
スマイルロードサポーター一覧

番号 団　　　　　体　　　　　名 認定日 活　動　路　線 作業内容

1
東松島市北赤井地区フラワーロード推進
委員会

H14.4.11 （主）石巻鹿島台色麻線 東松島市 赤井地内 清掃・緑化・除草

2 大須灯台会 H14.5.31 （一）釜谷大須雄勝線 石巻市 雄勝町大須地内～雄勝町船越地内 清掃等

3
矢本西コミュニティ協議会上街道フラワー
アベニュー部会

H15.6.20 （主）矢本河南線 東松島市 矢本地内～小松地内 植栽等

4 花街道 H15.7.18 （国）３９８号 石巻市 大街道西地内～大街道北地内 清掃・緑化・除草

5 東松島市大塩自治協議会 H17.2.4
（一）河南鳴瀬線
（一）大塩小野停車場線

東松島市 大塩地内 清掃・緑化・除雪

6 石巻市朝日行政区 H17.2.8 （一）河南南郷線 石巻市 北村地内 清掃・緑化・除草

7
イオンスーパーセンター株式会社イオン
スーパーセンター石巻東店

H17.7.21 （国）３９８号 石巻市 流留地内 清掃・除草

8
株式会社木村土建・株式会社クレアールキ
ムラ及び協力会（浩友会）

H17.11.29 （主）石巻鹿島台色麻線 東松島市 大塩地内 清掃・緑化

9 イオン東北株式会社 H18.11.22 （主）石巻鹿島台色麻線 石巻市 蛇田地内 清掃・緑化

H18.12.25 （主）石巻鹿島台色麻線 石巻市 蛇田地内 清掃

H21.2.20 （主）奥松島松島公園線 東松島市 野蒜地内 清掃

11 株式会社マルハン石巻店 H19.12.27 （国）３９８号 石巻市 中浦地内～大街道東地内 清掃・緑化

12 株式会社アイ・ケー・エス H20.5.27 （一）石巻女川線 石巻市 魚町地内 清掃

13 株式会社ツクイ石巻大街道 H20.8.25 （国）３９８号 石巻市 大街道北地内～大街道東地内 清掃

14 株式会社マルテック H20.11.20 （一）河南石巻港インター線 石巻市 須江地内 清掃

15
ＤＣＭホーマック株式会社スーパーデポ石
巻蛇田店

H21.1.14 （主）石巻鹿島台色麻線 石巻市 蛇田地内 清掃・除草

16 株式会社西條設計コンサルタント H21.3.19 （主）河南米山線 石巻市 桃生町中津山地内 清掃・緑化

17 鹿島道路株式会社石巻出張所 H21.5.21 （一）石巻女川線 石巻市 大街道東地内～雲雀野町地内 清掃

18 重吉興業株式会社 H21.6.9 （一）石巻港インター線 石巻市 門脇地内 清掃・緑化・除草

19 佐藤工業株式会社 H22.2.1 （一）出島線 女川町 出島地内 清掃

20 田中建設株式会社 H22.4.20 （国）３９８号 女川町 浦宿浜地内～鷲神浜地内 清掃・除雪

21 齋藤工業株式会社 H23.10.28 （主）石巻鹿島台色麻線 東松島市 赤井地内 清掃・除雪

22 株式会社和建設 H23.10.28 （一）大塩小野停車場線 東松島市 矢本地内 清掃・緑化

23 株式会社武山興業 H23.12.27 （一）神取河北線 石巻市 小船越地内 清掃

24 奥松島観光ボランティアの会 H24.8.31 （主）奥松島松島公園線 東松島市 宮戸地内 清掃・緑化・除草

25 株式会社カルヤード H25.6.27 （国）３９８号 石巻市 清水町地内～西山町地内 清掃・除草・除雪

26 株式会社石の友わ H25.6.27 （主）石巻河北線 石巻市 大瓜地内 清掃・緑化・除草

27 宮城県建設業協会石巻支部青年会 H25.9.5 （国）３９８号 石巻市 南境地内～大瓜地内 清掃

28 扇屋商事株式会社パラディソ石巻元倉店 H25.12.5 （主）石巻河北線 石巻市 元倉地内 清掃・除草・除雪

29 牡鹿半島ネットワーク協議会 H27.12.9 （主）石巻鮎川線 石巻市 渡波町地内～鮎川浜地内 清掃・除草

30 黒須産業株式会社 H27.12.9 （主）石巻鹿島台色麻線 石巻市 蛇田地内 清掃

（国）３９８号 石巻市 南境地内～大瓜地内

（一）稲井沢田線 石巻市 真野地内～沢田地内

32 石巻市美園町内会 H28.6.3 （国）３９８号 石巻市 南境地内～美園地内 清掃・除草

33 クラシタス株式会社 H28.11.7 （主）石巻河北線 石巻市 大橋地内 清掃・除草

34 株式会社センショウ・テック． H29.3.23 （一）鳴瀬南郷線 東松島市 小野地内～高松地内 清掃

35 株式会社橋本店 H29.4.20 （一）牡鹿半島公園線 女川町 鷲神浜地内～小乗浜地内 清掃・除草

36 雁部建設株式会社 H29.4.20 （国）３９８号 石巻市 湊町地内～伊原津地内 清掃・除草

37 株式会社生出興業 H29.4.20 （一）鹿又広渕線 石巻市 鹿又地内～須江地内 清掃

38 総武建設株式会社 H29.4.20 （一）北上河北線 石巻市 中島地内～中野地内 清掃

39 株式会社東北リアライズ H29.4.20 （主）矢本河南線 東松島市 小松地内 清掃

40 日本植生株式会社仙台営業所 H29.6.22 （一）石巻港インター線 東松島市 赤井地内 清掃

41 久我建設株式会社 H29.6.30
（一）石巻雄勝線
（一）稲井沢田線

石巻市 井内地内～真野地内 清掃

42 拓建技術株式会社 H29.10.10 （国）３９８号線 石巻市 中浦地内
清掃・緑化
除草・除雪

43 株式会社千葉工務店 H29.12.18 （一）石巻工業港矢本線 東松島市 矢本地内 清掃

44 株式会社酉島製作所仙台支店 H30.2.20 （主）矢本河南線 東松島市 矢本地内 清掃

45 株式会社フジタ東北支店 H30.3.23 （国）３９８号 石巻市 流留地内～宇田川町地内 清掃

46 有限会社山神組 H30.4.19 （一）神取河北線 石巻市 小船越地内 清掃

47 北上電設工業株式会社 H30.4.19 （主）石巻河北線 石巻市 大橋地内 清掃・除草

48 山下設備工業株式会社 H30.6.5 （国）３９８号 石巻市 清水町地内～穀町地内 清掃・除草

49 株式会社協和産業 R1.8.21 （一）河南石巻港インター線 石巻市 須江地内 清掃

50 株式会社ゴトウ建設工業 R1.10.25 （主）奥松島松島公園線 東松島市 大塚地内～新東名地内 清掃・除雪
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31 老人クラブふれあい桜 H28.6.3 清掃・除草・植栽

10 株式会社丸本組

活　　　動　　　場　　　所
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51 豊和建設株式会社 R2.8.26 （一）石巻女川線 石巻市 双葉町地内～大街道東地内 清掃

52 塩入シニアの会 R3.3.24
（主）石巻鹿島台色麻線
（一）河南鳴瀬線

東松島市 大塩地内 清掃・緑化・除草

53 トミー・トランスポーター株式会社 R3.5.24 （一）河南鳴瀬線 東松島市 高松地内 清掃

54 有限会社ヤマト電設 R3.9.9 （一）稲井沢田線 石巻市 沢田地内 清掃

55 昱機電株式会社 R3.9.29
（一）石巻港インター線
（一）河南石巻港インター線

東松島市 赤井地内 清掃

56 株式会社ネクスト R3.9.29 （主）石巻鹿島台色麻線 東松島市 赤井地内 清掃

57 株式会社北衛建設 R3.12.17 （一）神取河北線 石巻市 小船越地内 清掃

58 泰栄測量設計株式会社 R4.4.22 （国）398号 石巻市 渡波町地内～宇田川町地内 清掃

59 株式会社新晃測量 R4.5.18 （主）河南米山線 石巻市 桃生町新田地内～桃生町給人町地内 清掃・除草

60 株式会社千葉測量技研 R4.5.18
（主）石巻停車場線
（国）３９８号

石巻市 穀町地内～立町地内 清掃

61 有限会社晴 R4.6.29 （主）石巻鹿島台色麻線 東松島市 赤井地内 清掃

62 有限会社広建 R4.6.29 （主）石巻鹿島台色麻線 石巻市 須江地内 清掃

63 ＳＧＳ合同会社 R4.6.30 （主）河北桃生線 石巻市 桃生町樫崎地内～桃生町太田地内 清掃

64 有限会社ハヤシ電気 R4.7.22 （国）398号 石巻市 伊原津地内～鹿妻南地内 清掃

65 丸岩建設株式会社 R4.8.9 （主）石巻鹿島台色麻線 石巻市 蛇田地内～須江地内 清掃

66 株式会社サイトウ電気 R4.9.20 （一）石巻工業港矢本線 東松島市 大曲地内 清掃

67 有限会社三浦工業 R4.10.18 （主）石巻鹿島台色麻線 石巻市 蛇田地内～恵み野地内 清掃

68 株式会社角張工務店 R4.10.18 （一）鹿又広渕線 石巻市 鹿又地内 清掃

69 新東総業株式会社 R5.1.20 （国）398号 石巻市 西山町地内～末広町地内 清掃
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