
市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

中畑自治会 H13.09.28 矢野安浦線 呉市安浦町中畑（黒瀬境） 呉市安浦町中畑（下垣内境）

広島県立音戸高等学校 H13.10.31 一般国道４８７号 音戸大橋交差点 隠渡交差点

呉市仁方地区社会福祉協議会ボランティア部 H15.03.18
広仁方停車場線・仁方
港線

仁方本町 仁方町戸田

社会福祉法人江能福祉会倉橋の里 H14.07.24 県道283号 倉橋生活バス　江の浦バス停 重生バス停付近

里山クリーンの会 H16.01.16 焼山吉浦線 吉浦東本町四丁目 吉浦町鍋土

株式会社エルビエント H16.11.30 安芸阿賀停車場線 安芸阿賀駅前広場 Ｒ１８５号交差点

大之木建設株式会社 H20.09.17 一般国道４８７号 めがね橋（呉線高架下） 地方総監部正門前

株式会社久保建設 H21.02.03 音戸倉橋線 株式会社久保建設 藤の脇方面150ｍ

大新土木株式会社 H21.03.27 呉平谷線 三津田橋東詰め 大平橋東詰め

株式会社クレスポーツプラザ H21.08.28 呉環状線 焼山町 天応方面２００ｍ

水場産業有限会社 H22.06.07 一般国道４８７号 呉市音戸町波多見七丁目波多見バス停 呉方面１００ｍ

大新電工株式会社 H22.11.25 呉平谷線 呉市二河町山手橋 呉市二河町上山手橋

中鋼産業株式会社 H22.11.25 広仁方停車場線 呉市広町 産業技術総合研究所バス停 津久茂公園入口

早瀬区自治会 H22.11.25
一般国道４８７号
音戸倉橋線

県道音戸倉橋線　㈱タケシタ（早瀬1-
4882-1）

早瀬大橋下交差点

有限会社先家建設 H23.05.31 県道呉環状線 ＪＲ呉線踏切 豊栄橋西詰交差点

下蒲刈町大地蔵自治会 H23.06.20 県道見戸代大地蔵線 トゥモロウハウス前 大地蔵漁港前

下蒲刈地区自治会連合会 H23.06.20 県道下蒲刈川尻線 大津泊緑地コメリ側 河川部分

郷原フロックスロード H23.08.25 呉環状線 呉市総合スポーツＣ入口 奥田橋
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早瀬区自治会うずしお会 H23.08.25 一般国道487号 若宮トンネル西詰交差点 早瀬大橋手前

天童土木有限会社 H23.10.03 県道瀬野呉線 本通八丁目交差点 本通七丁目交差点

大竹山工業所 H23.10.13 一般国道４８７号 本通一丁目交差点 めがね橋交差点

株式会社福美建設 H23.11.24 一般国道375号 中新開三丁目交差点 中新開市営住宅前交差点

株式会社杉岡組 H23.12.08 県道呉環状線 豊栄橋西詰信号機 阿賀南４丁目点滅信号機

株式会社芳信建設 H23.12.16 広仁方停車場線 津久茂バス停 長浜桟橋バス停

株式会社　東伸 H24.04.20 瀬野呉線 本通７丁目交差点 休山トンネル西口交差点

郷原１０区老人クラブ H24.06.19 一般国道３７５号 セブンイレブン呉郷原店前
記念病院前バス停
東方約130ｍ

有限会社　京免総業 H24.06.19 瀬野呉線 本通８丁目交差点 吾妻横断歩道（陸橋）北側歩道

株式会社　太野建設 H24.09.24 呉環状線 苗代交差点南西350ｍ
苗代交差点北東100ｍ（新道及び旧道約
800ｍ）

広長浜東自治会 H24.11.27 県道広仁方停車場線 広長浜四丁目 広長浜五丁目

女子畑自治会 H24.12.03 県道内海三津線 藤木入口 男垣内入口東方150ｍ

有限会社　松岡組 H26.04.24 県道広 仁方停車場線 呉東部卸売市場前信号機 王子製紙(株)呉工場 正門付近

長門大和建設株式会社 H26.04.24 音戸倉橋線 呉市 倉橋町 井目木 呉市 倉橋町 尾立

稲田産業有限会社 H26.05.01 県道　川尻安浦線 ペンションレストラン　スオミ 安浦町境

成風土木有限会社 H26.05.01 県道　川尻安浦線 川尻町境 東へ１5０ｍ

新栄建設株式会社 H26.05.01 音戸倉橋線 ルネッサンス瀬戸内 尾立方面へ500ｍ

有限会社　有信建設 H26.06.30 県道広仁方停車場線 広交差点 呉東部卸売市場前交差点

橋本工業有限会社 H26.07.23 一般県道　内海三津線 小多田安浦線交差点１００ｍ東側 安芸津方面１００ｍ
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呉市音戸町高須自治会 H26.08.01 一般国道　487号 呉市音戸町高須2丁目　天神橋 呉市音戸町高須３丁目　中森自動車

蒲刈町女性団体連合会 H27.01.07
県道287　上蒲刈島循
環線

呉市東消防署蒲刈出張所 県道356　豊浜蒲刈線

共栄土木有限会社 H27.03.11 県道上蒲刈島循環線 宮盛町小浜バス停 蒲刈中学校バス停

広南開発　株式会社 H27.10.14
県道中大迫清田線（県
道286号）

北吉水産出入り口 納地区須賀邸前

株式会社　岡本組 H27.10.14
一般県道353号内海三
津線

呉市安浦町藤木側旧道交差点 呉市安浦町女子畑東側旧道交差点

広石内芳ケ淵マイロード H28.03.18 一般国道375号 芳淵隧道入り口 黒瀬川土手広場（桜植樹域）

中国ニチレキ工事株式会社 H28.06.22
一般県道334号小多田
安浦線

株式会社光山組事務所前 一般県道353号内海三津線交差点

株式会社富廣産業 H28.07.28 一般国道375号 呉市広三芦1丁目（筋違橋） 呉市広町田1丁目（町田橋交差点）

延田建設 H28.08.22
県道278号　焼山吉浦
線

延田建設事務所 焼山方面

株式会社弘真 H28.12.06
一般県道279号　広仁
方停車場線

広小坪一丁目１番街区（広長浜五丁目との町
境）

広小坪二丁目１８番街区（仁方町との町境）

有限会社中能組 H28.12.15
一般県道283号倉橋大
向釣士田港線

中能組倉庫前 大谷橋

シンクコンストラクション株式会社 H29.03.09
主要地方道35号　音戸
倉橋線

火山登山口バス停 本浦方面

ジーエム建設株式会社 H29.04.20
主要地方道66号　呉環
状線

浄光寺前 郷原小学校西交差点

有限会社　村尾組 H29.04.13
一般県道279号　広仁
方停車場線

仁方運動広場前 中国酵素㈱前

サロンまめでがんす H29.06.02 一般国道375号 郷原大橋東側 水防センター入口

有限会社　ヒロシ工業 H29.07.13 一般国道375号 広本町三丁目22（広小学校西口） 広本町三丁目14（広本町三丁目）

真大産業　株式会社 H29.09.13
一般県道242号　呉港
線

宝橋西詰交差点 マリンビル交差点

株式会社　髙宮建設 H29.09.13
主要地方道34号　矢野
安浦線

安浦バイパス東口交差点 西三津口交差点

希望建設　有限会社 H29.09.13
主要地方道66号　呉環
状線

井上金属プレハブ事務所付近 比良鉄工跡地付近
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株式会社　くれ海陸 H29.09.27 一般国道　375号 広本町三丁目交差点 広警察署西口交差点

中原建設株式会社 H29.12.06 一般県道248号 千稔ブドウ園前 登山者専用駐車場前

南隠渡区自治会 H30.06.15 一般国道487号 隠渡交差点 呉警察署音戸分庁舎前

総合技研株式会社 H30.06.15
一般県道278号　焼山
吉浦線

吉浦東本町四丁目 国道31号方面

河井建設工業株式会社 H30.10.30 一般県道31号呉平谷線 押込町交差点 中倉団地入口バス停

新光建設株式会社 R1.06.25 県道66号呉環状線 竹中モータース横 阿賀マリノ入り口付近

やぎのおさんぽ草刈隊 R2.03.11 県道内海三津線 呉市女子畑1309付近 呉市女子畑1370付近

熟年友の会 R2.03.11 県道焼山吉浦線 ひばりヶ丘団地入口 呉平谷線合流

荒岡建設株式会社 R3.02.05 一般国道375号線 郷原バス停前（信号） セブンイレブン呉郷原町店前

福徳技研株式会社 R3.04.26
主要地方道31号呉平谷
線

三津田東詰交差点 二河橋東詰交差点

株式会社ヒノデ開発 R3.04.28
主要地方道66号呉環状
線

郷原大橋東交差点 郷原小学校西交差点

明徳建設有限会社 R3.12.20
一般県道279号　広仁
方停車場線

皆実グラウンド前 中国酵素株式会社入口付近

ＹＭＴ株式会社 R3.12.28 一般国道４８７号 鍋桟橋交差点 警固屋４丁目交差点

株式会社大和興業 R3.12.28 一般国道４８７号 警固屋４丁目交差点 新大正橋南詰

株式会社新興建設 R4.03.23 一般国道４８７号 ジュンテンドー音戸店 呉方面１００ｍ
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