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ささわわややかか通通信信  

 平成29年12月11日 VOL.10 

 

編集・発行 香川県土木部道路課（総務・管理グループ） 

   高松市番町四丁目１番10号  TEL087-832-3531（直通） 

「さわやか通信」は、道路の環境美化のボランティア活動「香川さわ

やかロード」の活動内容の周知と道路愛護団体相互の交流促進を目的

として発行しています。「香川さわやかロード」、「さわやか通信」は、

県道路課ホームページに掲載しています。 

http://www.pref.kagawa.lg.jp/douro/home/sawayaka/sawayaka.html 

                         香川さわやかロード認定団体数   

                        １４６団体(平成29 年11 月１日現在) 
  

 

 

 

 

 

 

 

１ 国土交通大臣表彰、日本道路協会会長表彰、香川県道路協会会長表彰伝達  

８月の「道路ふれあい月間」にちなみ、道路の正しい利用の促進や道路愛護等の活動に大きな 

功績のあった団体や個人が、国土交通大臣、公益社団法人日本道路協会会長、香川県道路協会会

長から表彰され、平成２９年８月２３日、関係者に香川県土木部長から表彰状等が伝達されまし

た。 

 

 

 

国土交通大臣表彰受賞団体 

 

 

写真左から 

○重元石ヶ坪むつみ会（香川さわやかロード） 

○ひまわり会     (香川さわやかロード) 

○石井事務機株式会社  （高松マイロード） 

 

 

  目 次                    

１ 国土交通大臣表彰、日本道路協会会長表彰、香川県道路協

会会長表彰伝達（1ページ～） 

２ 四国ふれあい協議会会長表彰伝達（6ページ～）              

３ 道路愛護団体紹介（中讃土木事務所管内）（8ページ～） 

４「香川さわやかロード」参加団体募集中（13ページ） 

５ 道路愛護団体一覧（巻末） 
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(公社)日本道路協会会長表彰受賞団体 

 

 

写真左から 

○吉岡美化クラブ     (香川さわやかロード） 

○多度津地区婦人会  （香川さわやかロード） 

○三木町勤労者協議会（香川さわやかロード） 

 

 

 

 

 

 
香川県道路協会会長表彰受賞団体 

 

 

写真左から 

○よつみいきいき協議会 （香川さわやかロード） 

○高松町中谷自治会ボランティア有志の会 

（香川さわやかロード） 

○高原自治会           （香川さわやかロード） 

○勝浦桜の会           （香川さわやかロード） 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

受賞団体のうち、香川さわやかロード認定の９団体をご紹介します。 
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国土交通大臣表彰受賞団体 

 

１ ひまわり会                （活動歴）16年（平成13年４月３日から） 

 

 １ 活動場所 県道琴平停車場琴平公園線  

  （仲多度郡琴平町 活動延長 380ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草 

（28年度活動回数 ４回） 

３ 受賞コメント 

  この度の国土交通大臣表彰は、思いもかけ

ず大変光栄に思います。さわやかロードは観

光のお客様や、住民の皆様がさわやかな気持

ちで通られるように清掃を続けてきました。

これからも気持ちの良い、さわやかに通れる

ように道路を守っていきます。 

 

 

 

 

２ 重元石ヶ坪むつみ会        （活動歴）11年（平成18年２月１日から） 

 

１ 活動場所 県道小蓑前田東線  

  （木田郡三木町 活動延長 1,100ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草 

（28年度活動回数 ４回） 

３ 受賞コメント 

  この度、国土交通大臣表彰をいただき、まこ

とにありがとうございます。 

地元の環境保全のため、さわやかロードの活

動を始めてから11年が経ちました。 

これからも、気持ちよく道路を利用してもら

うためにも、清掃活動を継続していきたいと思

っております。 
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(公社)日本道路協会会長表彰受賞団体 

 

１ 吉岡美化クラブ          （活動歴）13年（平成16年２月２日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

１ 活動場所 県道観音寺池田線外  

  （観音寺市吉岡町 活動延長 1,450ｍ） 

２ 活動内容 清掃（28年度活動回数 ５回） 

３ 受賞コメント 

今回の受賞たいへんうれしく思います。 

美しくうるおいのある町づくりを図るため

吉岡町内３つの地域で行っています。活動を通

して環境美化に対する気持ちや地域への愛着

が住民相互に共有されてきているのが感じら

れることから、今後も、活動を続けていきたい

と思います。 

 

 

２ 三木町勤労者協議会        （活動歴）11年（平成18年12月１日から） 

 

１ 活動場所 県道三木綾川線  

  （木田郡三木町  活動延長 500ｍ） 

２ 活動内容 清掃（28年度活動回数 ４回） 

３ 受賞コメント 

  「三木町サンサン館みき」を中心に、県道

三木綾川線の路肩草刈り・清掃活動に取り組

み、早11年となりました。「住みよい町づく

り」を目的に集まった一同、今回の受賞を喜

んでいます。 

しかし、まだまだペットボトルや空き缶の

ポイ捨てが目立つのが現状です、今後とも活

動を継続していきます。  

 

 

３ 多度津地区婦人会         （活動歴）16年（平成13年６月11日から） 

 

１ 活動場所 県道多度津停車場線  

  （仲多度郡多度津町 活動延長 500ｍ） 

２ 活動内容 清掃（28年度活動回数 ２回） 

３ 受賞コメント 

  この度の受賞ありがとうございます。これ

も先輩たちからの功績に頂いたもので、とて

も誇らしく思っております。以前は、年4回

が、今は私達も年を取りまして年2回となり

ましたが、清掃後の清々しい気分を味わうの

を楽しみに、受賞を励みに今後も元気に頑張

って活動いたします。ありがとうございまし

た。 
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香川県道路協会会長表彰受賞団体 

 

１ 高松町中谷自治会ボランティア有志の会（活動歴）８年（平成21年６月15日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道高松志度線  

  （高松市高松町  活動延長 1,000ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草 

（28年度活動回数 ２回） 

３ 受賞コメント 

  この度、栄えある表彰をいただきありがと

うございました。「道路はみんなで守るもの」

の気持ちで、奉仕活動を続けています。 

  これからも、この道を利用する方々に安全

とさわやかを届ける活動を続けていきたい

と思います。  

 

 

２ よつみいきいき協議会       （活動歴）８年（平成21年７月15日から） 

 

１ 活動場所 県道屋形崎小江淵崎線  

  （小豆郡土庄町 活動延長 150ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草、草刈 

（28年度活動回数 ６回） 

３ 受賞コメント 

当団体は地域活性化を目的に活動してい

ます。メンバーは地元の有志と町職員で構成

されています。主な活動内容としまして、伊

喜末地区は芋づるの塔、滝宮地区はひまわり

の栽培など県道沿いの美化活動を行ってお

ります。今後も今回頂いた賞に恥じぬよう地

元の美化活動を続けていきたいと思います。 

 

 

３ 高原自治会            （活動歴）８年（平成21年10月１日から） 

 

１ 活動場所 県道三木綾川線  

  （木田郡三木町 活動延長 100ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草、草刈、緑化 

（28年度活動回数 ３回） 

３ 受賞コメント 

 周辺三自治会で、県道三木綾川線を花街

道にしようとの話が持ち上がり、余幅部に

「菜の花」を植えて管理しています。 
 いただいた表彰状を自治会館に飾り、次

は何を植えようかと意気込んでいます。ま

た、周辺部の遊休農地にもコスモスを植え

つけており、一体化させることを検討して

います。  
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４ 勝浦桜の会            （活動歴）16年（平成13年６月11日から） 

 

１ 活動場所 県道まんのう三野線  

  （仲多度郡まんのう町 活動延長 800ｍ） 

２ 活動内容 清掃、緑化 

（28年度活動回数 ８回） 

３ 受賞コメント 

この度の表彰をいただいたことを大変光

栄に思います。春の桜、その後のアジサイ、

が咲くのを楽しみに草刈、清掃等を続けてお

ります。これからも花達と共に美化に努めて

いきたいと思っております。 

 

 

２ 四国ふれあい協議会会長表彰伝達  

８月の「道路ふれあい月間」にちなみ、道路を常に美しく、安全に利用することに功績のあっ

た団体や個人が、四国ふれあい協議会会長（四国地方整備局道路部長）から表彰され、関係者に

所管の事務所長から感謝状が伝達されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西浜さわやか道の会          高松市赤十字奉仕団築地分団 

 

 

 

 

 

小阪自治会 
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受賞団体のうち、香川さわやかロード認定の３団体をご紹介します。 

 

１ 西浜さわやか道の会        （活動歴）７年（平成22年10月１日から） 

 

１ 活動場所 県道津田引田線  

  （東かがわ市三本松  活動延長 135ｍ） 

２ 活動内容  清掃、除草、草刈、緑化 

 （28年度活動回数 48回） 

３ 受賞コメント 

 年に数回の清掃で環境美化は困難です。従

いまして所定区域に植えたツツジ、季節に応

じ草花を植え替え、これを保護するため、日

常的に除草・清掃・緑化・水取りの環境美化

に努めています。 

地道な活動に対し、四国ふれあい協議会会

長賞を頂き、今後の励みとします。 

 

２ 高松市赤十字奉仕団築地分団    （活動歴）８年（平成21年５月１日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道高松港栗林公園線  

  （高松市塩屋町～塩上町 活動延長 800ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草 

（28年度活動回数５回） 

３ 受賞コメント 

  この度は、思いがけず表彰いただき、ありが

とうございました。除草、清掃活動で皆、さわ

やかな汗を流しています。今後も団員交流の場

である清掃ボランティア活動を続けていきた

いと思います。  

 

３ 小阪自治会            （活動歴）15年（平成14年２月１日から）） 

 

１ 活動場所 県道本島循環線  

  （丸亀市本島町 活動延長 2,500ｍ） 

２ 活動内容 清掃（26年度活動回数 ３回） 

３ 受賞コメント 

  小阪自治会では年間3回程の道路清掃、除

草、伐採作業を行っています。高齢化が進む

中老若男女、和気あいあいと皆が協力しあっ

て頑張っています。本島には、島の行事の他、

3年に1度の瀬戸内国際芸術祭も開催されま

す。塩飽謹番所、笠島町並保存地区などの歴

史的観光名所もたくさんあり島外からもた

くさんのお客様が来られます。島民も島外か

ら来られた方も皆がさわやかな気持ちで過

ごせる島を目指して、この表彰を機により一

層、自治会総出できれいにしていきたいと思

います。 
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３ 香川さわやかロード 道路愛護団体紹介（中讃土木事務所管内） 

 

 平成13年度に創設した香川さわやかロードの認定団体は、平成29年11月1日現在、１４６団

体となっています。この道路愛護団体の活動について、順次ご紹介しています。 

 今回は、丸亀市、坂出市、善通寺市、綾川町、宇多津町、琴平町、多度津町及びまんのう町を

管轄する中讃土木事務所管内の団体です。 

 中讃土木事務所管内の道路愛護団体は、現在５０団体あります。今回は、これらの団体のうち、

善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町の団体のうち、掲載を了解いただいた１４団体を認定

順に紹介します。 

 

 

１ ひまわり会 （認定年月日 平成13年４月３日） 

 

１ 活動場所 県道琴平停車場琴平公園線  

  （仲多度郡琴平町 活動延長 380ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草 

（28年度活動回数 ４回） 

３ 構成員数 13名 

４ 自己ＰＲ  

私達は、毎月駅の構内の清掃と年４回の道路の

清掃を行っています。町のために何かできないか

と考えて始めた活動です。 琴平町住民の人達と

観光で来られた、お客様にさわやかな気持ちで過

ごしてもらえるようにこれからも清掃に取り組

んでまいります。 

 

 

 

２ 勝浦桜の会 （認定年月日 平成13年６月11日） 

 

１ 活動場所 県道まんのう三野線  

  （仲多度郡まんのう町 活動延長 800ｍ） 

２ 活動内容 清掃、緑化 

（28年度活動回数 ８回） 

３ 構成員数 ８名 

４ 自己ＰＲ 

勝浦自治会の人数も少ないですが、年２回だけ

は、各家から離れている子供達が帰って来てくれ

るので、大掛かりな草刈、清掃ができます。後は

その時に参加できる人達で、ボチボチとしており

ます。これからも花を愛し、美化に努めて活動し

ていきたいと思います。 
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３ 多度津地区婦人会 （認定年月日 平成13年６月１１日） 

 

１ 活動場所 県道多度津停車場線  

  （仲多度郡多度津町 活動延長 500ｍ） 

２ 活動内容 清掃 （28年度活動回数 ２回） 

３ 構成員数 130名 

４ 自己ＰＲ  

私達の会は、さわやかロードに参加して、16

年になるそうです。私が入会時は、先輩達が継続

中でした。その頃は、多度津（停）道隆寺線でし

たが交通量が多く危険なので、駅から町役場まで

に変更、清掃後の気持ち良さに、皆様と、頑張っ

て続けてゆきたく思っています。 

 

 

 

４ ことなみみらい２１ （認定年月日 平成13年８月１日） 

 

１ 活動場所 国道４３８号  

  （仲多度郡まんのう町 活動延長 3,000ｍ） 

２ 活動内容 清掃 （28年度活動回数 ２回） 

３ 構成員数 15名 

４ 自己ＰＲ 

清掃箇所の国道４３８号線は、徳島県からの来

県者が多い道路なので気持ち良く通行してもら

えるよう心掛けています。高齢化や廃業などで構

成員が年々減ってきているのが課題ですが、山間

部の美しい景色に負けないようこれからも活動

を維持していきたいと思います。 

 

 

 

５ ちゅうなんみらい２１ （認定年月日 平成13年８月１日） 

 

１ 活動場所 県道財田まんのう線  

  （仲多度郡まんのう町 活動延長 2,000ｍ） 

２ 活動内容 清掃 （28年度活動回数 ３回） 

３ 構成員数 21名 

４ 自己ＰＲ   

平成１３年８月の「香川さわやかロード」の発

足以来、１６年間、道路清掃奉仕作業を行ってお

り、特に８月１０日の「道の日」も猛暑の中を頑

張っております。これからも活動を続けていきた

いと思っています。 
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６ 小池自治会健康クラブ （認定年月日 平成13年８月１日） 

 

１ 活動場所 県道丸亀三好線  

  （仲多度郡まんのう町 活動延長 1,000ｍ） 

２ 活動内容 清掃 （28年度活動回数 ６回） 

３ 構成員数 31名 

４ 自己ＰＲ  

我々の会は、年４回の定例作業と毎月1日（四

月から十二月まで）に各自が自宅前を自主的に清

掃・除草をしており大変きれいな、さわやかロー

ドになっております。 

 

 

 

７ こんぴらみらい２１ （認定年月日 平成13年８月１日） 

 

１ 活動場所 国道３７７号  

  （仲多度郡琴平町 活動延長 1,200ｍ） 

２ 活動内容 清掃 （28年度活動回数 ４回） 

３ 構成員数 ４名 

４ 自己ＰＲ  

国道３７７号の活動場所は、愛媛県からの入口

で非常に交通量も多く、県外からの金刀比羅宮へ

参拝される方もいますので、ゴミの多い道路では

印象が悪いと思います。しかし人数が少ないので

広くはできません。会員数が増えればと思ってい

ます。 

 

 

 

８ たどつみらい２１ （認定年月日 平成13年８月１日） 

 

１ 活動場所 県道善通寺多度津線  

  （仲多度郡多度津町 活動延長 2,600ｍ） 

２ 活動内容 清掃 （28年度活動回数 ３回） 

３ 構成員数 13名 

４ 自己ＰＲ  

多度津町内の建設業４社が参加し、道路清掃、

除草を行い又機動力を生かして土砂の除去も行

っています。会員の減少もあって長い距離の清掃

も行き届かない所もありますが、地域の環境美化

に貢献出来ればと思って頑張っています。 
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９ 浜風の会 （認定年月日 平成13年12月３日） 

 

１ 活動場所 県道丸亀詫間豊浜線  

  （仲多度郡多度津町 活動延長 800ｍ） 

２ 活動内容 清掃 （28年度活動回数 ４回） 

３ 構成員数 20名 

４ 自己ＰＲ  

活動をはじめて１６年、会員も高齢化し参加率

も低下気味です。運動のつもりで楽しく続けてい

ます。４年前、表彰を受け気分一新励んでいます。

毎月第三日曜日、早朝地区内の一斉清掃と併せ

て、美化運動として今後も体の続く限り、作業を

続けます。 

 

 

 

10 クリーンボランティア・善通寺 （認定年月日 平成16年４月１日） 

 

１ 活動場所 県道善通寺綾歌線  

  （善通寺市稲木町 活動延長 500ｍ） 

２ 活動内容 清掃 （28年度活動回数 ８回） 

３ 構成員数 15名 

４ 自己ＰＲ  

与北小学校の子供たちが笑顔で通行する、クリ

ーン道路です。 

道路の美しさ、清潔な環境にて市民は、心豊か

な生活をしています。 

 

 

 

11 東白方自治会 （認定年月日 平成16年４月１日） 

 

１ 活動場所 県道丸亀詫間豊浜線  

  （仲多度郡多度津町 活動延長 600ｍ） 

２ 活動内容 清掃、緑化 

（28年度活動回数 ６回） 

３ 構成員数 20名 

４ 自己ＰＲ 

雑草対策に明け暮れる毎日です。今年、黄ばな

コスモスの種を蒔きました。公園に来る人から綺

麗ですねと云われています。来年の種蒔きも楽し

みにしています。 
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12 七王工業㈱５Ｓ委員会 （認定年月日 平成21年５月15日） 

 

１ 活動場所 県道善通寺多度津線外  

  （善通寺市金蔵寺町 活動延長 900ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草 

（28年度活動回数 45回） 

３ 構成員数 15名 

４ 自己ＰＲ  

週１回、委員による県道善通寺多度津線及び西

白方善通寺線の清掃・除草をしています。活動場

所は交通量の多い道路であり、吸殻や空き缶など

のゴミが多く捨てられています。今後もこの活動

を継続し、地域の環境美化に貢献していきたいと

思います。 

 

 

 

13 尽誠学園高等学校 （認定年月日 平成26年10月22日） 

 

１ 活動場所 県道善通寺多度津線  

  （善通寺市生野町 活動延長 400ｍ） 

２ 活動内容 清掃（28年度活動回数 12回） 

３ 構成員数 726名 

４ 自己ＰＲ 

県道に沿ってタバコの吸殻やゴミ、空き缶拾い

を行い、全生徒が年1回は参加できるようにして

います。生徒たちは活動を通して地元に愛着を持

ち、地域に貢献できる充実感を感じています。ま

た近所の方から感謝の言葉をかけていただき、さ

らに活動に活気が生まれています。 

 

 

 

14 香川県立善通寺第一高等学校 （認定年月日 平成27年10月１日） 

 

１ 活動場所 県道善通寺停車場線  

  （善通寺市文京町一丁目 活動延長 120ｍ） 

２ 活動内容 清掃 （28年度活動回数 ８回） 

３ 構成員数 60名 

４ 自己ＰＲ  

普段お世話になっている通学路や地域の方々

に対する感謝の気持ちを込め、善通寺駅から学校

へ至る道路の清掃及び除草に取り組んでいます。

活動する我々はもちろんのこと、道行く人々の気

持ちにさわやかな風を届けられるようにこれか

らも頑張っていきます。 
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４ 「香川さわやかロード」参加団体募集中 

 

【目的】         県が管理する道路の環境美化と県民の道路愛護精神の高揚 

【県の支援内容】     ・除草・清掃用具、緑化資材、作業用ベスト、作業警告板等の支給 

               ・傷害保険等への加入、活動団体名表示板の設置 

【市町への支援依頼内容】 ごみ袋の支給、ごみの処理 

【活動内容】       除草、草刈、清掃、緑化 

【認定要件】            １００ｍ以上の区間を年２回以上、２年以上継続して活動 

県では、ボランティア活動参加団体を随時募集しています。 

詳しくは、管轄する県土木事務所（小豆総合事務所）、県道路課へ。 
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№ 道路愛護団体名 協力市町名 № 道路愛護団体名 協力市町名

1 NTＴ番町ビルグループ会社連合 高松市 74 木之郷町川原環境美化クラブ 観音寺市

2 牟礼町羽間自治会 高松市 75 木之郷町田井環境美化クラブ 観音寺市

3 八栗台ボランティアの会 高松市 76 吉岡美化クラブ 観音寺市

4 八栗ライオンズクラブ 高松市 77 本大、江藤環境美化クラブ 観音寺市

5 「小さな親切」運動庵治町支部 高松市 78 中田井町環境美化クラブ 観音寺市

6 川東校区生活研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡協議会くすの木 高松市 79 西原自治会合歓の会 観音寺市

7 ふる里きらめき倶楽部 高松市 80 中出長寿会 観音寺市

8 昭和会 高松市 81 田野々水源地パトロール会 観音寺市

9 平石下自治会 高松市 82 香川県立観音寺第一高等学校 観音寺市

10 釈迦堂自治会・西春日保育所 高松市 83 観音寺信用金庫 観音寺市

11 株式会社日鋼サッシュ製作所 高松市 84 前山をよくする会 さぬき市

12 玉藻三越通り振興会 高松市 85 西町東環境美化推進委員会　ひまわり さぬき市

13 ひまわりグループ 高松市 86 さわやかロードを考える十日会 さぬき市

14 株式会社ヨコイ 高松市 87 砕石をきれいにする会 さぬき市

15 ㈱パル技研 高松市 88 さざんか荘 さぬき市

16 石舟卓球会 高松市 89 香川県立志度高等学校 さぬき市

17 株式会社ファミリーマート 高松市 90 ＭＫＢ（水主環境美化）クラブ 東かがわ市

18 中村自治会 高松市 91 中山環境愛護クラブ 東かがわ市

19 西日本高速道路サービス四国㈱ 高松市 92 松崎美化ボランティア 東かがわ市

20 穴吹工科・穴吹リハボランティアサークル 高松市 93 宗心地区老人会 東かがわ市

21 にこにこ倶楽部 高松市 94 西浜さわやか道の会 東かがわ市

22 高松市赤十字奉仕団築地分団 高松市 95 株式会社スワニー　ステップアップ 東かがわ市

23 有限会社　奥村総業 高松市 96 大学通り　楓の会 三豊市

24 高松町中谷自治会ボランティア有志の会 高松市 97 Ｇ．Ｖ．Ｇ． 三豊市

25 檀紙七福会第一クラブ 高松市 98 山本町北立石自治会 三豊市

26 株式会社カナック 高松市 99 特定非営利活動法人たんぽぽハウス 三豊市

27 大町団地ボランティアの会 高松市 100 水出あすなろ会 三豊市

28 尾路自治会 高松市 101 仁尾町婦人会 三豊市

29 イオン高松店 高松市 102 片山なかよしクラブ 三豊市

30 イオン高松東店 高松市 103 長野道路愛護会 三豊市

31 高松西支部青年会 高松市 104 音田資源と環境を守る会 三豊市

32 株式会社ファミリーホーム 高松市 105 高口自治会 三豊市

33 古高松・太陽！グループ 高松市 106 一滴（ひとしずく）の会 土庄町

34 株式会社グローバルセンター屋島店 高松市 107 小豆島ヘルシーランド株式会社オリーヴの森創生組合 土庄町

35 松寿会 高松市 108 三宅建設株式会社 土庄町

36 タチバナ工業株式会社 高松市 109 西本町自治会 土庄町

37 香南町老人会　八千代会 高松市 110 豊島をきれいにする会 土庄町

38 高松市立古高松中学校 高松市 111 よつみいきいき協議会 土庄町

39 香川県立高松桜井高等学校 高松市 112 旭住吉会 土庄町

40 四国名鉄運輸株式会社 高松市 113 土庄町大部地区協議会 土庄町

41 住みたくなるまち土器 丸亀市 114 柳たんぽぽの会 土庄町

42 土居、城東明倫の会 丸亀市 115 一九六四会 小豆島町

43 丸亀みらい２１ 丸亀市 116 蒲野自治会 小豆島町

44 福田・大浦自治会 丸亀市 117 かがわほどう 小豆島町

45 小阪自治会 丸亀市 118 ニコニコ駒足・愛ロード 三木町

46 泊自治会 丸亀市 119 クリーンアップ三木 三木町

47 宮ノ浜・甲生自治会 丸亀市 120 重元石ヶ坪　むつみ会 三木町

48 笠島自治会 丸亀市 121 三木町勤労者協議会 三木町

49 アイＳ会 丸亀市 122 高原自治会 三木町

50 立石自治会 丸亀市 123 さぬき三木料金所さわやかロード 三木町

51 江の浦自治会 丸亀市 124 「えんぱちくん」と花を植えよう会 三木町

52 釜の越自治会 丸亀市 125 氷上にこにこ隊 三木町

53 甲路自治会 丸亀市 126 宇多津町立宇多津中学校 宇多津町

54 青木自治会 丸亀市 127 うたづみらい２１ 宇多津町

55 市井自治会 丸亀市 128 東分同志会 綾川町

56 茂浦自治会 丸亀市 129 枌所小野西さわやか会 綾川町

57 星槎国際高等学校香川キャンパス 丸亀市 130 綾川町安全対策協議会 綾川町

58 飯山ひまわりグループ 丸亀市 131 ひまわり会 琴平町

59 四国フーズ株式会社 丸亀市 132 こんぴらみらい２１ 琴平町

60 中北自治会 丸亀市 133 多度津地区婦人会 多度津町

61 香川県ふじみ園 丸亀市 134 西白方連合自治会 多度津町

62 香川県大手前中学・高等学校さわやか活動団 丸亀市 135 たどつみらい21 多度津町

63 坂出みらい２１ 坂出市 136 浜風の会 多度津町

64 香川県立坂出商業高等学校 坂出市 137 東白方自治会 多度津町

65 クリーンボランティア・善通寺 善通寺市 138 三井天寿会 多度津町

66 善通寺みらい２１ 善通寺市 139 勝浦桜の会 まんのう町

67 七王工業㈱５Ｓ委員会 善通寺市 140 川奥中自治会 まんのう町

68 香川県立善通寺第一高等学校 善通寺市 141 ことなみみらい２１ まんのう町

69 尽誠学園高等学校 善通寺市 142 吉井自治会 まんのう町

70 上出いきいきサロンの会 観音寺市 143 まんのうみらい２１ まんのう町

71 本大、内間環境美化クラブ（本大上自治会） 観音寺市 144 新目自治会 まんのう町

72 香川県立観音寺総合高等学校 観音寺市 145 ちゅうなんみらい２１ まんのう町

73 本庄自治会 観音寺市 146 小池自治会健康クラブ まんのう町

香川さわやかロード　道路愛護団体一覧（平成29年11月1日現在）


