
５ 合 意 団 体

～個性と魅力ある 「みち空間」 の創造～

「ともに考え、 ともにつくるみちづくり」

社田浅川線 白河市 「深渡戸ふるさと保存会」

●２０３団体（令和元年度９月現在）

令和元年度

福島県土木部道路管理課

★表彰実績有（道路功労者表彰、国土交通大臣表彰等）

うつくしまの道・サポート制度

ＮＯ． 所 在 地 団 体 名 路 線 名 ＮＯ． 所 在 地 団 体 名 路 線 名 ＮＯ． 所 在 地 団 体 名 路 線 名

1

福島市

松川・宿場町まちづくり協議会
松川町商工会

（主）土湯温泉線 81 鮫川村 鮫川村役場庁員クラブ （国）３４９号 158

相馬市

中村西部第２行政区,西山老人クラブ （一）相馬大内線

★ 2 渡利地区自治振興協議会 （国）１１４号 82

会津若松市

御宿東鳳しらゆり会 （一）東山温泉線 159 西山老人クラブ （一）相馬大内線

3 水原２１ （主）土湯温泉線 83 会津若松市中央通り商店振興会 （国）１１８号 160 東高はな＊花計画（相馬東高） （主）相馬亘理線

4 福島駅前通り商店街振興組合 （一）県道福島停車場線

84 会津信用金庫

（一）湯川大町線 161

南相馬市

上栃窪道路愛護会 （一）草野大倉鹿島線

5

二本松市

とうわ奥入瀬守る会 （一）石澤荻田線 （国）１１８号 162 江垂老人クラブ （一）浪江鹿島線

6 馬場平自治会
（主）本宮土湯温泉線
（一）馬場平杉田線

（国）１１８号 163 原町区本陣前一丁目行政区 （一）浪江鹿島線

7
下(シモ)長折(ナガオリ)藤(トウ)次(ジ)太郎
(タロウ)内(ウチ)班(ハン)

（主）飯野三春石川線
（主）原町二本松線

（主）会津若松裏磐梯線 164 原町市上高平一行政区 （主）原町海老相馬線

8 戸沢十二区「集落道綺麗に仕隊」 （主）原町二本松線 （国）１１８号 165 広野町 特定非営利活動法人ハッピーロードネット （一）上北迫下北迫線

9 とうわ奥入瀬守る会 （一）石沢荻田線 （一）中沢西若松停車場線 166 富岡町 仲町長寿会 （主）小野富岡線

10 杉田６区 （一）馬場平杉田線 （国）１１８号 167 川内村 川内村第６道路河川愛護協議会 （国）３９９号

11

伊達市

大石南方部会 （主）浪江国見線 85 東山温泉観光協会 （一）湯川大町線 168 浪江町 浪江ふれあいロード１１４ （国）１１４号

12 山舟生自治振興会 （一）丸森梁川線 86 芦ノ牧温泉協会 （国）１１８号 169 新地町 新地第二行政区長 （一）金山新地停車場線

13 豊かな白根の里づくり推進協議会 （一）平松梁川線 87
七日町通りまちなみ協議会
東北電力㈱会津若松支社

（国）２５２号 ★ 170

いわき市

貝泊コイコイ倶楽部 （主）勿来浅川線

★ 14 五十沢地区道路愛護会 （国）３４９号 88
会津坂下町

坂下ステーション通りを守ろう会 （一）会津坂下停車場線 ★ 171 四倉駅前緑化協力会 （主）小野四倉線

15 保原町工業団地懇話会 （国）３４９号 89 中開津環境ボランティアクラブ （主）会津坂下本郷線 ★ 172 久之浜駅前道路愛護会 （一）久ノ浜停車場線

16 国道３４９号花夢花夢通り愛護会 （国）３４９号 90

湯川村

浜崎さわやか学級 （国）１２１号 173 金山自治会

（主）いわき上三坂小野線

★ 17
心豊かで活力ある大枝の里づくり推進協議
会

（一）大枝貝田線 91 熊川花と緑を守る会 （主）会津坂下河東線 174 金山道路愛護会花いちもんめ

18 大泉町内会 （一）伊達霊山線 92 米丸婦人会 （主）会津坂下河東線 175 金山長寿連合会

19 宮城第三町内会 （一）伊達霊山線 93 柳津町 柳津町環境美化運動連絡協議会 (国)２５２号 176 植田東中学校「ＪＲＣ委員会」

★ 20 阿久津道路愛護会 （主）浪江国見線 94 三島町 宮下部落 （一）小林会津宮下停車場線 177 汐見ヶ丘小学校「緑の少年団」

21 桑折町 桑折町青少年育成町民会議半田部会 （一）国見福島線 95 金山町 野尻川の魚を育てる会 （国）２５２号
178 いわき花と緑の会

（一）湯ノ岳別所線

22

川俣町

小島自治会 （国）３４９号 96 昭和村 下中津川行政区 （国）４００号 （主）いわき石川線

★ 23 鉄砲町・日和田地区自治会 （国）１１４号 97 会津美里町 本郷大橋ふれあい道路愛護会 （一）会津高田会津本郷線 179 グリーンロード小名浜協議会 （主）小名浜平線

★ 24 川俣南自治会
（国）１１４号 98

喜多方市

喜多方市ＴＭＯ構想花いっぱい運動委員会 （主）喜多方会津坂下線 ★ 180 小名田地区自治会 （主）常磐勿来線

（国）３４９号 99 藤沢あじさい会 （国）４５９号 181 下小川悠々クラブ （国）３９９号

25 本町地区自治会 （国）３４９号
100 塗物町ＴＭＯ構想花いっぱい運動委員会

（主）喜多方会津坂下線 182 上ノ原入口花壇を守る会 （一）小川赤井平線

★ 26 鶴沢地区自治会
（国）１１４号 （一）喜多方停車場線 183 下平窪道路愛護会 （国）３９９号

（主）川俣安達線 101 栄町ＴＭＯ構想花いっぱい運動委員会 （一）喜多方停車場線 184 大久道路愛護会 （一）折木筒木原久ノ浜線

27 福沢自治会 （一）二本松川俣線 ★ 102 ワンステップ１５ （一）大平喜多方線 185 全日本サーフィン連盟福島二区支部

（一）泉岩間植田線★ 28 福田自治会 （国）１１４号 ★ 103 ウイング９２ （一）大平喜多方線 186 岩間町

29 飯坂自治会
（国）３４９号

104 山都町商工会女性部
（主）喜多方西会津線 187 勿来ひと・まち未来会議

（主）原町川俣線 （主）会津坂下山都線 188 下船尾Ｎｅｔｚさくら倶楽部 （主）いわき上三坂小野線

30 大綱木自治会 （国）３４９号 ★ 105 別府環境愛護会 （国）１２１号 ★ 189 草野花美知会 （主）小名浜四倉線

31 小綱木自治会 （国）１１４号 ★ 106 日中行政区 （一）日中喜多方線 190 久之浜南町跨線橋道路愛護会 （一）白岩久ノ浜線

32 山木屋地区自治会

（国）１１４号 107 大谷行政区 （主）喜多方西会津線 191 大平・根岸道路愛護会 （主）いわき石川線

（国）４５９号 108 サイクルシティ喜多方協議会
（一）会津若松熱塩温泉 自転
車道線

192 「山の食。川前屋」運営委員会 （主）小野四倉線

（主）原町二本松線 109 岩尾行政区 （一）熱塩加納会津坂下線 193 鶴のあし湯を愛でる会 （主）いわき石川線

33

郡山市

舟津川を守る会 （一）舟津福良線 110 岩月R121法面除草隊 国道121号 ★ 194 林内コスモス会 （主）いわき上三坂小野線

34 郡山市湖南町福良中区 （国）２９４号 111 医療法人昨雲会・高畑行政区 (一)会津若松熱塩温泉自転車道線 195 大野老人クラブ寿会 （主）小野四倉線

35 郡山市湖南町中野区
（主）郡山湖南線
（主）猪苗代湖南線

112 中町彩りの会
（一）会津坂下塩川線
（一）塩川停車場線

196 よつくら日和見会 （主）小野四倉線

36

須賀川市

新栄町町内会 （一）須賀川停車場線 113 河原田 （主）会津坂下山都線 197 草木屋地区道路愛護会 （主）小名浜四倉線

37 北町町内会 （一）須賀川二本松線 114 北塩原村 裏磐梯地区区長会 （国）４５９号 198 柳生ニコニコガーデンクラブ （主）小野四倉線

38 須賀川市上北町商店街振興組合 （主）須賀川三春線 115

西会津町

牛尾道路愛護会 （国）４００号 199 白岩サロン （主）いわき浪江線

39 須賀川市宮先町商店街振興組合 ★ 116 グリーンロード出ヶ原 （国）４００号 200 復興さくらの会 （主）小名浜四倉線

40 須賀川中央商店街振興組合 117 百花道八重窪愛護会 （一）新郷荻野停車場線 201 永崎女性の会 （主）小名浜四倉線

41 須賀川市東山区 （主）飯野三春石川線 118 黒澤自治会 （国）４００号 202 ハマガイフラワーサポート （一）豊間四倉線

42 須賀川市東山第二区 （主）飯野三春石川線 119 西会津町交通安全母の会奥川分会 （国）４５９号 203 五色町花の散歩道 国道３９９号

43 大東花ももの里づくり実行委員会 （主）古殿須賀川線 120 花の会こやま （国）４５９号

44 愛宕町シルバー友の会 （主）須賀川三春線 121 雷山花園会 （一）大久保野沢停車場線

45 須賀川市吉美根区 （主）中野須賀川線 122 奥川地域づくり会議 （国）４５９号

46 八幡町町内会 （国）１１８号 123 猪苗代町 うつくしい幸野を創る会 （一）壺楊本町線

47 田村市 田代総合区民会 （一）あぶくま洞都路線 124
下郷町

大内区 （一）下郷会津本郷線

48 田村市 田村市船引町板橋行政区 国道288号 125 張平地区 （国）２８９号

49 天栄村 天栄村湯本区 （国）１１８号 126 檜枝岐村 尾瀬檜枝岐温泉観光協会 （国）３５２号

★ 50

石川町

新田区国道118号道路愛護会 （国）１１８号 127

只見町

只見地区センター運営委員会 （国）２５２号

51 石川町中田区会
（一）石川鴇子線 128 朝日地区センター運営委員会 （国）２８９号

（主）古殿須賀川線 129 明和地区センター運営委員会 （国）２８９号

52 花見ヶ丘をつくる会 （国）１１８号 130 国道252号六十里越雪わり街道を愛する会 （国）２５２号

★ 53 玉川村 吉行政区 （主）古殿須賀川線 131 小川集落活性化委員会 （一）小林館の川線

★ 54
浅川町

浅川駅前花いっぱい運動実行委員会 （一）磐城浅川停車場線 132

南会津町

糸沢地区 （国）１２１号

55 浅川駅前をよくする会 （一）磐城浅川停車場線 133 羽塩地区 （国）１２１号

★ 56
小野町

こまちみどり愛護会 あぶくま高原道路 134 滝原道路河川愛護会 （国）３５２号

57 菖蒲谷行政区 あぶくま高原道路 135 精舎・岩下・番屋道路河川愛護会 （国）３５２号

★ 58

白河市

昭和町町内会 （主）白河羽鳥線 136 井桁道路河川愛護会 （国）３５２号

★ 59 住みよい五箇地区をつくる会 （主）白河石川線 137 八総道路河川愛護会 （国）３５２号

★ 60 深渡戸ふるさと保全会 （一）社田浅川線 138 森戸道路河川愛護会 （国）３５２号

61 表郷環境ネットワーク （国）２８９号 139 熨斗戸・伊予戸道路河川愛護会 （国）３５２号

★ 62 萱根自治会 （一）久田野停車場線 140 戸中道路河川愛護会 （国）３５２号

63 久田野自治会 （一）母畑白河線 141 福渡道路河川愛護会 （国）３５２号

64 白坂泉岡町内会 （国）２９４号 142 前沢道路河川愛護会 （国）３５２号

65 旗宿自治会 （主）伊王野白河線 143 塩ノ原道路河川愛護会 （国）３５２号

66 白河市商店会連合会 （国）２９４号 144 たのせ道路河川愛護会 （国）３５２号

67 白河市本町自治会 国道２９4号 145 穴原道路河川愛護会 （国）３５２号

68 西郷村 四季を楽しむ甲子温泉お守る会 （国）２８９号 146 舘岩村商工会女性部 （国）３５２号

69

泉崎村

高根地区 （主）塙泉崎線 147 恥風河川道路愛護会 （国）３５２号

70 新宿自治組合 （主）塙泉崎線 148 内川河川道路愛護会 （国）３５２号

71 北平山地区 （主）塙泉崎線 149 大原河川道路愛護会 （国）３５２号

72 関和久地区 （主）塙泉崎線 150 小立岩河川道路愛護会 （国）３５２号

73 桎内自治組合 （一）泉崎石川線 151 大桃河川道路愛護会 （国）３５２号

74 矢吹町 神田行政区 （一）石川矢吹線 152 国立公園田代山・帝釈山保護の会 （一）栗山舘岩線

75

棚倉町

山岡親慈会 （主）塙泉崎線 153 道の駅たじま （国）１２１号

★ 76 棚倉第六長寿会 （国）１１８号 154 駒止街道愛護会 （国）２８９号

★ 77 高野久寿の会連合会 （主）黒磯棚倉線 155 黒沢区 （国）２８９号

78 山本長寿会 （一）山本不動線 156 高野区 （国）４００号

79
矢祭町

戸塚いきいきサロン （国）１１８号 157 大橋道路河川愛護会 （一）大倉大橋浜野線

★ 80 小田川行政区 （国）３４９号

【管内の問い合わせ先】
◆土木部道路管理課
電話024-521-7474
◆県北建設事務所管理計画課
電話024-521-7700
◆県中建設事務所管理計画課
電話024-935-1459
◆県南建設事務所管理計画課
電話0248-23-1633
◆会津若松建設事務所管理計画課
電話0242-29-5337
◆喜多方建設事務所管理計画課
電話0241-24-5718
◆南会津建設事務所管理計画課
電話0241-62-5319
◆相双建設事務所管理計画課
電話0244-26-1220
◆いわき建設事務所管理計画課
電話0246-24-6120



１ うつくしまの道・サポート制度とは、 ３ うつくしまの道・サポート制度の仕組み

◆ 「地域住民、 ＮＰＯ等の実施団体」 は、 「道路管理者(県・市町村)」 、
「地元自治体（市町村)）」と合意書を交わして、道路の清掃活動や美化活
動を行います。

◆ 道路管理者と地元自治体は、清掃用具の貸与、保険の加入、収集ゴミの

回収などの実施団体の活動を支援します。

・歩道の清掃活動
・植樹帯等の維持管理活動
・その他道路美化活動実施団体

地域住民、ＮＰＯ

サポート サポート

合 意

地元自治体 道路管理者

協 力

・収集ゴミの回収・処理
・実施団体と道路管理者
の連絡調整
・その他清掃活動等へ
の支援

・ 活動をＰＲする看板の設置
・清掃用具等の貸与
・保険の加入

・その他清掃活動等への支援

４ 効果と可能性

◆ 地域の方々やＮＰＯなどの実施団体、 道路管理者と地元自治体とのパート
ナーシップの形成を図ることにより以下の効果が期待されます。

郡山市湖南町中野区

(郡山市) 

平成３１年１月２３日

○ 効果と可能性

① ボランティア活動の活性化

② 良好な道路環境の創出
③ 地域の方々や道路利用者の満足度の向上
④ 道路への愛着心と美化意欲の向上

⑤ 道路利用者のマナーの向上

○ 目 標

◆ 個性と魅力ある「みち空間」の創造
「ともに考え、 ともにつくるみちづくり」

◆ 福島県では、地域の方々が「みち」 を慈しみ、 きれいにしたいという気持ち
から行われる道路美化清掃等のボランティア活動を支援する取り組みを平成
１ ２年度から行っております。

◆ 「うつくしまの道・サポート制度」 は、 近年の、 ボランティア活動の活性化や
行政への参加意欲の高まりなどを背景として、 地域の方々と市町村、県の三
者が協働して、道路の清掃、美化活動を行うものであり、道路を大切にする心
を育てながら、地域にふさわしい道づくりを進めるものです。

◆ 令和元年度９月１日現在、県内各地域で２０３団体が参加しており、 地域の皆
様とともに、個性と魅力ある「みち空間」の創造を図っています。

七日町通りまちなみ協議会

(会津若松市)

平成３０年４月２７日

白河市本町自治会

(白河市) 

平成３０年９月１６日

国道１２１号

新町行政区 (南会津町) 

古殿須賀川線

石川町中田区会 (石川町) 

浪江鹿島線

本陣前一丁目行政区 (南相馬市) 

２ 取り組み状況

上北迫下北迫線

ハッピーロードネット (広野町) 

ゴミ拾い 花植え

草刈り 歩道除雪


