
(令和3年4月1日現在）

№ 団体名 属性 活動路線 活動場所
延長
(km)

人員
(人)

摘　　　　　要 事務所

1 さんあいロード美化活動推進委員会
その他
（複数企業，団体により
構成）

水戸神栖線 水戸市千波町～笠原町 1.50 835
歩道清掃（ゴミ拾い）
花苗の植え付け，管理

水戸

2 八起会 地域住民 桜川土浦自転車道線 土浦市藤沢～高岡 1.50 20 沿道清掃，除草等 土浦

3 水と緑のプロムナードをきれいにする会
その他
（複数企業，団体により
構成）

国道349号 常陸太田市金井町～馬場町 1.40 45
沿道清掃，除草
花苗の植え付け，管理

常陸太田

4 HOKOTA〔夢〕倶楽部 地域住民 水戸鉾田佐原線 鉾田市鉾田～飯名 1.50 32
歩道等清掃除草，花壇植樹剪
定，花壇花植え

鉾田

5 坂東市岩井モール商店街連合会 自治会 国道354号 坂東市岩井 1.10 20
沿道清掃，除草
フラワーポットの設置，管理

境

6 下妻市花のまち推進ボランティアクラブ 地域住民 谷和原筑西線 下妻市若柳甲～下妻乙 2.00 23
沿道清掃，除草
花苗の植え付け，管理

常総

7 北浦湖岸通り奈良毛会 地域住民 茨城鹿島線 鹿嶋市奈良毛～中 1.00 23
沿道清掃
花苗の植え付け，管理

潮来

8 筑波田井地区会 地域住民 桜川土浦自転車道線 つくば市上大島～神郡 4.00 283 沿道清掃，除草等 土浦

9 インターハイ記念　花いっぱい運動 地域住民 原中田線 古河市大堤～西大堤 1.20 106
沿道清掃，除草
花苗の植え付け，管理

境

10 つくばみらいライオンズクラブ 地域住民 つくば野田線 つくばみらい市古川～加藤 1.00 25 沿道清掃，除草等 土浦

11 潮来市シルバー人材センター 地域住民 潮来佐原線 潮来市潮来～大洲 1.60 232
沿道清掃
花苗の植え付け，管理

潮来

12 潮来市ボランティアグループ　新世紀 地域住民 潮来佐原線 潮来市潮来～大州 1.00 82
沿道清掃，除草
花苗の植え付け，管理

潮来

13 やまびこ厚生園 その他（社会福祉法人） 笠間緒川線 常陸大宮市国長下～国長上 3.10 90 沿道清掃，除草 常陸大宮

14 下坂田桜並木愛護会 地域住民 桜川土浦自転車道線 土浦市下坂田 1.20 62
沿道清掃，除草等
花苗の植え付け，管理

土浦

15 国道355号石岡北美化クラブ 地域住民 国道355号 石岡市半ノ木 1.30 47
沿道清掃，除草等
花苗の植え付け，管理

土浦

16 なかなか塾 地域住民 那珂インター線 那珂市飯田 1.00 35
沿道清掃，除草
花苗の植え付け，管理

常陸大宮

17 袋田清流会 地域住民 国道461号他 大子町袋田 3.10 43 沿道清掃，除草 大子

18 高萩駅前通り商店会 自治会 高萩停車場線 高萩市春日町～本町 0.25 38
歩道清掃，除草
花苗の植え付け，管理

高萩

19 笠間市岩間地区日赤奉仕団 自治会 国道355号 笠間市下郷地先 1.00 28
歩道清掃，除草
花苗の植え付け，管理

水戸

20 土師ひゃくしょう塾 地域住民 水戸岩間線 笠間市土師 1.00 20 歩道清掃，植樹帯清掃，除草 水戸

21 ポッターズ・バロティーニ株式会社 企業 土浦坂東線 つくば市下河原崎，上河原崎 1.00 29 歩道清掃，除草等 土浦

22 小文間＜花街道＞実行委員会 地域住民 取手東線 取手市小文間 1.70 25
歩道清掃，除草
花苗の植え付け，管理

竜ヶ崎

23 舟渡青年会 青年会 長岡大洗線 大洗町大貫町 0.85 14
歩道・法面の清掃，除草
花壇の手入れ

水戸

24 徳田町会 自治会 国道349号他 常陸太田市徳田町 2.50 17
沿道清掃，除草
プランター設置

常陸太田

25 大中町会 自治会 国道349号 常陸太田市大中町 1.00 47
沿道清掃，除草
花壇の手入れ，植栽

常陸太田

26 ひまわりの会 地域住民 茨城岩間線 笠間市安居 1.50 94
歩道・法面の清掃，除草
花壇の手入れ

水戸

27 293フラワーロード花房 地域住民 国道293号 常陸太田市花房町 1.10 9
花壇の手入れ
プランター設置

常陸太田

28 松平道路愛護会 地域住民 常陸太田那須烏山線他 常陸太田市松平町 1.40 62 沿道清掃，除草，花壇の手入れ 常陸太田

29 国安町ロード美化倶楽部 地域住民 常陸太田大子線 常陸太田市国安町 1.10 16 沿道清掃，除草，花壇の手入れ 常陸太田

30 上高倉悠遊くらぶ 地域住民 国道461号 常陸太田市上高倉町 1.40 11 沿道清掃，除草，花壇の手入れ 常陸太田

31 馴柴地区花いっぱい運動連合会 地域住民 佐貫停車場線 龍ヶ崎市馴柴町 1.30 70
沿道清掃，除草，花壇の手入れ
構成員は約1,400名

竜ヶ崎

32 谷河原三四会 地域住民 国道349号 常陸太田市谷河原町 1.50 14 沿道清掃，除草，花壇の手入れ 常陸太田

33 磯部ロードクリーンクラブ 地域住民 国道349号他 常陸太田市磯部町 1.30 65 沿道清掃，除草，花壇の手入れ 常陸太田

34 町田クリーンロードクラブ 地域住民 常陸太田大子線 常陸太田市町田町 1.00 36 沿道清掃，除草，花壇の手入れ 常陸太田

35 折橋町会 自治会 国道349号 常陸太田市折橋町 1.50 20
沿道清掃，除草，花壇の手入れ
プランター設置

常陸太田

36 小菅町会 自治会 国道349号 常陸太田市小菅町 3.00 14 沿道清掃，除草，プランター設置 常陸太田

37 上深荻大菅町会 自治会 国道349号 常陸太田市上深荻町 3.50 28
沿道清掃，除草，花壇の手入れ
プランター設置

常陸太田

道路ボランティア団体支援制度認定団体一覧
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38 田木谷地区まちづくり同好会 地域住民 国道355号 小美玉市田木谷～栗又四ケ 1.70 11
歩道・法面の清掃，除草
花壇の手入れ

水戸

39 癒しの郷フラワークラブ四鹿地区 地域住民 水戸鉾田佐原線 行方市四鹿～杉平 1.00 17 歩道清掃除草，花壇花植え 鉾田

40 癒しの郷フラワークラブ杉平地区 地域住民 水戸鉾田佐原線 行方市繁昌～四鹿 1.00 9 歩道清掃除草，花壇花植え 鉾田

41 行方市花で彩るまちづくり会 地域住民 水戸鉾田佐原線 行方市麻生 1.00 26 歩道清掃除草，花壇花植え 鉾田

42 行方花の会 地域住民 水戸神栖線 行方市行方～於下 1.70 10 歩道清掃除草，花壇花植え 鉾田

43 矢幡女性会 地域住民 矢幡潮来線 行方市矢幡 1.10 26 歩道清掃除草，花壇花植え 鉾田

44 クリーンロード行里川 地域住民 石岡城里線 石岡市行里川 1.10 156
歩道の清掃・除草，花壇の手入
れ

土浦

45 みもり園 その他（社会福祉法人） つくば真岡線 つくば市和台原～田水山地区 1.00 30 歩道の清掃・除草 土浦

46 下市毛まちづくり同好会 地域住民 笠間つくば線 笠間市柿岡第2踏切～吉原橋 1.30 20 歩道・法面の清掃，除草 水戸

47 ふれあい大通りをきれいにする会
その他
（複数企業，団体により
構成）

国道124号 鹿嶋市宮中～佐田 2.00 2004 植栽帯の花の植え付け，除草 潮来

48 里川町会 自治会 北茨城大子線 常陸太田市里川町 2.00 38
道路清掃，除草・花壇手入れ
(環境保全とごみの減量化を推
進）

常陸太田

49 小中町会 自治会 国道349号 常陸太田市小中 2.00 31
道路清掃，除草・花壇手入れ
(環境保全とごみの減量化を推
進）

常陸太田

50 県道329号莚打美花クラブ 地域住民 小山菅生小絹停車場線 坂東市莚打 0.20 24 歩道清掃，除草，花壇の手入れ 境

51 上郷道路愛護会 地域住民 上檜沢下小川停車場線 常陸大宮市上檜沢地内 3.30 46 沿道清掃，除草，花壇の手入れ 常陸大宮

52 神栖市波崎明神前老人クラブ明老会 その他（老人クラブ） 国道124号 神栖市波崎 0.40 12 沿道清掃，除草，花壇の手入れ 潮来

53 NIPPO古河 企業 国道125号 古河市北間中橋～尾崎 1.00 15 沿道清掃，除草 境

54 株式会社ガイアートT・K技術研究所 企業 国道294号 つくばみらい市小絹 1.00 8 沿道清掃，除草 土浦

55 横根エコの会 地域住民 国道294号 下妻市平川戸～堀篭 1.20 28 沿道清掃（ゴミ拾い），除草 常総

56 平潟小学校PTA 学校関係 平潟港線 北茨城市平潟町 0.72 90 沿道清掃，除草 高萩

57 ロクイチ会 地域住民 日立笠間線 那珂市瓜連～静 2.20 20 沿道除草，清掃 常陸大宮

58 前田さくらロード美化環境の会 地域住民 内原塩崎線 茨城町前田 1.30 65
歩道，法面の清掃，除草
花壇の手入れ

水戸

59 大戸下郷地区清掃美化の会 地域住民 内原塩崎線 茨城町大戸 1.10 18
歩道・法面の清掃，除草
花壇の手入れ

水戸

60 上郷地区美化ロードの会 地域住民 内原塩崎線 茨城町大戸 1.30 36
歩道・法面の清掃，除草
花壇の手入れ

水戸

61 常陸太田市小妻町会 自治会 国道349号 常陸太田市小妻町 1.50 27 除草・清掃等・花壇手入れ 常陸太田

62 上河合町道路里親の会 地域住民 国道349号 常陸太田市上河合町 1.50 44 除草・清掃 常陸太田

63 クリーンロード袴塚 地域住民 国道118号 水戸市袴塚～末広町 0.50 32 除草・清掃・花壇手入れ 水戸

64 羽木上まちづくり同好会 地域住民 小川鉾田線 小美玉市幡谷～与沢 1.50 29 沿道清掃，除草，花壇手入れ 水戸

65 さわやかまちづくり同好会 地域住民 国道355号 小美玉市栗又四ケ 1.00 10 沿道清掃，除草，花壇手入れ 水戸

66 上小瀬宿区 地域住民 下檜沢上小瀬線 常陸大宮市上小瀬宿区 0.30 90 沿道清掃，除草 常陸大宮

67 昭和電工マテリアルズ・テクノサービス株式会社 企業 結城二宮線 筑西市下江連 0.60 20 沿道清掃，除草 筑西

68 川原代ふれあい協議会 地域住民 佐貫停車場線 龍ヶ崎市馴柴町～川原代町 1.00 38 花植,除草 竜ヶ崎

69 福祉楽農園  かたつむり工房 地域住民 荒井行方線 鹿嶋市津賀 0.40 11 沿道清掃，花壇手入れ 潮来

70 クリーン3420活動 地域住民
結城石橋線
結城野田線

結城市結城～繁昌塚 4.00 95 沿道清掃，除草 筑西

71 日立建機株式会社　土浦総務センタ 企業 常陸那珂港山方線 東海村照沼～ひたちなか市長砂 1.40 15
沿道清掃，芝生新設及び維持・
管理

常陸大宮

72 株式会社小松製作所　茨城工場 企業 常陸那珂港山方線 ひたちなか市長砂 0.60 40
沿道清掃，芝生新設及び維持・
管理

常陸大宮

73 茨城空港エントランス美化推進ボランティアの会
その他
（複数企業，団体により
構成）

茨城空港線 小美玉市外之内 0.30 192
沿道清掃，芝生新設及び維持・
管理

水戸

74 ハナミズキを守る会 地域住民 日立笠間線 日立市末広町 0.40 19 沿道清掃，除草，花壇手入れ 高萩
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75 南皆沢をきれいにする会 地域住民 常陸太田那須烏山線 常陸大宮市山方 1.00 15 沿道清掃，除草 常陸大宮

76 大北産業株式会社アララギ会 企業 日立いわき線 北茨城市中郷町松井～中郷町石岡 1.10 38 沿道清掃，除草，花壇手入れ 高萩

77 日本農業実践学園 学校関係 石岡城里線 水戸市内原地内 0.15 8 沿道清掃，除草 水戸

78 日立市助川学区コミュニティ推進会 地域住民 国道245号 日立市弁天町～鹿島町 0.55 28 清掃，除草，花壇の手入れ 高萩

79 株式会社根本工務店 企業 須賀北埠頭線 鹿嶋市大船津地内 0.50 17 除草，歩道清掃 潮来

80 大野母の会OBすずらん 地域住民 荒井行方線 鹿嶋市荒井 0.10 10 歩道清掃，花壇の手入れ 潮来

81 株式会社茂木工務店 企業 潮来佐原線
潮来市延方西～洲崎

0.40 11 除草，歩道清掃 潮来

82 株式会社ホソヤ工務店 企業 水戸神栖線 神栖市筒井 0.50 16 除草，歩道清掃 潮来

83 東京電力フュエル＆パワー株式会社 企業 常陸那珂港山方線 那珂郡東海村照沼地内 1.20 59 清掃 常陸大宮

84 かみや緑の里親元気クラブ 地域住民 牛久停車場線 牛久市中央4丁目 0.70 50 除草，花壇の手入れ 竜ヶ崎

85 株式会社川金コアテック　道路と橋を守る会 企業 筑西三和線 鬼怒川大橋（結城山王地内） 0.62 30 清掃，除草 筑西

86 一般社団法人茨城県造園建設業協会鹿行支部 その他 鹿島神宮線 鹿嶋市宮中 0.20 24 植樹の剪定，歩道清掃 潮来

87 つばさ幼稚園ＰＴＡ環境整備委員会 学校関係 鉾田鹿嶋線 鉾田市上沢 0.10 32 歩道等清掃除草，花壇花植え 鉾田

88 袋田食品株式会社 企業 国道118号 大子町袋田 0.30 10 歩道清掃，花壇の手入れ 大子

89 久野瀬老人クラブ 自治会 国道118号 大子町久野瀬～北田気 0.60 9 歩道清掃，除草 大子

90 道の駅「奥久慈だいご」 企業 国道118号 大子町池田 0.20 14 歩道清掃，除草 大子

91 正和倶楽部 企業 取手豊岡線 常総市豊岡町～坂手町 2.20 13 清掃 常総

92 上大野夢と希望のフラワーロードの会 その他（社会福祉法人） 新宿新田総和線 古河市上大野 1.00 72 歩道清掃，花苗の植え付け 境

93 道の駅日立おさかなセンター直販店組合 企業 国道245号
日立市みなと町
(市道8208号交点～市道8204号交点)

0.23 17 清掃，除草，花壇の手入れ 高萩

94 久慈学区コミュニティ推進会 地域住民 国道245号
日立市みなと町
(市道820４号交点～新瀬上橋)

0.12 20 清掃，除草，花壇の手入れ 高萩

95 水戸市大場町小山自治会 地域住民 下入野水戸線
水戸市大場町
百合ヶ丘団地入口信号～教育プラザいばらき入口市道 0.50 51 清掃，除草，花壇の手入れ 水戸

96 五洋建設株式会社茨城営業所 企業 鹿島港線 鹿嶋市平井 0.40 63 清掃，除草 潮来

97 長山工業株式会社 企業 那須烏山御前山線 常陸大宮市門井 0.60 13 清掃，除草 常陸大宮

98 サン・トックス株式会社関東工場 企業 潮来佐原線 潮来市前川 0.20 20 清掃，除草 潮来

99 野曽転作あらやづつみ美化グループ 地域住民 玉里水戸線 茨城町野曽地内 0.60 15 清掃　除草　花壇 水戸

100 棚谷町道路里親会 地域住民 常陸太田那須烏山線 常陸太田市棚谷町 3.00 40 清掃・除草等・花壇 常陸太田

101 赤土ロードクリーンチーム 地域住民 常陸太田那須烏山線 常陸太田市赤土町 0.40 9 清掃・除草等 常陸太田

102 鍬田区道路ボランティアグループ 地域住民 つくば益子線 桜川市鍬田地内 0.26 22 道路の清掃，除草 筑西

103
筑波山美しいまち・みちづくりパートナーシップ代表者
会議

その他 国道125号 つくば市池田地内 0.43 28
道路の清掃，除草，花壇の手入
れ

土浦

104 不動町草刈・清掃ボランティア倶楽部 地域住民 つくば野田線 つくば市谷田部地内 1.00 33 道路の清掃，除草，植木伐採 土浦

105 国田の道路をきれいにする会 地域住民 水戸勝田那珂湊線他 水戸市下国井町地内 0.15 38 清掃，除草，花壇の手入れ 水戸

106 クリーン古河の会 地域住民 新宿新田総和線 古河市上大野地内 0.70 21
道路の清掃，除草，花苗の植え
付け

境

107 額田の子どもを守り支える会 地域住民 国道349号 那珂市額田地内 0.60 92 道路の清掃，花壇の手入れ 常陸大宮

108 安藤造園株式会社 企業 銚子波崎線 神栖市矢田部 0.36 12 清掃，除草 潮来

109 株式会社常陽銀行大子支店 企業 国道461号 大子町大子～大子町池田 0.10 12 道路の清掃 大子

110 犬田区道路ボランティア協力会 地域住民 つくば益子線他 桜川市犬田地内 4.50 198
道路の清掃，除草，花壇の手入
れ

筑西

111 天神林道路愛護会 地域住民 日立笠間線 常陸太田市天神林町地内 2.00 35
道路の清掃，除草，花壇の手入
れ

常陸太田
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112 勝田環境株式会社 企業 瓜連馬渡線他 ひたちなか市高野地内 0.73 142 道路の清掃，除草 常陸大宮

113 NPO法人　Happy　リレー　いろいろ その他 水戸神栖線 水戸市笠原町地内～米沢町地内 1.20 37 道路の清掃 水戸

114 ふれあいサロン・千現カフェ 地域住民 土浦つくば線 つくば市千現一丁目地先 0.50 16 道路の清掃 土浦

115 みんなで育てる花の会 その他 国道125号 阿見町廻戸地内 0.20 11 道路の清掃,除草,花壇の手入れ 竜ヶ崎

116 茅根町道路ボランティアの会 地域住民 国道349号他 常陸太田市茅根町地内 1.00 11 道路の清掃，除草 常陸太田

117 黄門の郷応援団 地域住民 国道349号 常陸太田市下河合町地内 0.30 9
道路の清掃，除草，花壇の手入
れ

常陸太田

118 常陸大子ライオンズクラブ 地域住民 国道461号 大子町大子地内 0.85 32 道路の清掃，除草 大子

119 原方友遊会 地域住民 横塚真壁線 桜川市亀熊・長岡地内 0.70 23
道路の清掃，除草，花壇の手入
れ

筑西

120 大子ロータリークラブ 地域住民 国道118号 大子町池田地内 0.65 27 道路の清掃，除草 大子

121 株式会社瀧工務店 企業 国道293号 常陸大宮市富岡地内 1.15 17 道路の清掃,除草 常陸大宮

122 鹿島都市開発株式会社 企業 水戸神栖線 潮来市川尾地内 0.13 20 道路の清掃 潮来

123 津知地区土地改良区 地域住民 国道125号線 神栖市大野原地内 0.20 14 道路の清掃 潮来

124 枝川字城の内清掃する会 地域住民 市毛水戸線 ひたちなか市枝川地内 1.10 2 道路の清掃 常陸大宮

125 秋山下常設区 地域住民 日立いわき線 高萩市秋山地内 0.81 40 道路の除草　清掃 高萩

126 株式会社富山園建設 企業 須賀北埠頭線 鹿嶋市大船津地内 0.23 9 除草 潮来

127 常陸緑化土木株式会社 企業 須賀北埠頭線 鹿嶋市大船津地内 0.22 5 除草 潮来

128 株式会社辻田造園建設 企業 須賀北埠頭線 鹿嶋市大船津地内 0.23 7 除草 潮来

129 十王コミュ二ティ推進会 地域住民 日立いわき線他 日立市十王町友部 0.20 12 道路の除草　清掃 高萩

130 株式会社山広建設 企業 中里坂東線 坂東市 1.40 6 道路の清掃，除草 境

131 金成重機建設株式会社 企業 十王里美線 日立市十王町友部 0.40 25 道路の除草　清掃 高萩

132 Tkクリーンクラブ 企業 国道125号他 下妻市堀篭 0.70 51 清掃 常総

133 高塚環境委員会 企業 若境線 八千代町若～村貫 0.50 10 清掃 常総

134 株式会社浅川建設 企業 国道118号他 那珂市豊喰地内 0.60 21 道路の清掃 常陸大宮

135 株式会社髙野工務店 企業 国道118号 那珂市古徳地内 0.60 23 道路の清掃,除草 常陸大宮

136 株式会社鶴田組 企業 那珂インター線 那珂市福田～鴻巣地内 1.00 23 道路の清掃,除草 常陸大宮

137 正栄294綺麗にし隊 企業 国道294号 常総市水海道山田町 0.30 18 清掃 常総

138 株式会社アレスコ 企業 国道355号 石岡市鹿の子1丁目～染谷 1.10 11 沿道清掃，除草，花壇の手入れ 土浦

139 美酒堂 企業 取手つくば線 つくば市研究学園4丁目 0.10 3 除草，花壇の手入れ 土浦

140 関東鉄道株式会社つくば北営業所 企業
桜川土浦潮来自転車道
線

つくば市沼田 0.20 10 旧駅舎周辺の清掃，除草 土浦

141 美咲サークル 地域住民 土浦境線他 つくば市天久保，竹園 0.10 3 除草，花壇の手入れ 土浦

142 東京ガス株式会社つくば支社 企業 取手つくば線 つくば市研究学園2丁目 0.20 40 沿道清掃 土浦

143 茨城県立土浦第一高等学校 学校関係 国道125号 土浦市真鍋4丁目 0.20 6 沿道清掃，除草 土浦

144 東京電力パワーグリッド株式会社土浦支社 企業 国道354号他 土浦市千束町，石岡市鹿の子 0.30 169 沿道清掃 土浦

145 一般社団法人つくば観光コンベンション協会 その他 笠間つくば線 つくば市国松～筑波 3.50 51 沿道清掃，除草 土浦

146 増子建設株式会社 企業 国道293号他 常陸大宮市上町～下町地内 1.50 15 道路の清掃,除草 常陸大宮

147 掛札建設株式会社 企業 国道118号 常陸大宮市山方地内 1.70 8 道路の清掃,除草，土砂撤去 常陸大宮

148 橋本建設株式会社 企業 国道245号 ひたちなか市関戸～峰後地内 0.60 17 道路の清掃,除草 常陸大宮
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149 株式会社弓野組 企業 常陸大宮御前山線 常陸大宮市若林～抽ヶ台町地内 1.60 10 道路の清掃,除草 常陸大宮

150 東康建設株式会社 企業 豊岡佐和停車場線 那珂郡東海村白方～村松地内 0.80 45 道路の清掃,除草 常陸大宮

151 環境保全事業株式会社 企業 豊岡佐和停車場線 那珂郡東海村村松地内 0.60 19 道路の清掃,除草 常陸大宮

152 株式会社龍﨑工務店 企業 国道293号 常陸大宮市高部～鷲子地内 2.10 24 道路の清掃,除草 常陸大宮

153 上圷フラワーボランティアの会 地域住民 国道123号 城里町上圷地内 0.10 18 道路の清掃，花壇の手入れ 水戸

154 日立土木株式会社 企業 国道245号 日立市旭町～幸町 0.80 20 道路の除草　清掃 高萩

155 株式会社若葉工務店 企業 国道293号 常陸大宮市鷲子地内 1.00 12 道路の清掃,除草 常陸大宮

156 株式会社松井建設 企業 国道118号 那珂市古徳～瓜連地内 0.50 20 道路の清掃,除草 常陸大宮

157 株式会社ドン・キホーテ 企業 土浦笠間線 土浦市東若松町 0.10 7
道路の清掃，除草，花壇の手入
れ

土浦

158 一般財団法人茨城県建設技術公社県南支部 その他 国道354号 土浦市中高津3丁目～永国 0.30 12 沿道清掃，除草 土浦

159 一般社団法人茨城県建設業協会土浦支部 その他 国道354号 土浦市中高津3丁目 0.10 3 歩道の清掃 土浦

160 かすみがうら市建設部道路課 その他 国道354号 かすみがうら市大和田 0.20 12 沿道清掃 土浦

161 筑波都市整備株式会社 企業 土浦境線 つくば市吾妻1丁目 0.40 15 沿道清掃 土浦

162 つくばみらい市職員ボランティア その他 つくば野田線 つくばみらい市加藤 0.20 50 沿道清掃 土浦

163 一般社団法人茨城県造園建設業協会県南支部 その他 国道408号他 つくば市内 0.20 11 花壇の手入れ，その他 土浦

164 株式会社サンワ興業 企業 鹿島港線 鹿嶋市明石地内 0.50 9 清掃，除草 潮来

165 那北建設株式会社 企業 下檜沢上小瀬線 常陸大宮市氷之沢～下檜沢地内 1.50 7 道路の清掃,除草 常陸大宮

166 水郷建設株式会社 企業 竜ケ崎潮来線 潮来市上戸地内 0.50 9 清掃，除草 潮来

167 道の駅サポーター 地域住民 潮来佐原線 潮来市前川 0.20 48 花壇 潮来

168 株式会社やすくら工務店 企業 国道118号 常陸大宮市泉～石沢地内 1.50 8 道路の清掃,除草 常陸大宮

169
ブリヂストンタイヤジャパン株式会社
茨城カンパニー県西営業所

企業 結城下妻線 下妻市江～下妻市黒駒 0.30 11 清掃，除草 常総

170 中村産業 企業 静常陸大宮線 常陸大宮市上村田～下村田地内 1.50 5 道路の清掃,除草 常陸大宮

171 株式会社進栄 企業 国道293号 常陸大宮市富岡町～八田地内 1.80 15 道路の清掃,除草 常陸大宮

172 株式会社小林工務店 企業 国道118号 常陸大宮市泉地内 0.60 9 道路の清掃,除草 常陸大宮

173 株式会社石塚建設 企業 伏木坂東線 坂東市鵠戸地内 0.65 8 清掃 境

174 上吉影老人クラブ 地域住民 紅葉石岡線他 小美玉市上吉影 2.60 21
道路の清掃，除草，花壇の手入
れ

水戸

175 株式会社サンコー緑地建設 企業 つくば古河線 古河市中田～大山地内 1.30 17 清掃，除草 境

176 株式会社五霞建設 企業 西関宿栗橋線 五霞町大字江川地内 0.56 14 清掃，除草 境

177 五霞町建設業協会 その他（複数企業により構成）西関宿栗橋線 五霞町大字小福田地内 0.90 37 清掃，除草 境

178 虹のテラス 地域住民 つくば真岡線 筑西市井出蛯沢地内 0.35 9
道路の清掃・除草，花壇の手入
れ

筑西

179 オオシン株式会社 企業 野田牛久線 守谷市大柏 0.13 8 除草 竜ヶ崎

180 滑川学区コミュ二ティ推進会 地域住民 日立いわき線 日立市滑川町～滑川本町 0.40 52 花壇 高萩

181 十王郵便局 その他 高萩友部線 日立市十王町友部 0.07 9 清掃・除草 高萩

182 わたらせ水辺の楽校運営協議会
その他（児童の自然体
験学習を実施，事務局：
古河市）

国道354号 古河市錦町～古河地内 0.18 27 清掃 境

183 株式会社　平野産業 企業 瓜連馬渡線 那珂市菅谷～杉地内 0.70 17 道路の清掃,除草 常陸大宮

184 山金建設株式会社 企業 那珂湊那珂線他 那珂市津田～中台地内 0.44 4 道路の清掃,除草 常陸大宮

185 高萩花貫郵便局 その他 国道４６１号 高萩市安良川 0.07 3 清掃・除草 高萩
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186 秋山中ボランティアグループ 地域住民 日立いわき線 高萩市秋山 1.50 25 清掃・除草 高萩

187 木有戸の会 地域住民 筑西三和線 筑西市舟生地内 0.65 12
道路の清掃・除草，花壇の手入
れ

筑西

188 株式会社ビルド 企業 結城坂東線 坂東市弓田地内 0.25 10 清掃 境

189 倉持建設工業株式会社 企業 岩井野田線他 坂東市岩井～矢作地内 6.70 9 清掃，除草 境

190 将門ベースボールクラブ
その他（中学生・保護者
を中心とした地域の野球
チーム）

高崎坂東線 坂東市内野山地内 0.20 44 清掃，除草 境

191 有限会社桑名工業所 企業 山内上小瀬線 常陸大宮市上小瀬～小瀬沢地内 1.70 6 道路の清掃,除草 常陸大宮

192 横信建材工業株式会社 企業 那珂湊大洗線 ひたちなか市富士ノ下～廻り目地内 0.85 24 道路の清掃,除草 常陸大宮

193 有限会社田村建設 企業 国道354号他 古河市釈迦～磯部地内 0.20 12 清掃，除草 境

194 株式会社八木組 企業 水戸那珂湊線 ひたちなか市田中後～釈迦町地内 1.00 15 道路の清掃,除草 常陸大宮

195 東水建設株式会社 企業 水戸那珂湊線 ひたちなか市平磯町地内 0.75 16 道路の清掃,除草 常陸大宮

196 ネモト建設工業株式会社 企業 日立東海線 那珂郡東海村東海１丁目地内 0.60 14 道路の清掃,除草 常陸大宮

197 株式会社大興建設 企業 常陸那珂港山方線他
那珂郡東海村東海２丁目～舟石川駅西地
内

0.80 15 道路の清掃,除草 常陸大宮

198 株式会社佐藤工務店 企業 豊岡佐和停車場線 那珂郡東海村豊岡～白方地内 1.35 6 道路の清掃,除草 常陸大宮

199 株式会社河野工務店 企業 常陸那珂港山方線 那珂郡東海村東海２丁目～舟石川地内 0.60 33 道路の清掃,除草 常陸大宮

200 小林建設株式会社 企業 日立笠間線 日立市末広町～大久保町 0.50 22 清掃，除草 高萩

201 多賀土木株式会社 企業 日立笠間線 日立市東多賀町 0.30 30 清掃 高萩

202 福智建設工業株式会社 企業 美浦栄線 龍ケ崎市大徳町地内 0.14 10 清掃・除草 竜ヶ崎

203 （株）高田工務店 企業 国道354号 つくば市陣場～真瀬 1.00 11 沿道清掃 土浦

204 （株）新みらい 企業 国道294号 つくばみらい市絹の台 0.30 16 沿道清掃，除草 土浦

205 株式会社井滝建設 企業 国道118号 ひたちなか市馬渡地内 1.00 14 道路の清掃,除草 常陸大宮

206 大曽根建設株式会社 企業 国道245号 ひたちなか市馬渡地内 0.80 45 道路の清掃,除草 常陸大宮

207 株式会社石塚造園 企業 結城野田線 古河市五部～諸川地内 0.90 12 清掃，除草 境

208 追原老人クラブ 地域住民 稲敷阿見線 阿見町追原地内 0.20 65 清掃・除草・花壇 竜ヶ崎

209 特定非営利活動法人ちゃんみよＴＶ NPO法人 竜ケ崎阿見線 牛久市久野町～阿見町吉原地内 1.50 25 清掃 竜ヶ崎

210 大和リース株式会社 企業 水戸神栖線 水戸市笠原町 0.08 33 道路の清掃，除草 水戸

211 磯中学区おやじの会 学校関係，地域住民 北茨城大子線 北茨城市磯原町豊田 0.27 40 清掃，除草 高萩

212 シモケン　クリーン活動委員会 企業 山王下妻線 下妻市大宝～下妻市平川戸 0.65 16 道路の清掃 常総

213 初沢クリーン 企業 国道125号 下妻市下妻乙～下妻丁地内 0.30 8 道路の清掃 常総

214 KUSHIKEN隊 企業 国道125号 下妻市堀篭地内 0.30 5 道路の清掃 常総

215 つくばクリーンサービス 企業 国道125号 下妻市高道祖地内 0.30 22 道路の清掃 常総

216 ライナー安全協力会 企業 国道125号 下妻市堀篭地内 0.50 13 道路の清掃 常総

217 エコネット根本 企業 国道125号他 下妻市高道祖地内 0.30 19 道路の清掃 常総

218 ism・キープ　クリーン隊 企業 つくば古河線 下妻市大園木～唐崎地内 0.45 19 道路の清掃,除草 常総

219 水神会 企業 つくば古河線 下妻市鎌庭地内 0.24 9 道路の清掃,除草,剪定 常総

220 日興建設株式会社 企業 国道４６１号 高萩市安良川 0.90 35 清掃 高萩

221 美ロードくしひき 企業 水戸鉾田佐原線 鉾田市串挽 0.35 9 歩道等清掃除草，花壇花植え 鉾田

222 マツザカヤ 企業 島並鉾田線 鉾田市串挽 0.10 4 歩道等清掃除草，花壇花植え 鉾田
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223 籠田老人クラブ 地域住民 繁昌潮来線 行方市籠田 0.05 4 歩道等清掃除草，花壇花植え 鉾田

224 ボランティア磯建 企業 若境線 八千代町平塚地内 0.60 16 道路の清掃,除草 常総

225 いちょう会 企業 若境線 八千代町若地内 0.15 10 道路の清掃,除草 常総

226 勝田駐屯地曹友修親会 その他 那珂湊那珂線他 ひたちなか市武田～勝倉地内 1.50 19 道路の清掃,除草 常陸大宮

227 丸三会 企業 谷和原筑西線 常総市大房～三坂町地内 0.30 11 道路の清掃 常総

228 さわやかロード常総 企業 つくば野田線 常総市内守谷町きぬの里～内守谷町地内 1.00 8 道路の清掃 常総

229 染谷工務店環境整備委員会 企業 谷和原筑西線
常総市水海道諏訪町～水海道淵頭町地
内

0.34 44 道路の清掃 常総

230 近隣道路をきれいにする会 企業 谷和原筑西線
常総市水海道森下町～水海道小山戸町
地内

1.00 7 道路の清掃 常総

231 山庄みどりの会 企業 国道294号
常総市水海道川又町～水海道高野町地
内

0.70 5 道路の清掃,除草 常総

232 フルヤ建商 企業 谷和原筑西線 常総市中妻町地内 0.10 29 道路の清掃 常総

233 橋本工務店 企業 下妻常総線 常総市上蛇町地内 0.20 5 道路の清掃,除草 常総

234 五箇６区吉野自治区 地域住民 土浦坂東線 常総市上蛇町～三坂新田町地内 1.00 47 道路の清掃 常総

235 吉野農家組合 地域住民 下妻常総線 常総市上蛇町地内 0.60 17 道路の清掃,除草 常総

236 浅丘道路美化委員会 企業 鴻野山豊岡線 常総市大生郷町地内 0.15 5 除草 常総

237 菊池グリーンクラブ 企業 土浦境線 常総市大沢地内 0.60 13 道路の清掃 常総

238 チームOK 企業 高崎坂東線 常総市国生～向石下地内 2.80 18 道路の清掃 常総

239 ツバクロズ 企業 谷和原筑西線 常総市原宿～下妻市原地内 1.60 7 道路の清掃,除草 常総

240 大木組親睦会 企業 土浦境線 常総市大沢～鴻野山地内 1.00 15 道路の清掃 常総

241 株式会社平川建設 企業 佐貫停車場線 龍ケ崎市馴柴町地内 0.18 14 清掃・除草 竜ヶ崎

242 松浦建設株式会社 企業 国道１２５号 阿見町阿見～廻戸地内 1.00 32 清掃・除草 竜ヶ崎

243 株式会社大須賀工務店 企業 那珂湊那珂線 ひたちなか市柳沢地内 0.65 18 清掃，除草 常陸大宮

244 菊水サトー建設株式会社 企業 牛久赤塚線 牛久市ひたち野４丁目～東猯穴町地内 1.90 11 清掃・その他（剪定） 竜ヶ崎

245 昭和建設株式会社 企業 水戸神栖線 水戸市千波町 0.05 26 道路の清掃 水戸

246 株式会社秋山工務店 企業 国道118号 水戸市渡里町 0.3 22 道路の清掃，除草 水戸

247 株式会社福田工務店 企業 玉里水戸線 水戸市高田町～鯉淵町 1.7 11 道路の清掃，除草 水戸

248 株式会社横田建設 企業 長岡水戸線 水戸市吉沢町 0.8 20 道路の清掃，除草 水戸

249 有限会社小池工務店 企業 稲田友部線 笠間市稲田 0.334 12 道路の清掃 水戸

250 株式会社クボタ総建 企業 竹ノ内羽鳥停車場線 小美玉市羽鳥 0.7 9 道路の清掃，除草 水戸

251 宇野建設工業株式会社 企業 大洗友部線他 東茨城郡茨城町海老沢 0.2 6 道路の清掃，除草 水戸

252 株式会社田口工務店 企業 水戸鉾田佐原線 東茨城郡大洗町磯浜町 0.57 11 道路の清掃 水戸

253 有限会社大座畑建設 企業 水戸茂木線 東茨城郡城里町塩子 0.7 14 道路の清掃，除草 水戸

254 きれいな海の会 地域住民 常陸那珂港山方線他 ひたちなか市阿字ヶ浦町地内 1.30 2 道路の清掃 常陸大宮

255 高倉地区道路愛護会 地域住民 国道461号他 常陸太田市上高倉町，下高倉町 1.00 34 道路の清掃 常陸太田

256 下宮の道路を守り隊 地域住民 常陸太田那須烏山線 常陸太田市下宮河内町 1.00 10 道路の清掃 常陸太田

257 おおたネットワーク 地域住民 国道349号 常陸太田市金井町 0.35 14 道路の清掃 常陸太田

258 長須西部地域資源保全協議会 土地改良区 西関宿栗橋線 坂東市長須地内 0.40 48 清掃，除草，花壇美化 境

259 北富田地区 地域住民 諸沢西金駐車場線 額大宮市諸沢 2 17 道路の清掃，除草，枝打ち，伐採 常陸大宮
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260 願掛けあじさい 地域住民 常陸太田大子線 常陸太田市天下野町 0.07 5 花壇 常陸太田

261 有限会社太信建設 企業 新宿新田総和線 古河市上片田～上大野地内 1.30 12 清掃，除草 境

262 島ノ前ボランティアグループ 地域住民 里根神岡上線 北茨城市関南町神岡上 0.2 2 道路の清掃・除草 高萩

263 クリーンロード日棚 地域住民 里見南中郷停車場線 北茨城市中郷町日棚 0.14 4
道路の除草
花壇への植栽

高萩

264 中妻小里親ボランティアグループ 地域住民 北茨城インター線 北茨城市華川町中妻 0.09 14 道路の清掃・除草 高萩

265 孫根消防団有志の会 地域住民 阿波山徳蔵線 東茨城郡城里町孫根 0.7 15 道路の除草 水戸

266 こうのす道路里親の会 地域住民 杉崎友部線 笠間市鴻巣 1.3 30 道路の清掃，除草 水戸

267 小泉営農組合 地域住民 小泉水戸線 水戸市小泉町 0.22 20 道路の除草 水戸

268 株式会社　三栄製作所　茨城工場
その他
（企業）

石岡城里線 笠間市仁古田 0.055 33 道路の清掃，除草，花壇の手入れ 水戸

269 本木二区 地域住民 つくば益子線
桜川市本木地内
（集落センター～岩瀬地区犬田地区境界）

0.6 6 道路の清掃・除草 筑西

270 あそうの郷 企業 水戸鉾田佐原線 行方市青沼 0.30 4 歩道等清掃除草 鉾田

271 県道４８号線清掃チーム（実穀～小池間通学路） 地域住民 土浦竜ケ崎線 阿見町実穀地内～小池地内 2 17 道路の清掃，除草 竜ヶ崎

272 株式会社大鶴 企業 国道354号 土浦市中高津～千束町 1.8 14 道路の清掃 土浦

273 株式会社　斉藤建設 企業 土浦大曽根線 土浦市粕毛～矢作 3 12 道路の清掃 土浦

274 小桜建設　株式会社 企業 土浦笠間線 石岡市半田～川又 0.7 9 道路の清掃・除草 土浦

275 筑南総合建設共同組合 企業 牛久赤塚線 つくば市北中島～つくば市稲岡 1.6 7 道路の清掃 土浦

276 住吉区会 地域住民 土浦竜ケ崎線
阿見住吉交差点陸橋下（土浦市の団体と
してカウント）

0.1 18 道路の清掃・除草 土浦

277 鈴縫工業株式会社 企業 会瀬港線 日立市会瀬町～城南町 0.35 68 道路の清掃 高萩

278 （株）中島工務店 企業 瓜連馬渡線 ひたちなか市足崎 1 8 道路の清掃，除草 常陸大宮

279 （有）よこすか建設 企業 瓜連馬渡線 ひたちなか市高野，足崎 1.6 24 道路の清掃，除草 常陸大宮

280 （株）上肥 企業 瓜連馬渡線 ひたちなか市佐和 1.64 16 道路の清掃，除草 常陸大宮

281 菅生沼の自然を守る会 地域住民 国道354号 坂東市辺田～神田山地内 0.2 23 道路の清掃 境

282 グランレジオ花里の会 地域住民 長沖藤代線 龍ケ崎市小通幸谷町 0.1 5 花植,清掃 竜ヶ崎

283 （株）ダイナム鹿嶋店 企業 茨城鹿島線 鹿嶋市宮下 0.3 12 道路の清掃 潮来

284 たびのホテル鹿島 企業 国道124号 神栖市平泉 0.1 12 清掃，除草，花壇美化 潮来

285 水戸ローターアクトクラブ その他 下入野水戸線 水戸市元吉田町～千波町 0.9 17 道路の清掃 水戸

286 北条新田区会 地域住民
桜川土浦潮来自転車道
線

つくば市北条 0.5 35 道路除草・植栽管理等 土浦

287 つくば市大形区 地域住民 つくば千代田線他 つくば市大形 3.5 131 道路の清掃・除草 土浦


