
令和５年1月末時点で，当事務所管内ではスマイルロード７0団体，スマイルリバー２２団体，スマ
イルビーチ７団体，ふれあいパーク２団体の計１０1団体がサポーターとして環境美化運動を実施
しています。

今回，令和４年９月から令和４年１２月までの期間において，
沢山のサポ－ターが当事務所管内の各地区で活動されており
ますので，皆様へご紹介します。

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

ふれあいパークサポーター

日野測量設計株式会社

有限会社電工センター令和４年度中に新しくスマ
イルロード12団体，スマイルリ
バー４団体，ふれあいパーク
１団体の計１７団体をサポー
ターに認定しております。
前回の「東部土木だより」
（令和4年10月13日号）では
８団体の活動を紹介しました
が，それ以外
の６団体から
今回，活動報
告がありました
ので，ここで御
紹介します。

株式会社角張工務店

ＳＧＳ合同会社

新規１７団体の認定証
交付式の様子は当所
ホームページに掲載し
ていますので，御覧くだ
さい。
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活動地区：石巻市桃生町樫崎～太田
活動日：9月7日，11月9日
路線名：(主)河北桃生線
区 間：延べ600m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ6人
☺ ゴミの多い月と少ない月がありました。
大物では，タイヤや長靴等もありました。

活動地区：石巻市門脇
活動日：10月1日
河川名：二級河川定川水系 北北上運河

区 間：500m
活動内容：清掃作業
参加人数：9人
☺ 河川沿いの清掃を行いました。ゴミ
の投げ捨て抑止に繋がればと思います。

活動地区：石巻市鹿又
活動日：11月14日
路線名：（一）鹿又広渕線
区 間：800m
活動内容：清掃作業
参加人数：12人
☺ 道路沿いの側溝にもゴミが落ちてい
たので，よく見ながら清掃活動を行いま
した。次回も事故なく活動したいと思い
ます。

活動地区：石巻市門脇
活動日：9月3日，12月3日
河川名：二級河川定川水系 北北上運河

区 間：延べ1,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ24人
☺ 地域の一員として環境美化活動を
継続して参ります。



令和５年1月末時点で当事務所管内のスマイルサポーターは１０1団体ですが，１０年以上もの

長きに渡り継続して活動いただいているサポーターは３４団体

もあります。一番長い団体は２０年です！この３４団体のうち，

今回，１５団体から活動を

報告していただきましたの

で，

も併せて御紹介します。

特定非営利活動法人

ひたかみ水の里

有限会社ハヤシ電気 株式会社岡田電気工事

東松島市北赤井地区
フラワーロード推進委員会
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石巻市朝日行政区

平成１５年
７月～

活動地区：石巻市北村
活動日：9月18日
路線名：(一)河南南郷線
区 間：2,500m
活動内容：清掃作業，草刈り
参加人数：37人
☺ 高齢化が進んでいますが，道路を
中心に，環境美化に対するメンバーの
高い意識に感謝です。

平成１７年
２月～

活動地区：石巻市伊原津～鹿妻南
活動日：12月7日
路線名：国道３９８号
区 間：500m
活動内容：清掃作業
参加人数：3人
☺ 今後も引き続き，地域の環境美化に
努めて参ります。

活動地区：石巻市南浜町
活動日：11月19日
公園名：石巻南浜津波復興祈念公園
区 間：県管理区域全域
活動内容：清掃作業
参加人数：9人
☺ 今後も公園の美化活動に努め，美し
い公園造りに協力して参ります。

活動地区：東松島市赤井
活動日：10月上旬，11月中旬
路線名：(主)石巻鹿島台色麻線
区 間：延べ3,200m
活動内容：除草，花壇整理
参加人数：延べ6人
☺ 写真は5月に皆でサルビアやマリー
ゴールドを植栽した時のものです。

活動地区：石巻市蛇田～新境町
活動日：10月１日，10月27日，12月3日
河川名：二級河川定川水系 北北上運河

区 間：延べ1,400m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ19人
☺ クラブの子ども達と一緒にゴミ拾い
をしました。

平成１４年
４月～

活動開始時期



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）株式会社和建設

奥松島観光
ボランティアの会
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活動地区：東松島市宮戸
活動日：11月10日
路線名：（主）奥松島松島公園線
区 間：ウォーキングトレイル公園 他
活動内容：草刈り・剪定
参加人数：16人
☺ 来年の花を楽しみに剪定しました。

平成２４年
８月～

重吉興業株式会社

株式会社丸本組

株式会社武山興業

活動地区：東松島市矢本
活動日：9月１日,11月29日,12月9日
路線名：（一）大塩小野停車場線
区 間：延べ2,226m
活動内容：花壇除草・清掃・花壇整備
参加人数：延べ19人
☺ 地域に貢献できるよう，環境美化
活動に取り組んでいます。

活動地区：東松島市大塩
活動日：9月1日 ほか3日間
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49人
☺ 今後も美化活動を通して地域に
貢献して参ります。

活動地区：石巻市門脇
活動日：11月9日 ほか3日間
路線名：(一)石巻港インター線
区 間：延べ80m
活動内容：草取り・掘り返し・施肥・花植
参加人数：延べ11人
☺ 交通量の多い交差点ですが，咲い
ている花に気づいてもらうと嬉しいです。
道端の花に目が向く心のゆとりを願って
います。

活動地区：石巻市小船越
活動日：11月5日
路線名：（一）神取河北線
区 間：600m
活動内容：清掃作業
参加人数：21人

活動地区：石巻市恵み野
活動日：9月3日，11月5日
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：延べ500ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ30人

平成２３年
１０月～

平成１７年
１１月～

平成２１年
６月～

平成１８年
１２月～

平成２３年
１２月～



名 称 活動地区 路線名 区 間 活動内容 活動日 参加人数

イオン東北株式会社 石巻市蛇田
（主）石巻鹿島台

色麻線
店舗周辺道路 ゴミ拾い

9月8日～11日
10月8日～11日
11月8日～11日
12月8日～11日

150人
139人
147人
124人
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鹿島道路株式会社石巻出張所

齋藤工業株式会社

活動地区：石巻市大街道東～雲雀野
活動日：12月21日
路線名：（一）石巻女川線
区 間：2,300m
活動内容：清掃作業
参加人数：7人
☺ 清掃活動を継続し，環境美化に貢
献して参ります。

活動地区：石巻市蛇田～太田切
活動日：9月１２日
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：３00m
活動内容：ゴミ拾い，草刈り
参加人数：１８人
☺ 実施中に地区長さんが来て，感
謝の言葉をいただきました。

活動地区：石巻市赤井
活動日：11月
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：8人
☺ 引き続き地域の美化活動に尽力
して参ります。

平成１８年
１１月～

平成２１年
５月～

平成２３年
１０月～

ＤＣＭホーマック株式会社
スーパーデポ石巻蛇田店

平成２１年
１月～

株式会社アイ・ケー・エス

活動地区：石巻市魚町
活動日：12月3日
路線名：（一）石巻女川線
区 間：400m
活動内容：ゴミ拾い，美化活動
参加人数：40人
☺ スマイルロードの活動はゴミ拾いだけ
ではなく，社員間コミュニケーションの
良い機会の場となっています。

平成２０年
５月～

活動地区：石巻市須江
活動日：10月7日，12月3日
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17人
☺ 地域住民の皆さんが，快適に過ご
せるよう，今後も清掃を続けていきた
いと思います。

株式会社マルテック
平成２０年
１１月～

株式会社西條設計コンサルタント

活動地区：石巻市桃生町中津山
活動日：9月5日 ほか5日間
路線名：（主）河南米山線
区 間：延べ2,100m
活動内容：花壇の除草・耕起・片付け
参加人数：延べ46人

平成２１年
３月～



大正建設株式会社

株式会社東北リアライズ

活動地区：石巻市中浦
活動日：9月3日 ほか3日間
路線名：国道398号
区 間：延べ800m
活動内容：除草・清掃作業
参加人数：延べ19人
☺ 風が冷たい日々が続きますが，楽
しく社会貢献をしています。

拓建技術株式会社
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活動地区：石巻市門脇
活動日：11月16日
河川名：二級河川定川水系 北北上運河

区 間：650m
活動内容：不法投棄ゴミ収集
参加人数：4人
☺ 降雪でゴミが隠れる前に実施しまし
た。今後も通年で行って参ります。

活動地区：東松島市小松
活動日：11月17日
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
☺ 清掃活動を行いました。

平成２９年
４月～

平成２５年
９月～

平成２９年
１０月～

塩入シニアの会

活動地区：東松島市大塩
活動日：9月18日，10月23日
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線 ほか

区 間：延べ3,300m
活動内容：清掃，彼岸花管理・除草
参加人数：延べ31人
☺ ９月の彼岸花管理後に参加者で
茶話会を開きました。彼岸花が咲く頃
には近隣の人々が花を見に来られま
した。

令和３年
３月～

名 称 活動地区 活動日 路線名 区 間 活動内容 参加人数

株式会社石の友わ 石巻市大瓜
9月12日
ほか2日間

（主）石巻河北線 延べ450m 草取り 延べ3人

牡鹿半島ネットワーク
協議会

石巻市渡波町
～鮎川浜

9月5日
ほか2日間

（主）石巻鮎川線 28500mの一部 清掃作業 延べ46人

☺ 今後もよろしくお願いします。ゴミのポイ捨てが目立っています。
絶対にやめてほしい。

貞山町内会 石巻市貞山
9月18日
ほか1日間

二級河川定川水系
北北上運河

延べ2,400m
清掃・除草
・除木

延べ38人

石巻市美園町内会
石巻市美園
～南境

9月11日 国道３９８号 400m 除草 2人

老人クラブふれあい桜

活動地区：石巻市南境～大瓜 ほか
活動日：9月10日 ほか5日間
路線名：国道３９８号 ほか
区 間：延べ2,600m
活動内容：除草，清掃，花植栽地後片付

参加人数：延べ24人

平成２８年
６月～

平成２５年
６月～

平成２７年
１２月～

平成２７年
１２月～

平成２８年
６月～

ここからは，平成２５年４月以降に認定されたスマイルサポーターの活動と

なります。６７団体のうち，新規認定団体として御紹介した

６団体以外で，３６団体から

活動を報告していただきまし

たので御紹介します。



株式会社千葉工務店 久我建設株式会社

活動地区：石巻市稲井～真野
活動日：11月19日
路線名：（一）石巻雄勝線 ほか
区 間：1,900m
活動内容：ゴミ拾い
参加人数：8人
☺ 県道を利用する方が気持ちよく通
行できるよう活動を継続していきます。

活動地区：東松島市上浜
活動日：12月22日
河川名：二級河川定川水系 南北上運河

区 間：660m
活動内容：清掃作業
参加人数：10人
☺ 今後も清掃活動を継続し，河川美
化に取り組んでまいります。

株式会社ワークス

ヤマヨシ髙橋組株式会社

活動地区：石巻市蛇田
活動日：10月21日，12月26日
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：延べ1,300m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ11人
☺ これからも美しい街づくりに尽力し
て参ります。

黒須産業株式会社

活動地区：石巻市須江
活動日：11月11日
路線名：（一）河南石巻港インター線
区 間：1,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：8人
☺ 地域の美化活動に貢献できるよう，
これからも取り組んでいきます。

株式会社協和産業
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トミー・トランスポーター株式会社

活動地区：東松島市浜市
活動日：10月29日，12月24日
河川名：一級河川鳴瀬川水系北上運河
区 間：延べ1,200m
活動内容：ゴミ拾い
参加人数：延べ24人
☺ 参加した方ご苦労様でした。今後
の活動の際も宜しくお願いします。

活動地区：東松島市矢本
活動日：12月1日
路線名：（一）石巻工業港矢本線
区 間：700m
活動内容：清掃作業
参加人数：8人
☺ いつもよりタバコの吸い殻が多く，堀
にはエアコンカバーのような大きいゴミ
も落ちていました。

活動地区：石巻市馬鞍
活動日：10月29日
河川名：一級河川北上川水系 馬鞍川

区 間：1,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：15人
☺ 今後も継続して活動に参加し，地
元の環境美化に協力していきます。

令和４年
４月～

令和元年
８月～

平成２７年
１２月～

平成２９年
６月～

平成２９年
１２月～

令和４年
６月～

令和３年
３月～



宮城ヤンマー株式会社

活動地区：石巻市渡波
活動日：11月5日
海岸名：長浜地区海岸
区 間：200m
活動内容：清掃，除草作業
参加人数：23人
☺ 落ちてるゴミはあまり無く，除草作業
を主として清掃活動を行いました。

活動地区：石巻市沢田
活動日：9月24日
路線名：(一)稲井沢田線
区 間：800m
活動内容：清掃作業
参加人数：8人
☺ 天気は曇天でしたが，清掃後は晴
天になりました。次回も頑張ります。

有限会社ヤマト電設

活動地区：石巻市蛇田～須江
活動日：11月29日
路線名：(主)石巻鹿島台色麻線
区 間：750m
活動内容：清掃作業，ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ清掃
参加人数：10人
☺ 引き続き清掃活動を継続し，地
域の環境美化に貢献していきます。

活動地区：石巻市清水町～穀町
活動日：10月29日
路線名：国道398号
区 間：500m
活動内容：ゴミ拾い・除草作業
参加人数：２6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。

活動地区：石巻市須江
活動日：10月7日，12月27日
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：延べ2,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ13人
☺ 今後も清掃活動を継続して，地域
の環境美化に貢献していきます。

山下設備工業株式会社

丸岩建設株式会社

有限会社広建
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株式会社センショウ・テック．

活動地区：東松島市小野～高松
活動日：10月24日，11月28日
路線名：（一）鳴瀬南郷線
区 間：延べ2,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ14人
☺ 今後も地域の美化活動に取り組ん
で参ります。

有限会社 晴

活動地区：東松島市赤井
活動日：9月23日，12月9日
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：延べ1,100m
活動内容：清掃活動
参加人数：延べ10人
☺ 秋から冬にかけて空気が澄み，季
節の移り変わりを感じました。

令和４年
８月～

令和３年
９月～

令和４年
６月～

令和３年
４月～

令和４年
６月～

平成３０年
６月～平成２９年

３月～



株式会社橋本道路
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北上電設工業株式会社

活動地区：石巻市大橋
活動日：11月5日
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：27人
☺ 少し寒かったですが，天気が良く気
持ち良く作業ができました。清掃活動
を分担し行ったことで，今まで以上にス
ムーズに作業が進み綺麗になりました。

マルテック・森本組復旧・
復興建設工事共同企業体

活動地区：石巻市給分浜～大原浜
活動日：9月28日，12月21日
海岸名：大原地区海岸
区 間：延べ790m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ14人
☺ 工事の竣工を控え，
合間を見計らって，防波堤と排水溝の
清掃活動を行いました。

泰栄測量設計株式会社

活動地区：東松島市赤井
活動日：10月24日
路線名：（一）石巻港インター線 ほか
区 間：1,400m
活動内容：清掃活動
参加人数：10人
☺継続した活動から地域の環境美化
に協力させていただきます。

活動地区：石巻市渡波町～宇田川町
活動日：10月24日
路線名：国道398号
区 間：460m
活動内容：清掃活動
参加人数：4人
☺ 引き続き定期的に清掃を行い，地
域の美化に取り組んで参ります。

晃機電株式会社

活動地区：東松島市矢本
活動日：10月12日，11月16日
公園名：矢本海浜緑地公園
区 域：駐車場及び広場付近
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ6人
☺ 公園を利用される皆さんに気持ち
よく使っていただけるよう，今後も美化
活動に貢献していきます。

令和３年
１０月～

令和４年
４月～

令和３年
８月～

令和３年
９月～

平成３０年
４月～

活動地区：東松島市矢本
活動日：11月8日
路線名：（主）矢本河南線
区 間：350m
活動内容：清掃作業
参加人数：3人
☺ 引き続き清掃活動に取り組みます。

株式会社酉島製作所仙台支店

平成３０年
２月～

活動地区：石巻市穀町～立町
活動日：10月1日
路線名：（主）石巻停車場線 ほか
区 間：590m
活動内容：清掃作業
参加人数：12人
☺ 季節に合わせた作業プランを考
察して活動しました。

株式会社千葉測量技研

令和４年
５月～



活動地区：石巻市桃生町新田
～給人町

活動日：10月31日，12月27日
路線名：(主)河南米山線
区 間：延べ1,000m
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：延べ12人
☺小学校の通学路とあって，子供達
が安全かつ気持ち良く通学出来るよう
地域の美化活動に努めて参ります。

宮城県東部土木事務所
行政班

〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目７番地
電話番号（直通）0225-94-8692
班代表E-mail：et-dbkg＠pref.miyagi.lg.jp
http：//www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk

活動地区：石巻市小船越
活動日：11月19日
路線名：（一）神取河北線
区間：350m
活動内容：ゴミ拾い
参加人数：９人

有限会社山神組

防寒対策と新型コロナ感染症対策を講じながらの活動，本当にお疲れ様でした。体
調に気を付けて，これからも地域の美化活動に御尽力いただきますようお願いします。
今後もスマイルサポーターの活動状況を御紹介して参ります。
また，このたび当事務所管内のスマイルサポーター一覧を当所ホームページに掲
載しましたので，御覧ください。
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活動地区：石巻市小船越
活動日：11月5日
路線名：（一）神取河北線
区 間：1,500m
活動内容：ゴミ拾い
参加人数：７人
☺ 8月の活動時と比べ，ゴミの量が少
なく感じました。引き続き地域の皆様
に喜んで頂けるよう，活動に取り組ん
でいきます。

株式会社北衛建設

豊和建設株式会社

活動地区：石巻市双葉町～大街道東
活動日：9月5日，12月9日
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10人

株式会社新晃測量

令和４年
５月～

令和３年
１２月～

平成３０年
４月～

令和２年
８月～

活動地区：東松島市赤井
活動日：11月29日
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 ：７人

株式会社ネクスト

令和３年
９月～

トミー・トランスポーター株式会社

活動地区：東松島市高松
活動日：10月1日，11月26日
路線名：（一）河南鳴瀬線
区 間：延べ2,600m
活動内容：ゴミ拾い
参加人数：延べ35人
☺ 参加した方ご苦労様でした。今後
の活動の際も宜しくお願いします。

令和３年
５月～


