
市町 団体名
認定

年月日
道路名 区間（自） 区間（至）

長岡鉄工建設㈱ H11.08.10 一般国道１８３号 上原町JRｶﾞｰﾄﾞ下 上原信号

桜町下三 H11.08.10 一般国道３１４号 東城消防署 東城小学校裏門

庄原市西城地区公衆衛生推進協議会 H12.07.11 一般国道１８３号 西城トンネル出口 西城新橋西詰

永原クラブ H12.12.07 一般国道４３２号 畑原登氏宅地先 曲淵頭首工地先

西城広島ライオンズクラブ H14.01.08 一般国道１８３号 県道油木小奴可線交点 県道植木三坂線交点

口和町ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟてごﾚﾝｼﾞｬｰ H16.01.22 庄原作木線 永田配水池 口和町中学校

三宅建設株式会社 H17.09.06 一般国道１８３号 田村商店前 中野中迫線接点

敷信
シノ

自治振興区 H19.11.05 一般国道４３２号 新庄交差点 庄原インターチェンジ入口

西城建設株式会社 H20.06.11 一般国道１８３号 西城新橋（（主）西城比和線交差点） 市道宮の段線交差点（徳山宅前）

小林建設株式会社 H20.10.30 一般国道４３２号 総合体育館入口交差点 庄原税務署（東）交差点

郡の会 H21.06.01 川北七塚線 郡橋 日の滝橋

油木上組 H21.06.03 一般国道３１４号 庄原市西城町油木255付近 庄原市西城町油木52付近

株式会社下田建設 H21.06.26 一般国道１８３号 西城町平子（大富大橋） 西城町平子（夢の橋）

有限会社中田建設 H21.09.28 一般国道４３２号 迫田フジノ宅前 中田キクエ宅前

クリーン上表 H22.05.14 庄原東城線 入江橋 県道中領家庄原線・野谷入口

宮田建設株式会社 H22.06.10 一般国道３１４号 庄原市東城町川西 藤本斉宅前 旧東城町役場

マイロード中表 H22.06.16 庄原東城線 田辺停留所から30m東城より電柱 入江橋　※外の路線も有

下表グループ H22.06.16 庄原東城線 元本小学校裏門入口 田辺停留所上30m東城より電柱

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

庄原市
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有限会社ヒラオ H22.06.28 一般国道１８３号 山ノ内駅入口交差点 七塚西交差点

ＮＰＯ法人西城町さとやま交流館 H22.06.30 一般国道１８３号 西城町小鳥原（小鳥原トンネル北出口付近） 西城町小鳥原（ＪＡ庄原小鳥原倉庫前付近）

花咲ジイバアの会 H23.04.28 県道三坂手入線 石ヶ丸グラウンド下手前 休暇村入口ＫＤＤ無線先100ｍ

川西自治会マイロード（庄原市濁川町） H23.05.18
主要地方道庄原作木線
一般県道川北七塚線

濁川町　比和川大橋 濁川町　中村孔次宅先

灰原・是本集落 H23.05.31 庄原中領家線 灰原峠 総領境

日向自治会 H23.06.30 一般国道１８３号 セブンイレブン山内店山内橋 種森橋付近

表水越自治会堂迫常会 H23.06.30 県道　金田平和線 藤川克己宅付近 安原訓宅付近

アマノ企業株式会社　備北営業所 H23.08.19 一般国道１８３号 七塚西交差点 奥田産業三叉路から80ｍ東側

株式会社角栄組 H23.09.16 一般国道４３２号 グリーンカクエイ前 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ-MIYAMOTO

有限会社タイヤショップ徳永 H24.03.27 一般国道１８３号 ㈲多田硝子店前 ㈱ヤンマー農機西日本庄原支店前

隠地自治会 H24.03.27
①一般県道山内停車場
線
②一般県道実留山内線

①山内橋
②山内駅入口

①山内駅入口（250ｍ）
②縦貫道交点（500ｍ）

廣島緑地建設株式会社 H24.05.29 三次庄原線
庄原さくら球場進入路周辺（板橋町571-
3）

板橋堂前バス停付近

山内自治振興区行里自治会 H24.06.06 一般国道１８３号 萩和久宅前 味久良宅前

後迫愛道会 H24.06.11 県道中領家庄原線 本村町後迫時貞宅地先 本村町後迫字原1105-2

田原自治会事業部 H24.06.22 県道川北七塚線 ＪＡ庄原山内低温倉庫 市道一丁田線入口

庄原市山内自治振興区 H24.06.29 一般国道１８３号 尾引バス停付近 種森橋付近

特定非営利活動法人 比和まちミュージアム H25.05.10 一般国道４３２号
①学園前大橋
②比和支所前信号

①比和まちなか大橋（約300ｍ）
②比和中央大橋（約１００ｍ）

稲草西自治会 H26.02.24
主要地方道 三良坂総領
線

彦の宮橋下 ともいきの里下

庄原市
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多穂之市アダプト H26.05.19 県道　川北七塚線 本郷川接点 奈良木章司宅先交差点

株式会社　大歳組 H26.06.18
県道231号　庄原
（停）線

庄原駅前南　交差点 庄原市役所（東）交差点

株式会社　加島建設 H26.07.30 一般国道４３２号 備北交通(株)新市車庫前 (株)加島建設本社倉庫入口

油木平組 H28.03.31
①国道314号線
②県道256号線（比婆
山県民の森線）

①旧前油木消防屯所
②平橋

①細川宅前
②西村宅前

ジーエム建設株式会社 H28.07.29 一般国道１８３号 板橋町交差点 庄原特別支援学校入口交差点

国土技建株式会社 H28.07.29 県道庄原停車場線 庄原中学校前 新庄交差点

北備建設株式会社 H28.08.31 県道庄原停車場線 庄原市役所（東）交差点 庄原中学校前交差点

広建コンサルタンツ株式会社庄原支店 H28.11.22 国道１８３号 庄原市上原町ＪＲガード下 (有)多田硝子店前

広島県立東城高等学校 H29.06.19 一般県道東城停車場線 ＪＲ東城駅 大橋東交差点

ＮＳウェスト株式会社 H29.07.03 国道432号
ＮＳウェスト㈱敷地北側（国道432号及び国
道183号交差部付近）

ＮＳウェスト㈱敷地南側（国道432号及び一
級河川戸郷川交差部付近，片側のみ）

美湯ハイツ自治会 H30.06.11 一般県道中領家庄原線 永宗交差点東 美湯団地東出入り口付近

東三区教育推進協議会 H30.06.26 一般県道中領家庄原線 美湯ハイツ入口 永末小学校下交差点

農事組合法人みやうちアダプトの会 R2.03.11 一般国道１８３号 市道宮内線交差点 高町境界高架橋付近

株式会社ヒノデ開発 R3.05.17 一般県道庄原停車場線 庄原駅前交差点 庄原駅南交差点

高橋ファミリー R3.06.09 国道４３２号 門田別れ交差点 川北橋

株式会社エービスコンサルタント R4.04.21 主要地方道三次庄原線 ㈱エービスコンサルタント前 新興運輸㈱駐車場前

庄原市


