
市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

小田白竜会 H12.05.10 小田白市線 河内町小田　新小田橋 河内町小田　瀬谷付近

小田地域Vグループ「たんぽぽ」 H12.05.10 小田白市線 新小田橋 瀬谷付近

志和堀小学校区住民自治協議会 H12.11.21
県道33号線（瀬野川福
富本郷線）

ほたる見橋 ほたる恋橋

西部建設事務所東広島支所 火曜会 H13.09.13 西条停車場線 中央公民館 石ヶ瀬橋

椛坂寿朗会 H13.10.26 東広島白木線 三国製薬研修センター 西和包装㈱志和工場

上曽場・新和会 H13.10.26
津江八本松線
馬木八本松線

後長沢バス停
記念橋交差点

記念橋交差点
日興園入口交差点

公益社団法人 広島県公共嘱託登記 土地家屋
調査士協会東広島地域

H14.03.07 西条停車場線 西条昭和町交差点 江熊交差点

you愛sunこうち H14.04.04
県道33号（瀬野川福富
本郷線）
国道432号

県道33号一夜原橋（河内高校入口）下100
ｍ

国道432号上河内てらおき橋

松崎上
カミ

ボランティアグループ H14.07.24 県道　別府河内線 福富町久芳2301-2地先 福富町久芳2347-2地先

広島県央商工会青年部福富支所 H14.07.24 一般国道３７５号 ショップ石川 ハナダ石油

ＮＰＯ法人シンクネットワーク H15.04.08 県道西条停車場線 西条駅前広場 西条駅前南口交差点

河戸区民会 H15.04.15

①瀬野川福富本郷線
（4，500ｍ）

②小田白市線（3，200

ｍ）

①河戸（町内・出合ノ宮）
②河内町小田境
②倉地橋

①河戸（町内・月の瀬）
②瀬野川福富本郷線との交差点
②高屋河戸線との交差点

レモンクラブ大曽場 H15.10.09 馬木八本松線 八本松中学校交差点 日興団地入口

板城おやじの会 H16.05.31 一般国道３７５号 東広島市西条町馬木（板城公民館） 東広島市西条町田口（東橋）

大野忠昭 H16.06.03 東広島白木線 志和町志和東１８１１番地先 志和町志和東２５６０番地

東広島ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとﾌﾞｰﾙﾊﾞｰﾙ昭和町事業所連
合会

H16.09.29 西条停車場線 市役所西交差点 Ｒ４８６交差点

西部建設事務所東広島支所管内　マイロード認定団体一覧（令和４年６月30日現在）

東広島市



市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

吉川まちづくり自治協議会 H17.07.11
①吉川大多田線
②下三永吉川線

①津江八本松線交点
②津江八本松線交点

①ＭＭＪ社入口
②田口地区境界

貞重区 H18.09.29 小田白市線 貞重橋 河戸平

株式会社上垣組 H19.10.03 下三永吉川線 東中郷交差点 ＪＡ広島中央西条南支店

藤原メセナ建設株式会社 H19.11.30 東広島向原線 並滝寺池堤体入口 市道並滝寺線入口

有限会社日彰建設 H19.12.18 一般国道３７５号 （有）日彰建設前 賀茂医療Ｃ入口

樋口建設株式会社 H19.12.26 東広島向原線 磯松中学校前交差点 川上交番前

株式会社小林建設 H20.02.29 瀬野川福富本郷線 河内跨線橋 東広島市出土文化財管理センター

豊国工業株式会社中四国支店 H20.04.25 一般国道３７５号 円城寺交差点 上戸南交差点

西条電気株式会社　ホテルサンライズ２１ H20.05.30 一般国道４８６号 東広島警察署前交差点 ジブラルタ生命東広島ビル西側交差点

株式会社高屋建設 H20.05.30 西高屋停車場線 中島交差点 西本橋交差点

株式会社東豊建設 H20.06.18 一般国道４８６号
東豊建設事務所東側（大和方面）150メー
トル地点

東豊建設事務所西側（清武方面）150メー
トル地点

シンクコンストラクション株式会社 H20.06.18 東広島本郷忠海線 竹仁橋 高屋町桧山751地先

大河内さくらの会 H20.06.25 馬木八本松線 西条町郷曽2730 郷田小学校前交差点

有限会社秋本建設 H20.06.30 一般国道４８６号 市道安宿中屋線交点 ＪＡ米倉庫前

中国ニチレキ工事株式会社 H20.07.14 瀬野川福富本郷線 志和町奥屋　山陽道カルバート東側 志和町貞岡　志和インター線との交差点

有限会社山本舗道 H20.07.22 吉川西条線 市道諏訪２号線交点 市道諏訪１０号線終点交点

株式会社山村興業 H20.07.31 下三永吉川線 東広島市西条町東子交差点 交差点西側（吉川方面）200ｍ地点

沖建設株式会社 H20.07.31 一般国道３７５号 黒瀬町大多田（吉川大多田線終点）交差点 （株）オキタセンイ前

株式会社中工務店 H20.09.11 一般国道３７５号 西条町御薗宇上戸南交差点 フジグラン東広島北側交差点

東広島市
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株式会社大建 H20.09.25 吉川西条線 センチュリー西条東店南側交差点 ＪＡ広島中央北側交差点

株式会社三輝 H20.10.10 志和インター線 ショージ志和店前交差点（東側横断歩道） 東方向あじ安前

光元設備工業株式会社 H20.10.16 吉川西条線 市道寺家南２７号線との交点 市道寺家南２５号線との交点

ウイングロード有限会社 H20.10.20 東広島本郷忠海線
賀茂カントリークラブ入口交差点西側230
ｍ地点

交差点東側（本郷方面）200ｍ地点

有限会社柴崎工業 H20.11.12 一般国道３７５号 御薗宇交差点南側約225ｍ地点 南方向約375ｍ地点（南東側のみ）

株式会社中村基礎 H20.11.12 東広島向原線 瀬野川福富本郷線からの分岐点 市道平ケ市貞末線との合流点

西高屋公衆衛生推進協議会 H21.05.27 東広島本郷忠海線 高屋町桧山698地先 高屋町大畠154-1地先

長尾建設株式会社 H21.09.10 小多田安浦線 長尾建設株式会社前 西本工業前

有限会社花岡工務店 H21.09.10 矢野安浦線 有限会社花岡工務店前 実下建設黒瀬工場前

株式会社西日本グリーンメンテナンス H21.09.30 造賀八本松線 芸陽バス下有田停留所 中国ビー・エフ株式会社

東広島市立造賀小学校ＰＴＡ H22.06.25 一般国道３７５号 造賀橋中心 北へ１５０ｍ・南へ２００ｍ

株式会社荒谷工務店 H22.06.25 一般国道４８６号 西条東　為恒ビル東側 とんかつの浜勝西側

平原建設株式会社 H22.07.16 一般国道３７５号 藤田沖交差点 吉土実歩道橋（上線）

有限会社肥後谷建設 H22.10.19 矢野安浦線 そば処　信濃前 大森運送（株）前

新日本建設株式会社 H22.12.01 吉川大多田線 石神八幡神社付近 東広島呉自動車道大多田IC入口

門集会所 H23.02.23
東広島本郷忠海線
一般国道４３２号

新岡広橋
次郎丸橋

門松永集会所
上本石油手前

上河内「マイロードの会」 H23.06.29
県道　瀬野川福富本郷
線

登橋 草井橋

株式会社カジカワ H23.07.13 県道安芸津下三永線 安芸津分れ交差点 広島呉道路下三永インター交差点

萩尾工業株式会社 H23.12.13 一般国道４８６号 磯松交差点 下田橋東交差点

東広島市
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ジーエム建設株式会社 H24.01.06 一般国道４８６号 御条町陸橋交差点 御条交差点

元兼里山保全部 H24.01.12 東広島本郷忠海線 三原市境 元兼　大内原境のポンプ場

株式会社安部日鋼工業広島営業所 H24.03.07 県道志和インター線 あじ安前 西蓮寺前

大之木建設㈱東広島支店 H24.03.23 西条停車場線 江熊交差点 西条小学校西交差点

広島県立広島中学校・広島高等学校 H24.04.06
西高屋停車場線・東広
島本郷忠海線

県道194号ﾆｭｰﾀｳﾝ入口交差点
県道59号線広島中・高等学校の入り口交差
点

寺郷美化グループ H24.06.05

一般国道３７５号下竹
仁久芳線
一般国道３７５号バイ
パス

久芳小学校北交差点～
久芳交差点～
Ｒ３７５号バイパス福富支所北交差点～

久芳交差点
Ｒ３７５号バイパス福富支所北交差点
Ｒ３７５号バイパス交点

ラーフテクト株式会社 H24.08.06 一般国道３７５号 杵原交差点 上杵原バス停留所

河内中学校マイロード H25.03.01 一般国道４３２号 上河内交差点 中国醤油醸造協同組合入口

上徳広 H25.05.09 一般国道４３２号 入野4962-5　相田方先 入野4507-1　末廣方先

㈱広測コンサルタント H25.07.30 国道486号 賀茂高校前交差点 西条西交差点

株式会社　橋本建設 H25.11.21 東広島向原線 並滝寺入口 中電変電所

はな道楽 H26.02.18 県道 飯田吉行線 宇津宅前 新谷宅東前（吉行ポンプ所前）

刈安組 H26.05.15 国道432号 上本GS 坪島静雄宅横ガード下

株式会社　日航コンサルタント H26.07.04 県道東広島向原線 正力団地入口交差点 濵井博郎宅前

東興ジオテック株式会社中四国支店 H26.08.18 県道造賀八本松線 川上小学校南交差点 対尾隆治宅手前

株式会社ケーシーエル H26.10.10 県道西条停車場線 古市橋下 出光石油給油所

菅田区 H27.03.23
一般国道３７５号 県道
矢野安浦線

①楢原交差点
②上保田交差点

①上保田交差点（500ｍ）
②黒瀬町菅田736-1番地先（1,075ｍ）

有限会社　ショウケン H27.05.07 岡郷東市之堂線 老人ホームさくら園入口北100ｍ 老人ホームさくら園入口南100ｍ

東広島市
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ＬＯＶＥ　古河 H27.05.27 県道　馬木八本松線 古河橋 グリーンリーブス

市飯田区 H27.06.30 国道375号 東広島市黒瀬町上保田地区付近 呉市郷原町境界付近

国土技建株式会社 H28.04.18 国道375号 御園宇ランプ地下道北西入口 南西入口・北東入口・南東入口

株式会社　光 H28.08.25
主要地方道志和イン
ター線

ショージ志和店 株式会社ニイテック志和工場

株式会社サニクリーン中国 H29.02.02 国道375号 御園宇小学校北交差点 長者温泉

八坂１班 H29.05.19 瀬野川福富本郷線 大渡橋北詰交差点 河内町境

株式会社福美建設（黒瀬地区） H29.07.19 矢野安浦線 熊野黒瀬トンネル 県道津江八本松線交差点

清掃ネットワーク夢拾い H30.05.31 県道西条停車場線 ＪＲ西条駅前
西条小学校西交差点（中央分離帯西条駅前～
市役所西交差点　約500ｍを含む）

光建株式会社 H30.06.26 瀬野川福富本郷線 貞岡北交差点 道上バス停手前交差点

株式会社不撓建設 H30.09.20 一般国道486号
株式会社不撓建設事務所起点西側100ｍ地
点

西側300ｍ地点

有限会社グリーンセンター芳樹園 H30.10.12 一般国道486号 八本松上組交差点 飯田工業団地入口交差点

株式会社明成 H31.02.05 一般国道486号 御条陸橋交差点 東広島警察署前交差点

認可地縁団体河内西条南自治会 R1.05.24
主要地方道瀬野川福富
本郷線

ＪＲ山陽本線河内跨線橋南詰 旧篁橋連絡道が県道と交わる地点

松永アダプト R1.05.31
主要地方道東広島本郷
忠海線

門松永集会所 松永橋

株式会社ヒノデ開発 R3.04.16 主要地方道矢野安浦線 広島国際大学正面前 ファミリーマート広島国際大学店前

中鋼産業株式会社 R3.04.16 主要地方道矢野安浦線 ファミリーマート広島国際大学店前 広島国際大学学生寮出入口

アマノ企業株式会社 R3.04.22 一般国道432号 入野大橋・国道432号交点 (有)カンザキオート前

エイワックス株式会社 R3.04.22 一般国道432号 入野大橋・国道432号交点 長照寺橋・国道432号交点

正建設工業株式会社 R3.08.02 主要地方道矢野安浦線 春日野歩道橋先交差点 春日野１丁目交差点

東広島市
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東広島市 チーム丁田まかせなさい R4.06.01 主要地方道大和福富線 福富町久芳309－3付近 福富町久芳１０４－２付近

小梨町ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱたけのこ会 H12.10.18
南方竹原線
（県道369号線）

小梨町三原境 竹原市田ノ浦 県道75号線

(社)広島県測量設計業協会 株式会社セトウチ H15.07.14 一般国道４３２号 上条橋 大福地橋

株式会社繁光組 H20.09.04 上三永竹原線 大谷橋 下奥橋

株式会社青木建設 H20.09.29 上三永竹原線 宝器橋 湯坂バス停前

保手濱建設株式会社 H21.07.10 竹原吉名線 竹原市竹原町皆実（交差点） 便利橋

梅王クラブ H22.06.29 上三永竹原線 賀茂川団地入口 池田和夫宅前

世紀東急工業株式会社広島営業所 H22.08.13 一般国道375号 ヤマダ電機前 御園宇ランプ地下道北東入口

仁賀町上仁賀班 H23.06.30 県道上三永竹原線 堂前橋 高路地宅前

仁賀町上西谷班 H23.06.30 県道上三永竹原線 大谷橋 篠崎宅前

仁賀町下西谷班 H23.06.30 県道上三永竹原線 協和橋 湯坂集会所

賀茂川の源流を守るネットワークにか仁賀峠
美化班

H23.06.30 県道上三永竹原線 高路地さん宅前 東広島市境

大谷棚田会湖畔道路美化班 H24.06.12 県道上三永竹原線 湖内駐車場入口 下奥橋

アヲハタ株式会社 H25.02.26 県道東広島本郷忠海線 国道１８５号交点（ＪＲ忠海駅前） 黒滝ホーム手前

(株)舛田組 H26.06.23 県道竹原吉名線 吉名駅 竹原市立吉名中学校

株式会社岡本組 竹原支店 H28.12.20 一般県道竹原吉名線 木谷（東）信号 市道交差点

有限会社樽本建設 H15.06.24 大崎上島循環線 西野公民館 西野スポーツ広場

中野建設株式会社 H27.11.19 大崎上島循環線 呉信用金庫大崎支店前交差点 大崎産業会館入口

有限会社　栄山建設 H27.12.08 大崎上島循環線 木江ふれあい郷土資料館 清風館入口

竹原市

大崎上島町
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信谷建設株式会社 H28.05.30 県道大崎上島循環線 明石郵便局前 広島ゆたか農業協同組合明石支所前付近

岡本建設株式会社 H30.05.18 大崎上島循環線 古江集会所 垂水港

株式会社小川工務店 R1.09.11
主要地方道大崎上島循
環線

町道高辻山線入口 町道尼池線入口

大崎上島町


