-6

社会福祉法人　江能福祉会 H26.12.10
県道　高田沖美江田島
線

江田島市大柿町飛渡瀬 なごみ会館 江田島市大柿町飛渡瀬 真道住宅入口

江小38年会 W・Ｋ H27.05.25
県道４４号 江田島大柿
線

鷲部 江田島オート 鷲部 自動車学校入口

切串もも組 H27.06.15 国道　487号 旧切串中学校正面 西沖桟橋出口

秋月まちづくり協議会美化部 H29.05.22 県道鷲部小用線
江田島市江田島町秋月二丁目21番地先（秋
月口バス停北側30ｍ）

江田島市江田島町秋月二丁目50番地先（秋
月トンネル東交差点手前）

江田島市
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山根建設有限会社 R1.06.28 県道江田島大柿線 江田島市大柿町大君壱畝バス停周辺
江田島市大柿町大君アパートメゾン・ガリピ
ヨペータ前

大君自治会 R3.06.09 国道４８７号 江田島市大柿町大君早瀬大橋 江田島市大柿町大君県道大君深江線交差点

有留青壮年会 H12.04.25 志和口向原線 東広島向原線交点 広島市国有林入口

株式会社和田組 H13.10.24 甲田作木線 北船木線との交点 下房後集会所

山梨行政区 H13.10.24 浜田八重可部線 北原口バス停 下土師中バス停

千日住民会 H14.01.23 羽出庭向原線 向原起点 三次市三和町境

保垣青壮年会 H15.07.03 東広島向原線 志和口向原線 愛宕神社参道入口

国司自治会 H17.03.07 吉田豊栄線 岩ノ城橋 向原線の歩道

富田組株式会社 H20.06.25 上入江吉田線 新除橋右岸側 市道一本木小山線交差点

株式会社武田建設 H20.06.25 吉田邑南線 吉田郵便局前 パーラーエビス吉田店前

佐々木建設有限会社 H20.10.22 甲田作木線 安芸高田市高宮支所前 光明寺前交差点

高田舗道有限会社 H22.09.17 吉田豊栄線 赤峠吉田側登り口 赤峠吉田側途中

株式会社　山研工業 H23.06.20 県道広島三次線 落合橋 山野本宅付近

株式会社 西日本グリーンメンテナンス 安芸
高田地区

H23.10.24 県道古屋吉田線 角山橋 福田宅前橋付近

アマノ企業株式会社 H27.12.21
主要地方道三次美土里
線
（県道64号線）

安芸高田市高宮町新迫毘之元橋 安芸高田市高宮町新迫南京極本宅付近

中国ニチレキ工事株式会社 H28.05.26
県道千代田八千代線
（県道69号）

浜田八重可部線交差点（岡田商事前） 県道69号線八千代千代田線（北広島町境）

国土技建株式会社 H28.07.20 県道吉田豊栄線 向原駅前交差点 中崎神社

簸川建設株式会社 H28.11.15 浜田八重可部線 特別養護老人ホームレークサイド土師 黒瀬宅上

安芸高田市

江田島市
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株式会社伏光組 H30.06.05 県道吉田豊栄線 ＪＡ虹のホール前 レトア安芸高田前

株式会社砂原組 H30.06.25 吉田邑南線 歴史民俗博物館前交差点 境橋

生田街道道守倶楽部 H30.11.30 県道吉田邑南線 生桑郵便局 新大橋

宮川興業株式会社 H31.03.08 県道吉田豊栄線 港橋 岩ノ城橋

株式会社高山 R3.05.07 県道浜田八重可部線 国道54号勝田交差点 北原口バス停

パラカ株式会社 R4.06.15 県道浜田八重可部線 パラカ株式会社「遥古荘」南端 北へ１００ｍ

竹原自治会 R4.06.24 県道上入江吉田線 安芸高田市吉田町竹原スターライト倉庫 安芸高田市吉田町竹原永井宅手前前

安芸高田市


