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ささわわややかか通通信信  

 平成28年１月５日 VOL.8 

 

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27 年12 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２７年８月２５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 

 

 

写真右から 

○昭和会  （香川さわやかロード） 

○香川県立観音寺中央高等学校 

(香川さわやかロード) 

○二番丁地区わかば自治会・百壮会 

（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（長尾土木事務所管内）（8ページ～） 

４「香川さわやかロード」参加団体募集中（15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 

 

 

写真右から 

○宗心地区老人会   (香川さわやかロード） 

○里山クラブ【屋島】（香川さわやかロード） 

 

 

 

 

香川県道路協会会長表彰受賞団体 

 

 

写真右から 

○水出あすなろ会（香川さわやかロード） 

○西浜さわやか道の会 

（香川さわやかロード） 

○にこにこ倶楽部 

（香川さわやかロード） 
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受賞団体のうち、香川さわやかロード認定の１０団体をご紹介します。 

 

国土交通大臣表彰受賞団体 

 

 

１ 香川県立観音寺中央高等学校      （活動歴）14年（平成13年10月１日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道観音寺善通寺線  

 （観音寺市天神町 活動延長 1400ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草 

（26年度活動回数３回） 

３ 受賞コメント 

  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こめて、学校を

起点に観音寺駅までと坂本橋までのゴミ拾

いや草抜きなどを行っています。今回の受賞

を励みに、この活動を継続し盛り上げていき

ます。  

 

２ 昭和会               （活動歴）13年（平成14年１月14日から） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 活動場所 国道１９３号  

 （高松市香川町 活動延長 1000ｍ） 

２ 活動内容 清掃（26年度活動回数９回） 

３ 受賞コメント 

  この度、栄えある大臣賞をいたただき、大変

感謝しています。私達は「きれいなまち」を目

指して、月1回空港通りの清掃活動を実施して

きました。これからもこの受賞を励みに、胸を

張って地域の道路愛護･環境美化に「継続は力

なり」をモットーに取り組んで参ります。 

 

 

(公社)日本道路協会会長表彰受賞団体 

 

 

１ 木之郷町田井環境美化クラブ     （活動歴）12年（平成15年２月３日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道善通寺大野原線  

（観音寺市木之郷町 活動延長 1200ｍ） 

２ 活動内容 清掃（26年度活動回数５回） 

３ 受賞コメント 

この度は、日本道路協会会長表彰を頂き誠

に有難うございます。年5回程度の活動です

が、地区住民にも定着して来ています。 

おかげ様でゴミの量も段々と減っていま

す。今回の受賞が励みとなり益々地区の生活

道が綺麗になることを願っています。  
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２ 木之郷町川原環境美化クラブ     （活動歴）12年（平成15年２月３日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道粟井観音寺線  

（観音寺市木之郷町 活動延長 1100ｍ） 

２ 活動内容 清掃（26年度活動回数５回） 

３ 受賞コメント 

  この度は、日本道路協会会長表彰を頂き誠

に有難うございます。この清掃作業も地区住

民に定着し、参加者によるゴミの回収、回収

したゴミの分別と要領も大変良くなり、環境

整備の意識が大変向上してきた様子が感じ

られます。今回の受賞で更に意識の向上が期

待できると感じています。  

 

 

３ 里山クラブ【屋島】         （活動歴）12年（平成15年１月11日から） 

 

１ 活動場所 県道屋島公園線  

 （高松市屋島中町 活動延長 1600ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草、草刈 

（26年度活動回数３回） 

３ 受賞コメント 

  秋冬は落ち葉が多くなり、側溝が満杯で、

大変な作業ですが、今後も環境美化と心と

体の健康づくりのために活動を続けたいと

思います。有難うございました。 

 

４ 宗心地区老人会           （活動歴）9年（平成19年3月1日から） 

 １ 活動場所 県道田面入野山線  

  （東かがわ市田面  活動延長 600ｍ） 

２ 活動内容 清掃、緑化（26年度活動回数4

回） 

３ 受賞コメント 

 県庁での受賞、会員たちは皆んな感激してい

ます。庁舎も行った事もない会員もいましたの

で一緒に行きました。これからも出来るかぎり 

続けるつもりです。 
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香川県道路協会会長表彰受賞団体 

 

１ 水出あすなろ会           （活動歴）８年（平成19年７月２日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道丸亀詫間豊浜線  

 （三豊市詫間町 活動延長 1900ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草、草刈、緑化 

（26年度活動回数５回） 

３ 受賞コメント 

この度、私達の団体に対して、香川県道路

協会会長表彰をいただき、誠に感謝申し上げ

ます。これからも、環境美化に努め社会奉仕

に貢献してまいります。  

 

２ 西浜さわやか道の会         （活動歴）5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（26年度

活動回数78回） 

３ 受賞コメント 

結成以来、会員の増減を繰り返し、現在は最

も信頼できる夫婦参加の5世帯及び、単独一人

の 11 名で定着。今回、県道路協会長から表彰

も、国土交通大臣・日本道路協会長、四国ふれ

あい協議会長表彰もあり、これを契機になお一

層の環境美化へ。 

 

 

 

 

３ オリーヴの森創生組合       （活動歴）６年（平成21年４月10日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道本町小瀬土庄港線  

 （小豆郡土庄町 活動延長 500ｍ） 

２ 活動内容 緑化、清掃 

（26年度活動回数５回） 

３ 受賞コメント 

この度は私どもの団体に賞をいただき大

変嬉しく思っております。 

道路を気持ちよく使っていただきたいと

いう想いから清掃活動を始め、年に数回、道

路周りの草刈り等を行ってまいりました。今

後もこの受賞を励みに、団員一同協力して活

動してまいりたいと思っております。 

※団体名を「小豆島ヘルシーランド株式会社オリーヴの森創生組合」に変更しました。 
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４ にこにこ倶楽部           （活動歴）７年（平成20年10月１日から） 

 

 

 

 

 

 

１ 活動場所 国道１９３号  

  （高松市香川町 活動延長 900ｍ） 

２ 活動内容 清掃、緑化 

（26年度活動回数４回） 

３ 受賞コメント 

表彰いただき会員一同、大変喜んでいま

す。地域の美化運動を中心に、青少年育成の

ため、あいさつ運動を進めて参りました。 

清掃、草刈、植栽等、会員一同はりきって活

動致しております。ありがとうございまし

た。 

 

 

 

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

所管の土木事務所長から感謝状が伝達されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

穴吹工科・穴吹リハボランティア          川奥中自治会 

サークル          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ．Ｖ．Ｇ． 
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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 穴吹工科・穴吹ボランティアサークル （活動歴）７年（平成20年８月１日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

１ 活動場所  国道１９３号  

  （高松市上天神町 活動延長 550ｍ） 

２ 活動内容 清掃・除草 

（26年度活動回数４回） 

３ 受賞コメント 

本校が位置する空港通りは、朝晩の通勤

時間帯は、車、二輪、自転車等で溢れます。

特に雨の日は、押し競饅頭状態になり、誰

もが多少いらいらします。しかし緑の街路

樹、笑顔に出会うと、「今日も一日頑張ろ

う」という気持ちになれます。そんな想い

で、「いってらっしゃい」。 

 

２ 川奥中自治会            （活動歴）14年（平成13年６月11日から） 

 

１ 活動場所 県道久保谷塩江線  

  （まんのう町川東 活動延長 1500ｍ） 

２ 活動内容 清掃（26年度活動回数４回） 

３ 受賞コメント 

  今回、感謝状を頂き、自治会一同大変感  

謝しております。山間地域の過疎化に伴い、 

会員の減少高齢化（65歳以上8名）の今日、

通行者の安全安心を願い、これからも一層 

道路の美化運動に努めていきたいと思いま

す。 

３ Ｇ．Ｖ．Ｇ．            （活動歴）９年（平成18年４月５日から） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道観音寺善通寺線、県道詫間琴

平線、県道財田上高瀬線  

  （三豊市高瀬町 活動延長 2500ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草 

（26年度活動回数２回） 

３ 受賞コメント 

  この度、思いもかけない表彰をいただき大変

光栄に存じております。私達の活動は、本社を

中心に国道１１号の六松交差点から詫間琴平

線までの約2.0kmの区間の清掃活動を行ってお

ります。ゴミは、交差点付近や雑草の生えてい

るところがやはり多いですが、作業が通勤時間

帯でもあり、時々、声掛けをしてくれるのも励

みになります。今回の受賞を励みに、今後とも

永く続けて、環境美化意識の高揚に努めたいと

思っています。  
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３ 香川さわやかロード 道路愛護団体紹介（長尾土木事務所管内） 

 

 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27年12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、さぬき市、東かがわ市と三木町を管轄する長尾土木事務所管内の団体です。 

 長尾土木事務所管内の道路愛護団体は、現在２０団体あります。今回は、掲載の許可をいただ

いた19団体を認定順に紹介します。 

 

１ 前山をよくする会         （認定年月日 平成13年4月3日） 

 １ 活動場所 県道志度山川線  

  （さぬき市前山  活動延長 6000ｍ） 

２ 活動内容清掃（26年度活動回数 3回） 

３ 構成員数 450名 

４ 自己ＰＲ 四国88箇所結願の大窪寺に通じる

県道であり、年３回の清掃活動を実施している。

前山をよくする会が企画し、前山６地区住民を

始めとしてさぬき市長、お遍路司の会、114 銀

行長尾支店、市役所生活環境課、長尾土木事務

所等の協力を得て活動中。四国88箇所が、国の

文化遺産に認定されたことから、快くさわやか

に通行出来る道路環境を醸成すべく活動中。 

 

 

 

 

 

２ 西町環境美化推進委員会「ひまわり」（認定年月日 平成16年11月1日） 

 

 

 

 

（活動写真はありません） 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道津田川島線  

  （さぬき市津田町鶴羽  活動延長 500ｍ） 

２ 活動内容 清掃、緑化 

（26年度活動回数 5回） 

３ 構成員数 26名 

４ 自己ＰＲ 私達の作業場所は高松道津田トン

ネルの真上、津田川島線の景観のよい所です。

作業して一休みの時間海を見下ろしおしゃべり

のひとときホットします。花が咲いた時道行く

人が立ち寄り海を眺めている姿を見かけたとき

は綺麗にしていてよかったねと会員みんなでい

っています。 
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３ さわやかロードを考える十日会   （認定年月日 平成20年8月1日） 

 １ 活動場所 県道大串志度線  

  （さぬき市鴨庄  活動延長 1000ｍ） 

２ 活動内容 清掃（26年度活動回数 4回） 

３ 構成員数 19名 

４ 自己ＰＲ 団員の高齢化により出る人が減る

傾向があるので新しく若い人に加入してもらう

様に努力しています。奉仕活動は年２回とし常

に気付いたこと、人数にかかわらず行うようし

ようと思います。内容は清掃、草刈、植帯の手

入れ。 

 

 

 

 

４ サンフラワー           （認定年月日 平成21年5月1日） 

 １ 活動場所 県道三木寒川線  

  （さぬき市長尾名  活動延長 240ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草 

（26年度活動回数 3回） 

３ 構成員数 19名 

４ 自己ＰＲ 亀鶴公園(東讃きっての桜の名所)

と宇佐神社の駐車場があります南側の道路と路

肩部分を清掃・除草しています。自分たちの住

んでいる町を美しく、来客者が気持ちよく通れ

るようにイベントの多い月に活動しています。

高齢化しているので怪我に気をつけているこの

頃です。 

 

 

 

５ さざんか荘            （認定年月日 平成25年6月3日） 

 １ 活動場所 県道高松長尾大内線  

  （さぬき市大川町田面  活動延長 800ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草、草刈 

（26年度活動回数 4回） 

３ 構成員数 29名 

４ 自己ＰＲ 私たちは、施設周辺の清掃作業を

利用者の方と行っておりましたが、もっと地域

に貢献できる事は無いかと言う利用者の声もあ

り、さわやかロードに登録し活動を行っており

ます。これからも地域の一員として、積極的に

活動を行っていきます。 
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６ ＭＫＢクラブ（水主環境美化クラブ）（認定年月日 平成13年4月3日） 

 １ 活動場所 県道田面入野山線  

  （東かがわ市水主  活動延長 4800ｍ） 

２ 活動内容 清掃（26年度活動回数 7回） 

３ 構成員数 8名 

４ 自己ＰＲ 平成 9 年発足以来、県道田面入野

山線、及び大内ダム公園周辺の清掃活動を行い

18年になります。年々不法投棄も減少してきて

いますが、まだ心ない人たちの不法投棄は止ま

ず、今後共この活動を根気良く継続的に続けて

県道沿線の美化に努めたいと思っています。 

 

 

 

７ 中山環境愛護クラブ        （認定年月日 平成13年7月2日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道高松長尾大内線  

  （東かがわ市中山  活動延長 1000ｍ） 

２ 活動内容 清掃（26年度活動回数 4回） 

３ 構成員数 20名 

４ 自己ＰＲ 平成１３年の活動開始時の 2 車線

から 4 車線に改良され、会員も若手が入り中央

分離帯の清掃を依頼しています。活動後の交流

を楽しみにしている会員も多く流れ解散となっ

ています。大型ゴミ、煙草の吸殻が減り、ペッ

トボトルや空き缶が増えているこの頃です。 

 

 

 

 

８ 松崎美化ボランティア        （認定年月日 平成13年12月3日） 

 １ 活動場所 県道中村落合線  

  （東かがわ市松崎  活動延長 1,200ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草、草刈 

（26年度活動回数 4回） 

３ 構成員数 9名 

４ 自己ＰＲ １４年と長く行っておりますと、

会員の高齢化により半減しておりますが、皆、

清掃に汗を流した後の、お茶の時間を楽しんで

おります。最近では粗大ゴミは、なくなりつつ

ありますが、ポイ捨てはなくなりません。今後

も、ゴミの無い地域を目指して、頑張って参り

ます。 
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９ 恵愛福祉事業団 まつばら児童館  （認定年月日 平成18年3月1日） 

 １ 活動場所 県道津田引田線  

  （東かがわ市松原  活動延長 530ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草 

（26年度活動回数 4回） 

３ 構成員数 84名 

４ 自己ＰＲ 私たちは児童館活動の一つとして

子どもたちや保護者の方と協力して取り組んで

います。経験を重ねるごとに清掃用具の使い方

が上達したり「きれいになった。」「楽しかった。」

等の声が上がったり、心身ともにさわやか
、、、、

を味

わっています。健全育成にも繋がる活動です。 

 

 

 

 

１０ 宗心地区老人会         （認定年月日 平成19年3月1日） 

 １ 活動場所 県道田面入野山線  

  （東かがわ市入野山  活動延長 600ｍ） 

２ 活動内容 清掃、緑化 

（26年度活動回数 4回） 

３ 構成員数 10名 

４ 自己ＰＲ 私たちが清掃している場所は峠に

位置しているため通行人の休けい場所として良

い所になります。自然に合ったいこいの場とし

て、春は桜、秋はもみじと通行する人たちが気

持ちがやわらぐ場所になればと思っています。 

 

 

 

 

１１ 西浜さわやか道の会       （認定年月日 平成22年10月1日） 

 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 

（26年度活動回数 78回） 

３ 構成員数 11名 

４ 自己ＰＲ 県道 122 号線へツツジや年 2 回の

四季折々に咲く草花、北川に隣接の三本松公園

へ涅槃桜と吉野桜、その東側の県遊休地を耕し、

会員・市民・フローリスト池田から寄贈の紫陽

花・松・紅葉などを植え、これを一体化し除草・

清掃・水取りなど環境美化へ。 
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１２ 株式会社スワニー ステップアップ（認定年月日 平成25年3月1日） 

 １ 活動場所 県道津田引田線  

  （東かがわ市松原  活動延長 100ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草、草刈 

（26年度活動回数 3回） 

３ 構成員数 10名 

４ 自己ＰＲ 私たちメンバーは、本町小学校西

側の県道を、清掃、草刈、除草活動を行ってい

ます。以前は、社内の5S活動のチームで行って

いましたが、チーム編成が変わった為に、別途、

社内でボランティアを募り、継続して活動を行

っております。日頃、ご利用頂く方々に、気持

ち良い一日を過ごして頂く為にも活動を継続し

て行きたいと思っています。 

 

 

 

１３ ニコニコ駒足・愛ロード     （認定年月日 平成13年7月2日） 

 １ 活動場所 県道三木津田線  

  （三木町下高岡  活動延長 500ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草 

（26年度活動回数 2回） 

３ 構成員数 12名 

４ 自己ＰＲ 私たちは、道路を中心とした地域

環境の向上と美化を図ることを目的として活動

しています。今年で活動をはじめて14年目にな

りました。今後も、このボランティア活動を通

し、地域の人たちと交流を深めながら、「美しい

町づくり」を目指し、活動を続けていきます。 

 

 

 

１４ クリーンアップ三木       （認定年月日 平成13年7月2日） 

 １ 活動場所 県道高松長尾大内線  

  （三木町上高岡  活動延長 550ｍ） 

２ 活動内容 清掃、緑化 

（26年度活動回数 3回） 

３ 構成員数 10名 

４ 自己ＰＲ 平成１３年に認可を受け、毎年定

期的に年３～４回、県道高松長尾大内線の区間

において、両側歩道部の空き缶、ゴミ拾い、除

草を行い道路の環境美化と道路愛護精神の高揚

を図っています。 
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１５ 重元石ヶ坪 むつみ会      （認定年月日 平成18年2月1日） 

 １ 活動場所 県道小蓑前田東線  

  （三木町氷上  活動延長 1,100ｍ） 

２ 活動内容 清掃、草刈 

（26年度活動回数 3回） 

３ 構成員数 25名 

４ 自己ＰＲ 地元青年会である私たちが、さわ

やかロードの活動を始めて10年が経ちました。

活動当初は、ごみの量も多かったのですが、回

数を重ねるごとに量が減ってきました。これは、

道路を利用する人たちのモラルが向上してきて

いることはもちろん、私たちの活動の成果でも

あると自負しております。これからも、気持ち

よく道路を利用してもらうため活動を続けてい

きたいと思います。 

 

 

 

１６ 三木町勤労者協議会       （認定年月日 平成18年12月1日） 

 １ 活動場所 県道三木綾川線  

  （三木町池戸  活動延長 500ｍ） 

２ 活動内容 清掃、草刈、除草 

（26年度活動回数 3回） 

３ 構成員数 14名 

４ 自己ＰＲ 三木町勤労者協議会は、町内に住

む労働組合の組合員や OB が集まり、「会員相互

の親睦と交流」「住みよい町づくり」を目的に結

成された組織です。「みき山荘」の草刈や彼岸花

の植付・管理など、助け合いの活動に取り組ん

でいます。 

 

 

 

１７ 高原自治会           （認定年月日 平成21年10月1日） 

 １ 活動場所 県道三木綾川線  

  （三木町田中  活動延長 100ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草、草刈、緑化 

（26年度活動回数 3回） 

３ 構成員数 27名 

４ 自己ＰＲ 本活動は、9年前に設立した「田中

中央資源保全組合」の取り組みを補強すべく開

始したものであり、地域の環境は自分達が守る

として継続しています。県道路肩に菜の花が咲

き乱れる景観が通行者の心を和ませれば幸いと

思っています。 
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１８ さぬき三木料金所さわやかロード （認定年月日 平成23年7月1日） 

 １ 活動場所 県道三木牟礼線  

  （三木町井上  活動延長 500ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草、草刈 

（26年度活動回数 24回） 

３ 構成員数 10名 

４ 自己ＰＲ 道路事業に携わっている者とし

て、道路清掃は意義のあるものであり、特にゴ

ミなどの散乱は醜い状況であるとともに、綺麗

にすることが帰ってゴミを捨てにくくなりま

す。地域の人からも温かい目で見て頂き、やり

がいを感じています。 

 

 

 

 

１９ 「えんぱちくん」と花を植えよう会（認定年月日 平成26年5月1日） 

 １ 活動場所 県道三木綾川線  

  （三木町田中  活動延長 100ｍ） 

２ 活動内容 清掃、除草、草刈、緑化 

（26年度活動回数 4回） 

３ 構成員数 24名 

４ 自己ＰＲ 地元企業と自治会が協力して地域

の景観を改善しようと始めた活動です。周辺の

農地にコスモスを植えつける活動を行なってき

た経験もあり、一体的に取り組んでいます。 
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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ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ四国事業部＆NTTフィールドテクノ香川営業所 高松市 74 香川県立観音寺中央高校 観音寺市

2 牟礼町羽間自治会 高松市 75 本庄自治会 観音寺市

3 八栗台ボランティアの会 高松市 76 木之郷町川原環境美化クラブ 観音寺市

4 八栗ライオンズクラブ 高松市 77 木之郷町田井環境美化クラブ 観音寺市

5 「小さな親切」運動庵治町支部 高松市 78 吉岡美化クラブ 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 本大、江藤環境美化クラブ 観音寺市

7 ふる里きらめき倶楽部 高松市 80 中田井町環境美化クラブ 観音寺市

8 昭和会 高松市 81 西原自治会合歓の会 観音寺市

9 平石下自治会 高松市 82 中出長寿会 観音寺市

10 釈迦堂自治会・西春日保育所 高松市 83 田野々水源地パトロール会 観音寺市

11 里山クラブ【屋島】 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 菅沢さわやかロード 高松市 87 サンフラワー さぬき市

15 横井鋼業株式会社 高松市 88 砕石をきれいにする会 さぬき市

16 ㈱パル技研 高松市 89 さざんか荘 さぬき市

17 石舟卓球会 高松市 90 ＭＫＢ（水主環境美化）クラブ 東かがわ市

18 株式会社ファミリーマート 高松市 91 中山環境愛護クラブ 東かがわ市

19 中村自治会 高松市 92 松崎美化ボランティア 東かがわ市

20 西日本高速道路サービス四国㈱ 高松市 93 恵愛福祉事業団　まつばら児童館 東かがわ市

21 穴吹工科・穴吹リハボランティアサークル 高松市 94 宗心地区老人会 東かがわ市

22 にこにこ倶楽部 高松市 95 西浜さわやか道の会 東かがわ市

23 高松市赤十字奉仕団築地分団 高松市 96 株式会社スワニー　ステップアップ 東かがわ市

24 有限会社　奥村総業 高松市 97 大学通り　楓の会 三豊市

25 高松町中谷自治会ボランティア有志の会 高松市 98 Ｇ．Ｖ．Ｇ． 三豊市

26 檀紙七福会第一クラブ 高松市 99 山本町北立石自治会 三豊市

27 株式会社COCOLO　TOKIO 高松市 100 特定非営利活動法人たんぽぽハウス 三豊市

28 株式会社カナック 高松市 101 水出あすなろ会 三豊市

29 大町団地ボランティアの会 高松市 102 仁尾町婦人会 三豊市

30 尾路自治会 高松市 103 片山なかよしクラブ 三豊市

31 イオン高松店 高松市 104 長野道路愛護会 三豊市

32 イオン高松東店 高松市 105 音田資源と環境を守る会 三豊市

33 高松西支部青年会 高松市 106 高口自治会 三豊市

34 株式会社ファミリーホーム 高松市 107 一滴（ひとしずく）の会 土庄町

35 古高松・太陽！グループ 高松市 108 オリーヴの森創生組合 土庄町

36 株式会社グローバルセンター屋島店 高松市 109 三宅建設株式会社 土庄町

37 松寿会 高松市 110 西本町自治会 土庄町

38 タチバナ工業株式会社 高松市 111 豊島をきれいにする会 土庄町

39 香南町老人会　八千代会 高松市 112 よつみいきいき協議会 土庄町

40 高松市立古高松中学校 高松市 113 旭住吉会 土庄町

41 香川県立高松桜井高等学校 高松市 114 土庄町大部地区協議会 土庄町

42 住みたくなるまち土器 丸亀市 115 柳たんぽぽの会 土庄町

43 土居、城東明倫の会 丸亀市 116 一九六四会 小豆島町

44 丸亀みらい２１ 丸亀市 117 蒲野自治会 小豆島町

45 福田・大浦自治会 丸亀市 118 かがわほどう 小豆島町

46 小阪自治会 丸亀市 119 ニコニコ駒足・愛ロード 三木町

47 泊自治会 丸亀市 120 クリーンアップ三木 三木町

48 宮ノ浜・甲生自治会 丸亀市 121 重元石ヶ坪　むつみ会 三木町

49 笠島・山根・屋釜自治会 丸亀市 122 三木町勤労者協議会 三木町

50 アイＳ会 丸亀市 123 高原自治会 三木町

51 立石自治会 丸亀市 124 さぬき三木料金所さわやかロード 三木町

52 江の浦自治会 丸亀市 125 「えんぱちくん」と花を植えよう会 三木町

53 釜の越自治会 丸亀市 126 宇多津町立宇多津中学校 宇多津町

54 甲路自治会 丸亀市 127 うたづはなみずきの会 宇多津町

55 青木自治会 丸亀市 128 うたづみらい２１ 宇多津町

56 市井自治会 丸亀市 129 東分同志会 綾川町

57 茂浦自治会 丸亀市 130 枌所小野西さわやか会 綾川町

58 星槎国際高等学校香川キャンパス 丸亀市 131 綾川町安全対策協議会 綾川町

59 飯山ひまわりグループ 丸亀市 132 ひまわり会 琴平町

60 四国フーズ株式会社 丸亀市 133 こんぴらみらい２１ 琴平町

61 中北自治会 丸亀市 134 多度津地区婦人会 多度津町

62 香川県ふじみ園 丸亀市 135 西白方連合自治会 多度津町

63 香川県大手前中学・高等学校さわやか活動団 丸亀市 136 たどつみらい21 多度津町

64 坂出みらい２１ 坂出市 137 浜風の会 多度津町

65 香川県立坂出商業高等学校 坂出市 138 東白方自治会 多度津町

66 クリーンボランティア・善通寺 善通寺市 139 勝浦桜の会 まんのう町

67 善通寺みらい２１ 善通寺市 140 川奥中自治会 まんのう町

68 七王工業㈱５Ｓ委員会 善通寺市 141 ことなみみらい２１ まんのう町

69 香川県立善通寺第一高等学校 善通寺市 142 吉井自治会 まんのう町

70 尽誠学園高等学校 善通寺市 143 まんのうみらい２１ まんのう町

71 上出いきいきサロンの会 観音寺市 144 新目自治会 まんのう町

72 本大、内間環境美化クラブ（本大上自治会） 観音寺市 145 ちゅうなんみらい２１ まんのう町

73 粟井あじさいさわやか会 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27年12月1日現在）


