
市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

廻友会 H12.04.28 一般国道３７５号 廻神交差点 山手交差点

鶴本逸夫 H12.05.31 甲山甲奴上市線 鶴本　逸夫宅前 鶴本　逸夫宅横　梅林

櫃田ふるさと保存会 H12.07.13 下門田泉吉田線
中山橋上
沖の原農村公園入口

高幡観音堂（250ｍ）
御所ヶ原橋（750ｍ）

大津建設株式会社 H12.10.11 県道三次高野線 太才町交差点 市道山家線交差点

上原ていしゅ会 H12.11.16
一般国道１８３号
一般国道３７５号

上原交差点
上原交差点

南畑敷町内境
マツダ裏入口

広島県立三次高等学校 H13.02.28 一般国道１８３号 南畑敷交差点 麻原西交差点

三次シニアライオンズクラブ H13.08.30 一般国道１８３号 十日市西寿橋 庄原分かれ交差点

三若上水利組合 H13.11.19
①一般国道３７５号
②三次大和線

①三若バス停
②Ｒ３７５交点

①三若橋
②一の渡橋

粟屋町下荒瀬常会 H16.07.20 三次江津線 ㈱三次酒販 三江線下荒瀬トンネル東側坑口

株式会社サンヨー H19.11.01 一般国道１８４号 来源橋 備北大橋神杉交差点

株式会社ノダ道路 H20.05.01 主要地方道 庄原作木線 国道５４号線分岐 国道375号分岐

有限会社日南建設 H21.02.12
県道三和大和線（改
良・未改良区間）

一般国道375号分れ 市道中曽根仏正線交点

有限会社　川地クラウド H21.08.24 広島三次線 川地大橋南詰 市立川地小学校入口

株式会社アマノ H22.02.10 一般国道３７５号 蔵谷橋から豊栄方面100ｍ 蔵谷橋から三次方面100m

上村下常会 H22.03.26 三次美土里線 三次市粟屋町市場 粟屋町上村下（槙田正治氏宅）

大栄重機株式会社 H22.05.21 一般国道１８３号 三次消防署南交差点 三次市役所入口交差点

株式会社沖原建設 H22.05.21 世羅甲田線 三次市三和町羽出庭　板木橋 三次市三和町羽出庭　新板木橋

稲荷町子供会 H22.06.28 一般国道３７５号 三次市三次町　巴橋西詰 三次市三次町　稲荷町排水機場
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特定非営利活動法人元気むらさくぎ H23.04.15 一般国道３７５号 新作木大橋 三角橋

株式会社加藤組 H24.02.20 県道三次庄原線 仁賀小学校付近 佐田原橋付近

三次市立作木小学校 H24.03.21 庄原作木線 文化センター作木 作木小学校

南原美化係 H24.06.04 三次高野線 君田町東入君735-2 君田町東入君735-7

有限会社大杉組 H24.06.27 県道三良坂総領線 長沢分かれ付近緑地帯 のぞみが丘入口

㈱タマルコンサルタント H24.08.08 一般国道１８３号 市道山家線接続点 市道四拾貫中央線接続点

光清61クラブ H25.05.28 三次庄原線（６１号） 庄原境 三良坂町仁賀貞原橋交差点付近

第三常会土木 H25.06.20 国道375号 三次運動公園入口交差点 三次中央病院交差点

広島県立三次青陵高等学校 H25.08.20 国道184号 反田踏切付近 塩田バス停付近

NPO法人西城町さとやま交流館三次地区 H26.06.17
主要地方道　三次庄原
線

リョービミラサカ入口より南へ200ｍ付近 三良坂方面へ100ｍ（待避所含む）

戸河内　安全会 H26.06.24
主要地方道　庄原作木
線

市道　駄渡線交差点 市道　東3号線交差点

中国アステック株式会社 H26.07.08 一般国道　375号 三次市高杉町　岩倉橋 三和町方面２５０ｍ付近

アマノ企業株式会社 備北営業所 三次地区 H26.08.04 一般県道　新市三次線 萩川橋 三次方面へ１５０ｍ付近

品・掛谷地区自治会 H27.02.16

一般県道 甲奴インター
線（４２４号）
一般県道 宇賀安田線
（４２８号）

県道 甲奴インター線（４２４号）広石境 県道 宇賀安田線（４２８号）世羅境

小童地区振興協議会 H27.04.20
主要地方道　甲山甲奴
上市線

甲奴町小童　頼藤大橋 甲奴町小童　村境（花神宅）

有原アダプトの会 H27.06.24 一般国道　375号 三若町境 横山宅から三和方面へ500ｍ付近

塩貝地区 H28.04.05
主要地方道　甲山甲奴
上市線

甲奴町小童　頼藤大橋200ｍ世羅側 三次市と世羅町境

株式会社　山本組 H28.05.31
主要地方道　三次庄原
線（県道61号線）

三良坂町長田㈱山本組前電光掲示板 中国横断道尾道三良坂インター出口
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のぞみが丘運営協議会 H28.06.16
主要地方道　三良坂総
領線

のぞみが丘集落入口 三良坂保育園入口

キープクリーン375イン三和 H28.06.21 一般国道375号 三次市境から東広島市側へ80ｍ地点 重信卓真宅（大懸川接点）

ジーエム建設株式会社 H28.07.19 一般国道184号 三良坂支所入口交差点 三良坂農村ふるさとセンター前

国土技建株式会社 H28.07.19
主要地方道三良坂総領
線（78号）

一般県道梶田三良坂線（425号）交差点 北へ300ｍ

有限会社村上建設 H28.09.07 主要地方道三次高野線 君田町藤兼岩村宅から三次方面へ100ｍ 君田町藤兼三次方面へ100ｍ

中電技術コンサルタント株式会社三次営業所 H29.08.17 一般国道375号 三次市役所入口交差点 巴橋（東）交差点

河井建設工業株式会社三次営業所 H30.7.20 一般国道375号 三次町交差点 三次市立三次小学校方面に100ｍ

広建産業株式会社（営業部） H30.8.21 一般国道375号 三次インター入口交差点 マツダ三次工業入口

障害者多機能型事業所コージーガーデン H31.3.11 一般国道375号 ビートボディーショップ付近 糸井町交差点付近

三次建設業青年のつどい R2.10.23 一般国道375号 太才町交差点 三次市立三好中学校交差点

下森興業有限会社 R3.4.23 一般国道184号 特別養護老人ホームこじか荘入口 小谷石油店交差点

株式会社ヒノデ開発 R3.4.23 一般国道375号 三次工業団地入口交差点 三次運動公園入口交差点

またき会 R3.6.18
主要地方道三次美土里
線

三次市粟屋町上村上550－1地先 三次市粟屋町上村上583－1地先

福徳技研株式会社 R3.6.30 一般国道375号 三次インター入口交差点 マツダ三次自動車試験場入口

憧れ有志の会 R4.3.4
主要地方道甲山甲奴上
市線

三次市小童下谷の村堺（花神宅） 甲奴町小童頼藤と塩貝の堺（新大年橋下流500ｍ）

貞末建設株式会社 R4.2.25 一般国道１８４号 梅之木交差点 敷地大橋
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