
現在，当事務所管内ではスマイルロード６１団体，スマイルリバー１８団体，スマイルビーチ８団
体，ふれあいパーク１団体がサポーターとして認定され，環境美化運動を実施しています。
今回，令和３年９月から１２月までの期間において，多くのサポーターが管内各地区で活動され
ておりますので，皆様へご紹介いたします。
なお，興味，関心のある方は行政班までお問い合わせ下さい。

石巻市北村

名 称：石巻市朝日行政区
活動日：R3.9.5,  9.26,  12.5
路線名：（一）河南南郷線
区 間：延べ3,300m
活動内容：清掃・除草・伐採作業
参加人数：延べ49人
☺私達のメンバーは，「私達が住む地
域は，できる限り私達の力で維持管
理を！」を信条に活動しています。

石巻市中里

名 称：中里第一町内会
活動日：R3.9.26
河川名：二級河川定川水系北北上運河
区 間：400ｍ
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：５０人
☺ 町内会行事として毎年実施。散歩
コースでもあり，川沿いがきれいに
なり，皆さんに喜ばれています。

名 称：老人クラブふれあい桜
活動日：R3.9.27, 11.8, 12.3
路線名： 国道３９８号
区 間：延べ1,800m
活動内容：花植栽地の除草作業等
参加人数：延べ15人
☺ 総合運動公園前の活動写真です。

石巻市南境～大瓜

スマイルロードサポーター
スマイルリバーサポーター
スマイルビーチサポーター

石巻市貞山

名 称：貞山町内会
活動日：R3.9.26, 10.30
河川名：二級河川定川水系北北上運河
区 間：延べ1,900m
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：延べ５０人
☺ これから皆で除草作業をします。

名 称：特定非営利活動法人ひたかみ
水の里

活動日：R3.9.10, 10.23, 11.6, 12.11
河川名：二級河川定川水系北北上運河
区 間：延べ1,800m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ４０人
☺ めだかっこクラブの子ども達と一緒
にゴミ拾いをしました！

石巻市中里

はじめに石巻市内

での活動から。



石巻市給分浜～大原浜

名 称：株式会社アイ・ケー・エス
活動日：R3.12.4
路線名：（一）石巻女川線
区 間：400m
活動内容：清掃作業
参加人数：４６人
☺ 県民に限らず県外の方々にも喜ん
でもらえるように，美化活動を継続
していきます！

名 称：宮城ヤンマー株式会社
活動日：R3.11.6
海岸名：長浜地先海岸
区 間：300ｍ
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：３１人
☺ 引き続き地域の美化に取り組んで
まいります。

石巻市渡波

石巻市魚町

名 称：真野内原行政区
活動日：R3.10.8
河川名：一級河川北上川水系内の原川
区 間：1,000m
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：２６人
☺ 地域がいつもきれいでいられるよう，
地域全体で取り組んでいます。

石巻市真野

名 称：北上電設工業株式会社
活動日：R3.11.6
路線名：（主）石巻河北線
区 間：600m
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：２４人
☺秋晴れが気持ち良く，道路の雑草も
無くなり，爽やかな気持ちになりました。

石巻市大橋

名 称：マルテック・森本組復旧・復
興建設工事共同企業体

活動日：R3.9.3
海岸名：大原地区海岸
区 間：395ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：９人
☺ 堤防上部歩道，陸側法面，排水溝
を中心に清掃活動を行いました。

石巻市蛇田

名 称：黒須産業株式会社
活動日：R3.10.29
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：650ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：６人
☺ これからも尽力致します。

石巻市中里～清水町

名 称：若生工業株式会社
活動日：R3.11.6
河川名：二級河川定川水系北北上運河
区 間：約600ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：２４人
☺ 清掃日和でした。

石巻市中浦

名 称：拓建技術株式会社
活動日：R3.9.4, 10.2, 11.6, 12.4
路線名： 国道３９８号
区 間：延べ800m
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：延べ１９人
☺社員一同，毎月楽しく活動してます。



名 称：株式会社丸本組
活動日：R3.10.30
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：200m
活動内容：清掃作業
参加人数：１０人

石巻市蛇田

名 称：久我建設株式会社
活動日：R3.11.20
路線名：（一）石巻雄勝線ほか
区 間：1,900m
活動内容：清掃作業
参加人数：９人
☺ 児童生徒が気持ち良く通学できる
よう，定期的に清掃しています。

石巻市井内～真野

名 称：鹿島道路株式会社石巻出張所

活動日：R3.9.21
路線名：（一）石巻女川線
区 間：2,600m
活動内容：清掃作業
参加人数：６人
☺ 引き続き清掃活動を継続し，地域
の環境美化に貢献します。

石巻市大街道東～雲雀野 石巻市門脇

名 称：大正建設株式会社
活動日：R3.9.26
河川名：二級河川定川水系北北上運河
区 間：650ｍ
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：７人
☺ 年２回以上の環境美化の他，除雪
作業や路面補修も実施しています。

石巻市双葉町～大街道東

名 称：豊和建設株式会社
活動日：R3.9.14, 12.10
路線名：（一）石巻女川線
区 間：延べ600m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ２０人

石巻市清水町～穀町

名 称：山下設備工業株式会社
活動日：R3.11.13
路線名：国道３９８号
区 間：500ｍ
活動内容：清掃，除草作業
参加人数：１８人
☺ 今後も地元の清掃活動を通じて，
社会貢献を続けていきたいです。

石巻市沢田

名 称：有限会社ヤマト電設
活動日：R3.11.27
路線名：（一）稲井沢田線
区 間：800ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：７人
☺風が強く肌寒い日でしたが，ゴミを回
収していたら，程よく温まり快適でした。

名 称：株式会社協和産業
活動日：R3.9.10, 11.12
路線名：（一）河南石巻港インター線
区 間：延べ2,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ２０人
☺ これからも活動を継続し，きれいな
街づくりに少しでも貢献していきたい。

石巻市須江



名 称：株式会社マルテック
活動日：R3.11.6,  12.4
路線名：（一）河南石巻港インター線
区 間：延べ2,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ１３人

石巻市須江

石巻市小船越

名 称： 株式会社武山興業
活動日：R3.11.6
路線名：（一）神取河北線
区 間：600ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：２０人

名 称：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

活動日：R3.9.14,9.19,11.14,11.21,11.28

路線名：（主）矢本河南線
区 間：延べ9,600m
活動内容：摘花・散水・除草・花壇整地
参加人数：延べ378人
☺ 6月に直裁したサルビアの花も沿道
を彩り，心を和ませてくれたが，11
月28日をもって花壇の整地作業も
終了しました。

東松島市矢本～小松

石巻市桃生町太田

名 称：桃建工業株式会社
活動日：R3.11.13
河川名：一級河川北上川水系 古川
区 間：1,000ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：８人

石巻市雄勝町雄勝

名 称：株式会社ＩＨＩインフラ建設東北支店

活動日：R3.11.30
路線名：国道３９８号
区 間：500m
活動内容：清掃作業
参加人数：６人

ここからは，
東松島市内で
の活動を紹介。

石巻市流留～宇田川町

名 称：株式会社フジタ東北支店
活動日：R3.12.10
路線名：国道３９８号
区 間：500ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：７人

名 称：東松島市北赤井地区フラワー
ロード推進委員会

活動日：R3.11月中旬, 12.14, 12.15
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：延べ3,200m
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：延べ４人
☺ 会員皆様が農業に携わっているた
め，活動の計画が難しいですが，花
壇の状態を見ながら活動しています。
※写真は５月植栽した時のものです。

東松島市赤井



東松島市赤井

名 称：昱機電株式会社
活動日：R3.10.22, 11.29
路線名：（一）石巻港インター線ほか
区 間：延べ2,800ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ２２人
☺ 今年度から活動を実施しています。
今後も環境美化に努めて参ります。

東松島市赤井

名 称：齋藤工業株式会社
活動日：R3.11.27
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：1,600ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：５人
☺ これからも地域の美化活動に尽力
して参ります。

東松島市赤井

名 称：株式会社ネクスト
活動日：R3.11.29
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：500m
活動内容：清掃作業
参加人数：６人

東松島市小松

名 称：株式会社東北リアライズ
活動日：R3.12.10
路線名：（主）矢本河南線
区 間：500m
活動内容：清掃作業
参加人数：６人

名 称：株式会社エスディ佐藤電気
活動日：R3.10.8
河川名：二級河川定川水系定川
区 間：700ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：６人
☺ 会社付近の定川の清掃作業をした
ことにより，従業員の地域貢献に対
する意識の向上が見られました。

東松島市赤井

名 称：トミー・トランスポーター株式会
社

活動日：R3.10.30
河川名：一級河川鳴瀬川水系北上運河
区 間：600m
活動内容：清掃作業
参加人数：１１人
☺ 地域貢献の一環として，今後も取り
組んでいきたいと思います。

東松島市浜市

東松島市大塚～新東名

名 称：株式会社ゴトウ建設工業
活動日：R3.11.19
路線名：（主）奥松島松島公園線
区 間：約1,200m
活動内容：清掃作業
参加人数：８人

名 称：塩入シニアの会
活動日：R3.10.24
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線ほか
区 間：2,500m
活動内容：清掃作業
参加人数：１６人
☺ 地域の環境向上とシニア世代会員
の健康増進も目的に活動しています。

東松島市大塩
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名 称：トミー・トランスポーター株式
会社

活動日：R3.9.25, 11.27
路線名：（一）河南鳴瀬線
区 間：延べ2,800m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ３９人
☺ 地域貢献の一環として，今後も取り
組んでいきたいと思います。

東松島市高松

東松島市小野～高松

名 称：株式会社センショウ・テック
活動日：R3.9.27
路線名：（一）鳴瀬南郷線
区 間：1,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：８人

サポーターの皆さん，
これからも地域の担い
手として末永く地域の
美化活動にご尽力い
ただき，地域愛護の気
持ちを育んでいただく
ようお願いいたします。

今後もサポーターの
皆さんの活動状況を
随時，紹介して参りま
す。

東松島市大塩

名 称：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

活動日：R3.9.3,  10.2,  11.1,  12.3
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：延べ4,800m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ６６人
☺ 道路清掃といった美化運動を通し
て地域に貢献していきたいです。

東松島市矢本

名 称：株式会社丹勝
活動日：R3.11.20
河川名：一級河川鳴瀬川水系北上運河
区 間：1,400ｍ
活動内容：除草，施肥（桜苗木）作業
参加人数：８人

東松島市矢本

名 称：株式会社和建設
活動日：R3.9.21, 10.27
路線名：（一）大塩小野停車場線
区 間：2,000m
活動内容：清掃・緑化作業
参加人数：延べ１４人

名 称 活動地区 活動日 路線名・河川名 区 間 活動内容 参加人数

石巻市上釜町内会 石巻市門脇
随時 二級河川定川水系 北北上運河 1,000m 清掃作業 ー

☺ コロナ禍で集団作業は出来なかったが，土手を見廻ってもポイ捨てゴミもありませんでした。

重吉興業株式会社 石巻市門脇
R3.11.24 （一）石巻港インター線 500m 花の植栽 ２人

☺ 道を通る人達の目を楽しませたいと思い，花壇作りを心掛けております。

株式会社石の友わ 石巻市大瓜 R3.9.3,10.17 （主）石巻河北線 150m 除草作業 延べ2人

ＪＦＥエンジニアリング株式会社
東北支店

石巻市大瓜
R3.10.27,12.14 一級河川北上川水系金沢川 延べ600m 清掃作業 延べ10人

☺ コロナ禍，人数調整が難しかったが，何とか今年度も無事に活動することができました。

扇屋商事株式会社パラディソ
石巻元倉店

石巻市元倉
R3.9.9,9.21,9,29
10.10,10.21,11.9
11.18,11.28,12.9

（主）石巻河北線 135m 清掃作業 延べ45人

☺ これからも地域の美化に努めて参ります！

クラシタス株式会社 石巻市大橋 R3.11.5 （主）石巻河北線 300m 清掃作業 6人

株式会社西條設計コンサルタ
ント

石巻市桃生町中津
山

R3.9.2,9.15,10.5
10.14,11.1,11.26

（主）河南米山線 延べ2,100m 花壇の除草 延べ38人

東松島市大塩自治協議会 東松島市大塩
R3.9.5,9.25,10.17
10.24,11.7,11.28

（一）河南鳴瀬線 延べ312m 清掃・除草作業 延べ24人

☺ その他の地区のフラワーロードの除草や散水等も随時行ってます。


