
市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

ファーム五 H12.09.29 七曲千代田線 下郷１－１地先 火の原4830

広島県新庄高等学校 H13.01.31
一般国道２６１号
浜田八重可部線

安芸新庄バス停
大朝インター前交差点

上市交差点
ふるさと病院前交差点

クリーンロード都図 H14.06.20 七曲千代田線 的場子登宅 森脇君子宅

住吉　武夫 H18.08.29 千代田八千代線 野賀143-1 野賀バス停手前

小屋敷建設株式会社 H20.06.06 一般国道４３３号 北広島町川戸（小屋敷建設事務所前） 北広島町川戸（小屋敷建設資材置場）

花田舞太郎の仲間たち H20.06.06 浜田八重可部線 八重大橋 ショッピングセンターサンクス前交差点

株式会社平田組 H20.06.06 一般国道２６１号 北広島町下本地（新生橋） 北広島町本地石原（田中橋）

株式会社美和建設 H20.06.20 安佐豊平芸北線 北広島町移原 芸北文化ランド付近待避所 移原方面に向かって２つ先の待避所

吉田建設株式会社 H20.06.25 一般国道４３３号 北広島町志路原 北広島町海応寺

株式会社千代田工務店 H20.08.01 千代田八千代線 北広島町南方本郷（町道壬生南方線分れ） 北広島町南方木次（字原田地内待避所）

株式会社服部組 H20.08.11 浜田八重可部線 北広島町川井（県道金屋壬生線分れ） 北広島町川東（氏神工業団地入口）

亀井建設株式会社 H20.09.01 都志見千代田線 北広島町春木字茶堂（R261分れ） 北広島町今田字日南（町道奥今田線分れ）

栃薮建設株式会社 H20.10.20
一般国道１８６号
旭戸河内線

一般国道１８６号と旭戸河内線の交差点付近
（北広島町奥中原）

一般国道１８６号,150ｍ
旭戸河内線100ｍ

有限会社溝田組 H21.04.22
一般県道 千代田八千代
線

北広島町南方川本宅前 北広島町南方池田宅前

芸北工業株式会社 H21.04.22 一般国道１８６号 北広島町細見芸北橋 北広島町細見町道細見中祖線分岐

河内神楽団　有志会 H21.05.14 千代田八千代線 北広島町川西河内橋上流５０ｍ 北広島町川西河内橋下流２５０ｍ

株式会社広栄建設産業 H21.06.19 烏帽子中原線 北広島町阿坂広栄建設産業前 北広島町阿坂豊平建設資材置場前

株式会社高田建設 H21.09.08 千代田八千代線 北広島町壬生　前川宅前 北広島町壬生　河野鉄工前

西部建設事務所安芸太田支所管内　マイロード認定団体一覧（令和４年６月30日現在）
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株式会社ＳＵＭＩＤＡ H21.10.22

①主要地方道広島豊平
線
②一般県道小河内都志
見線

①北広島町阿坂　烏帽子交差点
②北広島町吉木北尾口

①北広島町今吉田　広島市境3860m
②北広島町今吉田　広島市境4800m

千代田建設株式会社 H24.09.19 一般国道２６１号 市頭眼科医院 町道蔵迫1号線入口まで

クリーンロード戸坂 H25.05.16
七曲千代田線（314
号)

山県郡北広島町吉木　北尾口バス停 山県郡北広島町吉木　戸坂橋北詰

大朝建設株式会社 H25.05.21 県道浜田八重可部線 間所橋 町道 枝の宮線分かれ

株式会社 竹下建設 豊平営業所 H26.06.12
県道40号　安佐豊平芸
北線

北広島町都志見531先 北広島町都志見724-5先

豊平建設　株式会社 H26.06.25 県道　烏帽子中原線 豊平建設（株）資材置場 （株）エヌエス化工第２工場付近まで

広島県立千代田高等学校 H27.05.08 国道261号 山県郡北広島町春木461 山県郡北広島町有田519

川西本郷営農組合 H27.05.15 県道69号線 藤本精米所先（北広島町壬生1225） 横道正浩宅先（北広島町川西817）

南方７区 H27.06.15 県道　千代田八千代線 山県郡北広島町南方本郷境 山県郡北広島町南方額田部境

溝口四区自治会 H27.06.15 県道　溝口加計線 植本宅～溝口四区生活共同施設 新永戸路橋～長戸宅

丸押部落 H28.06.17 一般国道261号 山県郡北広島町本地明神ハイツ入口 山県郡北広島町本地三田様宅前

ジーエム建設株式会社 H28.07.13 一般国道261号 八重バイパス南交差点 中国自動車道高架下

国土技建株式会社 H28.07.26 浜田八重可部線 新八重大橋（西） 壬生バイパス（中）交差点

株式会社郷田組 H28.10.20 一般国道261号 中三坂トンネル入口 田村宅前

新まるせ工事株式会社 H29.01.20 一般国道261号 北広島町役場　消防本部前 春木交差点（春木信号）

高田舗道有限会社 H29.05.30 県道金屋壬生線 安芸高田市境（塩瀬トンネル手前） 金屋壬壬生線旧道分かれ（待避所付近）

丁川流域振興協議会 H11.08.10 一般国道４３３号 鎧橋 川登大橋

広島県立加計高等学校 H11.08.10 一般国道４３４号 一般国道434号駅前合流点 天神町（たまがわ）

北広島町
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殿賀振興会 H15.01.20
一般国道191上殿バイ
パス

殿賀大橋東詰 上殿大橋西詰

三段峡観光同業組合 H15.09.08 三段峡線 落合橋 旧三段峡駅前

小笠原　元治 H21.06.10 上筒賀津浪線
安芸太田町中筒賀町道山廻欒原線から（井仁
方面）1.0km地点

起点から（井仁方面）300ｍ

錦建設株式会社 H22.09.03 一般国道１９１号 安芸太田町加計　辻ケ河原大橋東詰 安芸太田町加計　宮山トンネル

山縣建設株式会社 H23.09.22 一般国道１８６号 豊橋 天神原箕角線分れ

筒賀建設株式会社 H23.12.13 一般国道１８６号 町道天神原箕角線合流点 新八幡原橋

株式会社河本組 H24.01.16 一般国道191号線 新本郷橋 戸河内バイパス西口交差点

上殿バイパス　西長田地区 H24.06.27 一般国道１８６号 杉谷川橋（加計側）
認定こども園とごうちから戸河内ＩＣ方面
100ｍ

株式会社　梅田組 H24.07.24 一般国道１８６号 新八幡原橋 龍頭峡入口（信号機）

与一野自治会 H25.09.04 県道　弁財天加計線 弁財天橋 江野橋

(株)山陽ホドス H26.06.25 一般国道　191号 山県郡安芸太田町上殿　ステップレンタル 山県郡安芸太田町上殿　発坂トンネル入口

杉原土建　株式会社 H27.05.18 県道弁財天加計線 安芸太田町大字加計　山崎交差点 安芸太田町大字加計　深山峡駐車場

株式会社西日本グリーンメンテナンス安芸太
田地区

H27.07.17 一般国道　191号 加計トンネル東詰 弥生橋西詰

廣濱建設株式会社 H28.06.23 一般国道１８６号 廣濱建設㈱事務所
戸河内方面（太田川上流）へ118ｍ，加計方
面（太田川下流）へ50ｍ

株式会社上殿建設 H28.09.13 一般国道１８6号 株式会社上殿建設資材置き場 戸河内IC北交差点

上本建設株式会社 H29.06.08 県道澄合豊平線 安芸太田町穴国道191号分れ 上本建設株式会社事務所前

広建産業株式会社(総務部） H29.06.29 一般国道　191号 砂ヶ瀬橋 筒賀橋

サンヨー緑化産業株式会社 H29.10.06 一般国道　191号 町境（安佐北区）旧加計町に向い右側 安芸太田町大字穴（駐車場エリア内）

株式会社　ヒノデ開発 H30.05.28 一般国道　191号 坪野郵便局 大歳神社入口

安芸太田町
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アイワ産業株式会社 H30.06.28 一般県道中筒賀下線 山県郡安芸太田町砂ヶ瀬トンネル出口 加計側約100ｍ

杉の泊古墳県道草刈隊 R1.05.28 県道弁財天加計線 杉の泊消防屯所上橋 穴袋中須賀橋

株式会社京栄建設 R1.07.10 一般国道　191号 筒賀第２警報所 津浪洞門方面へ120ｍ

アース工業株式会社 R2.06.02 一般国道　191号 筒賀第２警報所付近 砂ヶ瀬橋

安芸太田町


