
市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

クリーンタウン瀬戸を目指す会 H12.09.05 熊野瀬戸線 岩足橋 山北交差点南100ｍ

(社)広島県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会
福山支所

H13.01.30
一般国道３１３号
福山鞆線

入舟町３丁目 若松町

NPO法人グリーンラインを愛する会 H15.08.04 後山公園洗谷線 福山沼隈線交点 鞆松永線交点

東法成寺東中町内会 H16.03.30 中野駅家線 福山北流通工業団地入口交差点 道城谷池下

特定非営利活動法人 大地を守る会 H18.06.30 一般国道１８２号 石鎚神社前 加茂町中野交差点

柞磨中老人クラブ H18.10.27
府中松永
柞磨駅家線

柞磨出雲神社前 柞磨橋

あけぼのひまわりの会 H19.07.11 福山港松浜線 曙町1-13-1 曙町1-17地先

アマノ企業株式会社 H19.09.13 一般国道２号 福山市神村町3131-1地先松永新市線交点 福山市宮前町1-6-7地先

株式会社髙森工業 H19.10.24 百谷新市線 駅家服部コミュニティー館前 永谷蛍橋

加茂山野町地域振興委員会 H19.12.10 県道中野駅家線 加茂町下加茂1051番地1地先 加茂町下加茂1202番地1地先

髙見建設株式会社 H20.01.29
三谷神辺線
粟根神辺線

①歳原橋
②大師橋

①東中条194地先
②三谷神辺線交点

株式会社ラックス H20.05.28 水呑手城線 曙町４丁目中交差点 曙町２丁目交差点

東洋建設株式会社 H20.06.09 鞆松永線 鞆町後地2190-3 あぶとトンネル入り口

株式会社ユキ建設 H20.06.25 府中松永線 福山市本郷町618 山手大橋 福山市本郷町310 新延平橋

株式会社大栄組 H20.06.27
七曲井原線
三谷神辺線

三谷神辺線別れ
七曲井原線別れ

七曲方面へ50ｍ，井原方面へ50ｍ
神辺方面へ100ｍ

株式会社水本組 H20.07.04
福山鞆線
福山沼隈線

福山市水呑町4754地先
福山市水呑町4761地先

福山市水呑町4823地先（220m）
福山市水呑町411地先（450m）

佐々木建設株式会社 H20.07.15 福山鞆線 福山市田尻町3501-1地先 福山市田尻町3547-1地先

大木建設株式会社 H20.07.24 一般国道４８６号 戸手高校入口信号 芦品消防署（西）信号

東部建設事務所管内　マイロード認定団体一覧（令和４年６月30日現在）
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株式会社前田組 H20.07.24 鞆松永線 新池五差路 下松交差点

瑞穂工業株式会社 H20.07.24 熊野瀬戸線 瀬戸町大字地頭分790（法界橋） 下流へ200ｍ（地頭分1165）

ブラザー技研株式会社 H20.07.31 府中松永線 Ｒ２号分れ 北へ100m

株式会社松原組 H20.08.08 井原福山港線 ＪＦＥ西門信号 沖浦橋信号

株式会社一瓢組 H20.08.18 福山鞆線 福山市田尻町4470 福山市田尻町4456

株式会社広栄産業 H20.08.28 井原福山港線 福山市大門町五丁目東 西へ200ｍ（上組前）

三島産業株式会社 H20.11.07 中野駅家線 駅家陸橋下ＪＲ福塩線境 福山市駅家町万能倉1275-4

川井ホタルを育てカジカを守る会 H20.11.07
新市七曲西城線
金丸市場線

番冶屋橋
柳原利行宅前

赤滝橋
東へ新市七曲西城線との交差点

服部本郷町内会 H21.06.08 坂瀬川駅家線 服部小学校正門 野之倉上り口

服部永谷下老人クラブ H21.07.08 百谷新市線 駅家服部コミュニティ館 北へ約100m

株式会社藤原建工 H22.01.12 福山港線 福山市東手城町四丁目手城大橋（東）交差点 ローソン福山沖浦店

新和建設工業株式会社 H22.03.25 坪生福山線 西深津町六丁目信号交差点 南蔵王町一丁目信号交差点

福山明るいまちづくり協議会　今津学区委員
会

H22.05.27 府中松永線 本郷川左岸土手 一般国道２号線今津町三丁目交差点

チーム　下足水 H22.06.09 新山府中線 田中強様宅地先 助元グランド入口

バラチーム　大渡橋 H22.06.24 御幸松永線 大渡橋西詰 バス停郷分南側

占部建設工業株式会社 H22.07.07 福山沼隈線 野上町三交差点 草戸大橋

福山市駅家町新山町内会 H22.07.09 百谷新市線 服部橋 新市境

前田道路株式会社福山営業所 H22.07.28 一般県道水呑手城線 曙2丁目交差点 曙2丁目北交差点

山崎建設株式会社 H22.11.02 福山鞆線 野上交番前 福山競馬場前

福山市
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ジオ薬局　御領店　神辺店　府中店 H23.02.09 一般国道４８６号 徳田陸橋・東 湯野口

岡田石材株式会社 H23.04.20 県道水呑手城線 新涯６丁目交差点 芦田川大橋東詰交差点

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

H23.05.25 一般国道４８６号 万能倉南交差点 万能倉橋

坪生学区まちづくり推進委員会環境部会 H23.06.24
主要地方道神辺大門線
県道坪生福山線

①神辺大門線　ファミリーマート
②Ｙショップやなぎ酒店裏

①坪生福山線との交差点経由　ＪＡ農協
(200ｍ)
②松岡宅横（500ｍ）

神村町13区草刈り隊 H23.07.29 県道松永新市線 松永ゴルフ場入口 国本農場入口

株式会社ヒノデ開発 福山営業所 H23.09.07 一般国道３１３号 天別豊姫神社前交差点 神辺駅入口交差点

平和建設株式会社 H24.01.11 福山港松浜線 松浜町　福山鞆線交差点 東へ200ｍ

竹尋学区小川家元自治会 H24.02.17 県道神辺大門線 神辺町下竹田信号 （東方へ）3035-2

株式会社荒谷建設コンサルタント福山支店 H24.05.08 県道坪生福山線 南蔵王町一丁目 南蔵王町二丁目

門前自治会 H24.05.30 坂瀬川駅家線 服部永谷境 服部本郷境

三軒家町内会 H24.06.06 一般国道313号 横尾町広畑内科前 千田町両備瓦斯住宅

ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所 H24.06.29 県道井原福山港線 大門町五丁目交差点 沖浦橋信号

広建コンサルタンツ株式会社 H24.09.28 県道福山鞆線 松浜町二丁目北交差点 松浜町一丁目南交差点

ヘアサロンOliOli H24.10.02 県道鞆松永線 鞆松永線跨線橋南詰 松永町六丁目交差点

平賀建設株式会社 H24.10.30 県道下御領新市線 栄橋（南） 小山池（東）

ボランティアの会 in 三谷 H25.05.07
①県道　三谷神辺線
②県道　七曲井原線

①県道七曲井原線別れより神辺方面100m
②上三谷古池

①神辺方面へ（800m）
②岡山県境（3,600ｍ）

助元西谷会 H25.05.31 県道新山府中線 助元グランド入口 峠　荒神社

下柞磨ふれあい会 H25.06.14
県道柞磨駅屋線（396
号線）　沼側

紺屋橋 神野 博文 宅前

福山市
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㈱三幸社 H25.07.30 福山鞆線 ばら公園西信号機交差点 野上町交番前信号機交差点

医療法人永和会 コミュ・ケアいつも H26.01.27 主要地方道 鞆松永線 新池五差路（信号） 大村屋（食堂）前（信号）

今津町矢捨自治会・やすてふれあい花壇 H26.02.04 主要地方道 府中松永線 あそう動物病院 内海自動車

フタバ建設株式会社 H26.07.15 県道加茂油木線 芳井分かれ交差点 新西田橋

株式会社　駅家工務店 H26.09.25 県道　下御領新市線 近田高架橋（北）交差点 福山市駅家町中島707-5地先

アキ建設株式会社 H26.10.02 県道福山港松浜線 松浜町三交差点 四ツ樋橋

福山―鞆線ローズ・プロジェクト H26.11.13 主要地方道 福山鞆線 福山市御門町二丁目9-7地先 福山市光南町二丁目4-15地先

瀬戸電設工業株式会社 H26.11.19 県道 熊野瀬戸線 岩足橋 山北交差点

有限会社　天申運輸 H27.06.16 国道１８２号 千田町千田2467-1 蔵王町3052-1

コスモスグループ H28.02.05 県道福山港松浜線
福山市曙町1-5-24（たこ焼きふうちゃん）
地先

福山市曙町1-5-14（福山工作所駐車場）地
先

神辺ブロックＣＲ会 H28.02.26 県道粟根神辺線
福山市神辺町新徳田61地先（徳田陸橋
（西）交差点

福山市神辺町川北1825-1地先（早田橋北詰
交差点）

片山自治会 H28.03.02 県道川南近田線 福山市神辺町川南668地先（片山北交差点）
福山市神辺町川南621-16地先（白鷺橋東
詰）

株式会社増岡組　福山支店 H28.12.14 一般国道３１３号 合同庁舎（東）交差点 三吉町（北）交差点

福山ばら会 H29.01.26 県道水呑手城線 福山市曙町一丁目地内入江大橋南詰交差点 福山市曙町一丁目地内曙町２丁目北交差点

中電技術コンサルタント株式会社福山営業所 H29.08.21 一般国道３１３号 合同庁舎（東）交差点 三吉ガード（北）交差点

深江特殊鋼株式会社 H29.09.20 県道水呑手城線 福山市曙町2-3-20地先 福山市曙町2-4-10地先

厚山自治会 H29.11.13 県道新市七曲西城線 厚山橋北詰 川井橋南詰

マイロード「しおくび」 H29.11.13 県道新市七曲西城線 佐賀田橋南詰交差点 福山市新市し尿中継施設

ダイホーコンサルタント株式会社 H30.05.15 一般国道１８２号 新福山陸橋南詰交差点 福山市明神町２丁目１０-１８地先

福山市
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山陽建設株式会社 H30.06.05 主要地方道福山尾道線 福山市神村町三区交差点 福山市神村町三区東交差点

大新土木株式会社 福山営業所 H30.06.27 県道水呑手城線 入江大橋北詰交差点 入江大橋南詰交差点

藤江学区ボランティアの会 R1.06.11 県道47号線鞆松永線 福山市藤江町中国新聞販売店地先 福山市藤江町セブンイレブン地先

株式会社阿藻珍味 R1.11.19 県道鞆松永線
神原正剛様宅前
（福山市鞆町後地1526-6地先）

㈱阿藻珍味本社前
（福山市鞆町後地1565-4地先）

県道クリーンアップつねき支援隊 R2.03.13 県道金丸府中線 中国バス常城バス停 本山峠

井上建設株式会社 R2.05.12 国道182号 広尾交差点・車の速太郎前 広尾（南）交差点・広島マツダ前

東洋プラント株式会社機鋼事業部 R2.12.04 県道福山港線 明神町２号線交差点（北）片車線東側 一ツ橋中学校（西）交差点（南）片車線東側

福徳技研株式会社 R3.04.19 国道182号 広尾（南）交差点・広島マツダ前 蔵王南交差点・ガリバー福山南蔵王店前

ラックス不動産株式会社 R3.06.10 加茂福山線 信号柳原 中華料理桜華

株式会社メディアテック一心 R3.06.22 県道福山尾道線 赤坂駅前交差点 滑石交差点

宮田建設株式会社福山支店 R3.06.28 主要地方道福山鞆線 水呑大橋東詰交差点 水呑大橋西詰交差点

株式会社くるま生活 R3.07.09 国道１８２号 明神町交差点 福山市明神町二丁目１０－７地先

川西自治会 R4.05.06 県道神辺大門線 福山市神辺町上竹田１６４－１ 福山市神辺町上竹田４３２

梶田建設株式会社 H20.01.17 三原東城線 善明橋（上下町上下） 吉野公民館

株式会社武田組 H20.11.18 一般国道４８６号 国府小学校入口交差点 福山方面へ約150ｍ

株式会社中國開發 H21.08.25 三原東城線 新野黒目線分岐 小塚黒目線分岐

石橋建設株式会社 H22.10.25 府中上下線 府中市阿字町落合交差点 府中市阿字町上組

阿字町内会 H22.11.25 府中上下線 府中市阿字町落合交差点 府中市阿字町上組

久文給マイロード H23.05.25 県道　三原東城線 中岡文司地先 谷口博敏地先

福山市

府中市
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国土技建株式会社 H28.07.28 一般国道４３２号 上下運動公園 上下中学校北東交差点

大石建設株式会社 H28.08.22 県道宇賀矢野線 府中市上下町矢多田地内　上下南小学校前 府中市上下町矢多田地内　矢多田踏切

ジーエム建設株式会社 H29.04.19 一般国道４８６号 ポプラ府中三郎丸店前 新河南橋北詰交差点

小塚下A H29.05.11 県道三原東城線 小塚後下 小塚中

千葉建設株式会社 H31.01.25 県道新山府中線 府中市広谷町802 府中市広谷町836-1

森の楽校ころぼっくる H12.04.19 坂瀬川芳井線 Ｒ１８２交点 東へ６００ｍ

株式会社後藤組 H19.08.30 牧油木線 草木3744-1地先 帝釈峡井関線交点

安田工業株式会社 H19.08.30 一般国道１８２号 安田1223番地先 吉舎油木線交点

児玉建設株式会社 H19.10.12 吉舎油木線 小畠保育所入口 三和小学校入口

広瀬建設有限会社 H21.12.02 新市七曲西城線 西山商店交差点先（道路台帳№69） 町道黒木線交差点先（道路台帳№74）

横山建設株式会社 H23.10.28 一般国道１８２号 町道向原線分岐点 町道三坂手入線分岐点

相渡自治振興会 H24.09.28
①県道三原東城線
②県道新市七曲西城線

①中津井滝口入口②土生共同墓地入口 ①相渡トンネル②東城境

景観を良くするボランティアの会 H24.12.25 県道牧油木線 県道草木高光線分岐点 県道牧油木線寺前橋

有限会社小塩組 H28.09.13 県道帝釈未渡相渡線 庄原市東城町境 県道三原東城線交差点

株式会社川上建設 R3.06.24 県道井関加茂線 国道１８２号三和の森入口交差点 町道時安線交点

山本自動車工業株式会社 R4.05.13 県道吉舎油木線 町道との交点 バイパスの交点

神石高原町

府中市


