
市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

市東ふれあいいきいきサロン H14.01.07 上徳良久井線 市道重宗線交点 大字和草境い

井上建設株式会社 H15.02.07 三原東城線 ますや畳商店前 西原橋

花の会 H16.06.17
尾道三原線（県道55号
線）

三原東高高等学校正門 グランド端迄の東校側の歩道

山陽建設株式会社 H19.10.17 三原東城線 三原市港町 三原市八坂町

吉田ふれあいの会 H19.12.20 御調久井線 市道吉原線起点 行広方面

特定非営利法人森のおさるさん H20.03.06 東広島本郷忠海線 北方小学校前 北方橋

沼田建設株式会社 H20.05.16 広島空港本郷線 町道堀亀津線交差点 山陽自動車道本郷IC入口

三原市本郷町船木郷原地区対策協議会 H20.06.30 瀬野川福富本郷線 下畑橋起点 河内方面

株式会社セイム H20.07.31 一般国道１８５号 三原警察署入口交差点 三原大橋南詰交差点

株式会社津田建設 H20.10.27 瀬野川福富本郷線 本郷大橋東詰交差点 本郷橋東詰交差点

藤井建設株式会社 H21.04.23 一般国道１８５号 三原市須波小学校正門 パーキング終わり

株式会社金光組 H21.04.23 尾道三原線 坂本ビル（城町1-22-5） エスポ三原（城町2-13-48）

後谷会 H21.04.23 津口国兼線 県道前谷別れ 後谷・福田境

野串竜王会 H22.02.02 一般国道４８６号 八幡小学校下 垣内立石バス停

有限会社砂田建設 H22.02.09 瀬野川福富本郷線 （有）本郷自動車前 下流２００ｍ

株式会社中博建設 H22.03.25 本郷久井線 高坂大橋 馬井谷　富永宅前

猫の手互人会 H22.04.20 上徳良久井線 瀬戸春仲宅前（健康の泉入口） 猫谷郵便ポスト前

三原市本郷町船木「下中筋上町内会」 H22.05.19 瀬野川福富本郷線 船木橋北詰 （有）新栄商事付近

東部建設事務所三原支所管内　マイロード認定団体一覧（令和４年６月30日現在）

三原市



市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

帝中株式会社 H22.06.17 三原東城線 帝中（株）製造部前植樹帯西端 東端沿い

行広会 H22.06.24 御調久井線 仁田賢次宅前 西谷嘉之宅先三叉路

三原市大和町上徳良影久地域 H22.10.05 上徳良久井線 上徳良門出地域境 上徳良信末地域境

里山を愛する会 H23.05.27 県道宇津戸八幡線 篝渓谷甌穴群の石碑 篝大橋

下中筋下町内会 H23.05.31
県道　瀬野川福富本郷
線

船木排水機場 （有）新栄商事付近

グリーンロード林崎谷 H23.06.14 県道上徳良久井線 三原市立久井中学校下 県道三原東城線交差点

久井町養魚組合 H24.06.19 県道三原東城線 久井町養魚組合 起点から北西２５０ｍ

清流の郷　泉　保全会 H26.05.22 県道大和久井線 市道 中通線交差点 県道 羽和泉室町線交差点

（農事組合法人）清流の郷　泉 H26.05.22 県道大和久井線 市道 羽和泉線交差点 市道 泉中通線交差点

下谷13組 H26.06.06 県道羽和泉室町線 市営新峠住宅 下谷橋

下谷11組 H26.06.06 県道羽和泉室町線 下谷橋 北落合橋

株式会社 ヤマト実業 H26.06.06 県道下徳良本郷線 ヤマト実業社屋前 堂張橋

旭鉄工株式会社 H26.07.29 県道55号線 中之町3丁目12番 中之町6丁目２番

実政
ジツマサ

　政士 H26.11.27 県道尾道三原線 神明大橋西詰交差点 中之町交差点

茅田地区保全会 H27.05.26 県道下徳良本郷線 山陽本線跨線橋隧道 堂張橋

中鋼産業株式会社 H27.10.29 一般県道　三原竹原線 三原市小泉町1988番地地先 三原市小泉町2053番地地先

特定非営利活動法人みはらまちづくり兎っ兎
みなとオアシス三原

H28.04.01 一般国道185号 三原駅前通り交差点 芸陽バス桟橋前バス停付近

ラビット三原皆実店 H28.04.01 県道三原竹原線 三原市皆実３丁目９番１０号付近 ラビット三原皆実店前

株式会社日産サティオ福山三原皆実店 H28.04.01 県道三原竹原線 株式会社日産サティオ福山三原皆実店
株式会社日産サティオ福山三原皆実自動車展
示場

三原市



市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

トヨタカローラ広島株式会社三原店 H28.04.01 国道185号 レオパレスミナミ前 トヨタカローラ広島株式会社三原店

皆実愛花グループ H28.04.01 国道185号 呉線高架下 地下道出入口付近

ネッツトヨタ広島株式会社三原店 H28.04.01 県道三原竹原線 三原市皆実３丁目２７番地付近 皆実町西３交差点

中国ニチレキ工事株式会社 H28.05.26 県道三和大和線 大具八幡神社前 蔵宗多目的集会所

ホタルの郷を守る会 H28.05.26 県道吉田丸門田線 体験の森入口 野間川ダム管理事務所入口

ジーエム建設株式会社 H28.06.22 一般県道432号 虫送神社前 道の駅よがんす白竜前

株式会社　雲地建設 H28.06.22 一般国道４８６号 三原市大和町大草下中橋 三原市大和町・久井町境

国土技建株式会社 H28.08.01 一般県道432号 和木交差点 白竜湖スポーツ村公園入口

フレッシュ県道黒郷保全会 H30.05.15 一般県道羽和泉室町線 中村様宅付近～（黒郷） 黒郷松岡バス停

株式会社西日本グリーンメンテナンス三原地
区

H30.08.17 県道東広島本郷忠海線 セブンイレブン三原南方3丁目店 渡辺建設前

広建産業株式会社（工事部） H30.08.17 国道486号 三原インター入口交差点 本郷ぶつだん看板

平坂東町内会 H30.08.07 県道下徳良本郷線 堂張橋 原田秀則宅前

広島電気工事株式会社 R1.06.11 一般国道185号 三原駅前通り交差点 城町南交差点

船木さくら保存会A R2.06.30
主要地方道瀬野川福富
本郷線

船木橋 中筋下交差点

株式会社ＴＲＣワークシステム R3.04.09 主要地方道尾道三原線 旧深小学校前信号前 深町郵便局前橋

県道１８４号清水保全会 R3.05.27 県道大草三原線 久井町土取8280奥田多美枝様宅前
山陽道（通称）めがね橋より北約２００ｍ四
差路

有限会社誠和開発 R3.06.15 主要地方道三原竹原線 丸子橋 両宝橋

仏通寺川なかぐみマイロード R3.04.01 県道大草三原線 三原市久井町山中野鳶の子橋 松浦良一宅前

三原市



市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

免開町内会 R4.02.15
主要地方道瀬野川福富
本郷線
（供用予定地）

本郷町船木５２８－１付近 本郷町船木５１７－２付近

三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社
広島営業所

R4.03.03 一般国道185号 三原市城町１－５ 三原市城町1-11

船木さくら保存会B（マイロード） R4.05.13
主要地方道瀬野川福富
本郷線

中筋下交差点 船木排水機場

株式会社鶴田電設コンサルタント R4.06.20 主要地方道三原竹原線 皆実町西１交差点 ㈱三原ホンダ自動車横

梶下同志会 H13.01.17 尾道新市線 下川辺尾道線交点 府中松永線交点

尾道市立瀬戸田中学校 H15.11.04 生口島循環線 瀬戸田中学校東 瀬戸田サンプラザ西

大浜いずみ会 H16.06.09 一般国道３１７号 因島アメニティ公園交差点 アメニティプール地先

広島県行政書士会尾道支部 H17.12.14 福山尾道線 尾道市西藤大橋 尾道市西藤農協

株式会社佐藤工務店 H20.05.01 一般国道２号 今宮東交差点 今宮中交差点方面

三和鉄構建設株式会社 H20.05.09 一般国道２号 尾道バイパス東口交差点 高須公園通り交差点

石田造船株式会社 H20.11.17 西浦三庄田熊線 地蔵堂 １区海岸線

下野間部落 H21.03.09 吉田丸門田線 下野間部落内高森宅下 下野間部落内重谷宅下

株式会社田中組 H21.08.25 一般国道３１７号 生口島南ＩＣ入口 生口島開発総合センター

川西営農集団組合 H21.08.25
吉田丸門田線
宇津戸八幡線

今田本郷振興区堺 下野間振興区堺

上田振興区 H21.08.25 宇津戸八幡線 御調町今田上田 御調町今田仏谷

株式会社今井土木 H22.03.25 尾道三原線 三原分れ交差点 木頃八幡神社

株式会社備後開発 H22.08.23 一般国道２号
尾道バイパス東交差点西側（広島トヨペット
前）

（株）杉谷石油尾道給油所前

株式会社堀田組 H22.08.24 一般国道２号 尾道市新浜一丁目　新浜東三叉路 新浜一丁目四叉路

三原市

尾道市



市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

株式会社加納屋建設 H22.09.14 一般国道３１７号 要橋西詰交差点 因島南インター入口交差点

吉田建設株式会社 H22.09.14 吉田丸門田線 津蟹　大井出橋 植野　土山一百宅前　市道交差点

株式会社青木組 H24.02.06 一般国道2号 長江口交差点 公営渡船交差点

株式会社大宝組 H24.04.23 一般国道２号 新浜（中）交差点（イズミ尾道店） 古浜橋東詰

エイワックス株式会社 H24.06.05 一般国道１８４号 三美園口交差点 ファミリーマート尾道美ノ郷店入口

広島県立尾道商業高等学校 H24.06.21 一般国道２号 尾道警察署吉和交番 古浜橋東詰

向東町古江浜地区 H25.02.01 県道向島循環線
潮見ヶ浜バス停から南へ２００ｍ
（ＪＥＬ海の家南側）

起点から南へ４００ｍ
（古江浜・大町境）

株式会社　井上道路 H26.07.10 一般国道2号 正徳橋 登山口

シンタカ建設株式会社 H26.08.06 一般国道2号 尾道大橋入口 尾道大橋下橋脚

アマノ企業株式会社（尾道地区） H26.08.06 県道 福山尾道線
尾道市西藤町976番地１ 株式会社山本工務
店前

尾道市西藤町1606番地1 西藤農協前

株式会社　西川組 H26.10.08 県道　向島循環線 有井交差点 有道ふれあいセンター前

しまなみサイクリングブリッジ H27.11.04
向島因島瀬戸田自転車
道線

尾道市因島田熊町4698-2地先 生口橋取付け部

自転車神社先達会 H27.12.10
向島因島瀬戸田自転車
道線

尾道市因島大浜町　国道317号交差点 因島大橋取付け部

大山神社（郷団車） H28.02.01 一般県道　中庄土生線 郷交差点 大山トンネル北出口

ボランティア　なぎさ会 H28.05.11 一般県道　向島循環線 尾道市向島町立花（江の浦） 尾道市向島町立花（干汐の境）

よもそろガールズ向島 H28.05.11 一般県道　向島循環線 尾道市向島町道越 尾道市向島町立花

石見銀山街道尾道ルートを保存する会 H28.05.25 一般国道184号
木ノ庄バイパス畑パーキングエリア周辺及び
畑頂上

北側200ｍ

瀬戸田サンセットビーチ H28.06.21 県道生口島循環線 垂水港西 ペンション「ジューシィフルーツ」西100ｍ

株式会社 渡辺工業所 H28.10.04 一般国道184号 妙見橋東詰信号機 観とう橋東詰信号機

尾道市



市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

ツネイシＬＲ株式会社べラビスタマリーナ H28.11.08 県道草深古市松永線 「境ヶ浜旧マリンパーク」バス停 福山方面約150ｍ（グリーンベルト部分）

株式会社福美建設（尾道地区） H29.06.30 一般県道尾道新市線 木梨バス停 信長バス停

株式会社ヒノデ開発 福山営業所 H30.06.01
一般国道４８６号・
184号

大田交差点 西側200ｍ

山岡振興区 H31.03.28 県道御調久井線 尾道市御調町山岡山岡バス停 尾道市御調町大原仏谷バス停

上野間振興区 R2.02.17 県道吉田丸門田線 尾道市上水道野間配水池 尾道市御調町野間360正田宅付近

有限会社小川設計 R2.02.19 一般国道184号 尾道市門田町栗原インター南前 尾道市門田町福祉センター交差点前

ｋｙｍ375 R2.04.24 県道吉田丸門田線 丸門田橋 西側へ100ｍ

大和振興区長会 R3.03.11 県道篠根高尾線 御調町貝ヶ原杉谷花ノ木橋 御調町千堂の府中市境

原町遊漁船組合 R3.05.20 一般国道３１７号 土居浜バス停 土居浜入り江西側の端

丸門田マイロード R3.04.01 県道吉田丸門田線 あけぼの介護事業所
丸門田橋西方100ｍ（あぐり作業所側は除
く）

日立造船株式会社向島工場 R3.07.27 一般国道３１７号 尾道市向東町大原交差点 尾道大橋下橋に向かって

チームクロスみつぎ R4.06.20 一般国道１８４号
①木ノ庄バイパス南口交差点
②新末政バス停東側

①新末政バス停東側（約2,400ｍ）
②大田交差点（約2,400ｍ）

尾道サイクリング協会 R4.06.20
県道向島因島瀬戸田自
転車道線

①向島側入口
②生口島側入口
③多々羅大橋レモンのベンチ

①因島大橋取付け部（約1,200ｍ）
②生口島北IC（約800ｍ）
③垂水バス待合所（約1,200ｍ）

株式会社　丸正商会 H14.07.02 一般国道４３２号 世羅町西上原西上原橋 世羅町西上原　島矢橋

竹之迫振興区 H14.12.13 主要地方道 三次大和線 世羅西町大字小国2283番 地先
世羅西町大字小国2085番 地先
（三次大和線と町道竹乃迫線の交差点付近）

有限会社　大新 H15.07.04
甲山甲奴上市線
東上原中原線

甲山町西上原
町道川尻線交点

岩上橋南
奴田橋

重永前振興会 H16.08.19 中安田田打線 世羅町重永前三浦宅 町道重永本線交差点

西原・金剛丸集落 H18.12.06 甲山甲奴上市線 貞光富雄宅前 信実正之宅前

尾道市

世羅町



市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

株式会社山平組 H20.06.30 甲山甲奴上市線 ㈱山平組本社前 世羅町立東小学校前

有限会社坂上建設 H20.09.26 小谷宇津戸線 町道信宗線付近 山口橋

田打振興会 H21.08.28
三原東城線
中安田田打線

世羅町田打（久井町境）
世羅町重永三浦卓夫宅前

世羅町田打若菜峠
三原東城線交点

中原振興会 H22.06.03 中安田田打線 世羅町中原中添水 広瀬橋

拝下振興区 H22.06.14 世羅甲田線 世羅町黒川651-1番地地先 世羅町黒川927-1番地地先

拝上振興区 H22.06.17 世羅甲田線 上本商店前 ＪＡ尾道市上黒川倉庫前

堀越振興会 H22.06.24 一般国道４３２号 夕霧橋 月空橋

男鹿山 H22.06.30 別迫上下線 青近515番地地先 青近424番地地先

株式会社シンセラ H23.04.14 一般国道４３２号 世羅町役場裏 本郷交差点

箱コミュニティ推進協議会 H23.06.24
①一般国道184号線
②県道東上原中原線

①宇津戸2378-2
②川尻1041-1

①宇津戸2756
②宇津戸2756

下戸張振興区２班 H24.04.06 一般国道１８４号 世羅町戸張津島一枝前 世羅町戸張栗田道弘入口

里山を守る会 H25.06.13
①国道432号線
②県道津口国兼線

①越美様宅
②火野目橋

①仲行 達男 様宅（560ｍ）
②栗田健二東交差点（430ｍ）

播反コミュニティ推進協議会 H25.06.25
県道府中世羅三和線
（山田川ダム内）

①山田川ダム管理事務所
②町道 中草田線 交差点

①西側へ（200ｍ）
②東側へ（150ｍ）

海草営農集団 H26.06.26 府中世羅三和線 中山様宅西方23ｍ 尼子様宅入口道（右側）

道の駅世羅を愛する会 H27.04.17 国道432号 中国横断自動車道尾道松江線世羅IC交差部 尾道市農業協同組合甲山支店

安田地域資源保全会 H27.04.07 国道184号 県道　府中世羅三和線交差部 世羅郡世羅町大字安田2856-1

津口交通安全会 H27.06.18 県道　世羅甲田線 津久志高齢者創作館 津久志郵便局

空口やまゆりの会 H28.06.06 県道宇賀安田線 世羅郡世羅町大字戸張（世羅町・三次市境） 世羅町道水越線三差路

農事組合法人 ひまわり H30.06.13 主要地方道三次大和線 胡橋地先 町道局三歩市線交差点

世羅町
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後安田振興区 H31.04.03 一般県道宇賀安田線 町道水越線との交差点 後安田川との交差付近

NPO法人せら豊和のぞみ会 R1.05.27 主要地方道三原東城線 神崎交差点から西方150ｍ 西神崎是竹バス停から東方150ｍ

ミントの会 R1.06.05 一般国道４３２号
国道432号と町道桑原瀬戸線交差点東方60
ｍ付近

田谷橋西方115ｍ付近

大見砕石株式会社 R2.05.15 一般国道184号 世羅郡世羅町戸張737-2 大見砕石株式会社前面道路

中央自治会 R2.06.30 東上原中原線 世羅郡世羅町川尻1209-8 世羅郡世羅町川尻1194-10

青水村作り推進委員会 R3.05.19 主要地方道世羅甲田線 青水下組金高正明様宅前付近 青水自光フルーツロード交差点

世羅町


