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編集・発行 香川県土木部道路課（総務・管理グループ） 

           760-0086 高松市番町四丁目１番10号 

ＴEL 087-832-3531（直通） 

「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.jp/douro//home/sawayaka/sawayaka_hp.htm 

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

                            １３８団体  (平成22 年10 月15 日現在) 
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１ 「さわやか通信」発行によせて 

 日頃「香川さわやかロード」の推進に、格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 県では、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」の活動内容を多くの県民

の方々に知っていただくとともに、道路愛護団体相互の交流を促進し、活動の活性化を図るため、

「さわやか通信」を発行することとしました。 

今後、年２回程度発行したいと考えております。ご意見、ご質問や掲載希望情報があれば、お

知らせください。 

 

２ 「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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３ 国土交通大臣表彰、日本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、社団法人日本道路協会会長から表彰されました。 

県内では、８月16日、次の６団体に香川県土木部長から表彰状等が伝達されました。 

 

 

 

 

 

        伝達式 集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 受賞団体のうち、香川さわやかロード認定の５団体をご紹介します。 

 

国土交通大臣表彰受賞団体 

 

１ 松崎美化ボランティア         （活動歴）８年（平成13年12月３日から） 

 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

（活動場所）県道中村落合線 東かがわ市松崎1,200m 

（活動内容）清掃・除草・草刈 年４回 

（受賞コメント） 

この度は、大臣表彰を頂き、会員一同一層

の励ましとなっております。発足当時より、

会員数も減っておりますが、これを機に地域

の理解を頂き会員の増加を望むと共に、内容

も効率化、仕事の分担、時間短縮等を考えな

がら、地区内の道路美化に務めます。 

 

２ ふる里きらめき倶楽部         （活動歴）９年（平成13年４月３日から）  

 

 

 

（活動場所）県道三木綾川線 高松市香南町 2,000m 

（活動内容）清掃・除草  年４回 

（受賞コメント） 

この度、名誉ある国土交通大臣感謝状をいただ

きました。今後も、会員一同がんばってまいり

ます。 

活動とは別に、毎月第１月曜の夜に集まり、

次回の清掃などについての意見や会員の健康な

どを話し合っています。また、毎年、忘年会を

行い、親睦を深めています。 

 

写真右から 

国土交通大臣表彰受賞団体 

○中間町竹薮自治会  （たかまつマイロード） 

○ふる里きらめき倶楽部（香川さわやかロード） 

○松崎美化ボランティア（香川さわやかロード） 

社団法人日本道路協会会長表彰受賞団体 

○エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱四国支店㈱ 

NTT西日本四国香川事業部（香川さわやかロード） 

○昭和会       （香川さわやかロード） 

○重元石ヶ坪むつみ会 （香川さわやかロード） 
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社団法人 日本道路協会会長表彰受賞団体 

 

１ エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱四国支店、㈱NTT西日本四国香川事業部 

（活動歴）９年（平成13年４月３日から） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

 

（活動場所）県道高松香川線 高松市上之町 550m 

（活動内容）清掃・除草  年６回 

（受賞コメント） 

この度、「道路ふれあい月間」にちなみ、日

本道路協会より表彰を受けましたことは、企

業並びに関係社員にとって光栄です。 

我が社の事業は、道路と深い係わりがあり、

今後も道路事業、地域の貢献を音頭に継続し

てまいります。 

 

２ 昭和会                （活動歴）８年（平成14年１月４日から）  

 

 

 

 

 

 

（活動場所）国道１９３号 高松市香川町 1,000m 

（活動内容）清掃     年１２回 

（受賞コメント） 

「さわやかロード」として、今行っている 

清掃は、高松空港が開港して間もない平成２ 

年５月から毎月の定例行事として実施して

きました。今では行事というより生活の一部 

として自然に行っています。 

 今後も地域の親睦交流の場として続けて

まいります。 

                

３ 重元石ヶ坪むつみ会          （活動歴）４年（平成18年２月１日から） 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（活動場所）県道小蓑前田東線 三木町氷上1,100m 

（活動内容）清掃・除草  年４回 

（受賞コメント） 

集落の青壮年部として、昭和52年に設立

し、親睦等を中心に行ってきましたが、地

域に少しでも役に立てばと平成18年認定さ

れ活動を行っており会員の参加もよく意識

も高まっています。該当地域内はゴミ１つ

無い清潔な地区にしていきたいです。 
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４ 意見交換会で出された意見と回答 

 本年３月、道路愛護団体と県、市町との意見交換会を開催しました。 

区 分（場所） 日 時 参加団体数 

小豆総合事務所（所内会議室） 平成22年3月 9日（火）14:00～15:30 ６団体 

高松土木事務所（同上） 平成22年3月10日（水）14:00～16:00 １５団体 

長尾土木事務所（同上） 平成22年3月11日（木）14:00～16:00 １２団体 

西讃土木事務所（同上） 平成22年3月12日（金）14:00～15:20 ７団体 

中讃土木事務所（同上） 平成22年3月19日（金）14:00～15:20 １３団体 

 この意見交換会では、県から、「草刈活動・緑化活動団体数の増加に向けた取組方針」、「活動中

の安全確保に向けた依頼事項」、「道路使用許可手続」を説明しました。 

 その後、各道路愛護団体から、日頃の活動で困っていること、制度の見直しに関する意見など

の発言がありました。 

 団体の皆さんからいただいた意見と、意見に対する考え方をまとめましたので、参考にしてく

ださい。今後も、３月に意見交換会を開催しますので、ぜひご参加ください。 

 

本年３月開催の意見交換会においていただいた主な意見と回答 

意見交換会においていただいた主な意見 意見に対する回答 

側溝の土の処理に困る。 

 

各土木事務所の道路課へご連絡ください。 

県が草刈委託する範囲は、路肩から数十セン

チ（～１メートル）程度であるが、この幅を

法面下部まで拡大してもらいたい。 

 

予算上の制約から困難と考えられます。 

 

除草剤を支給してもらい、除草のために使い

たい。 

環境への影響が懸念されるため、県では除草剤

は使用しておらず、ご理解ください。 

 

必要な用具や飲物も購入できるよう、「現物

支給」から「助成金」に変えてもらいたい。 

「助成金」に変えると領収書や現金を管理し

なければならず、「現物支給」のままで良い。 

平成 21 年度の制度見直しに当たり、現物支給

から金銭支給に変更することを検討しましたが、

金銭支給とした場合は、作業完了の確認方法など

種々課題があり困難でした。 

 今後も、他県の状況等を参考にしながら、検討

を続けてまいります。 

 

飲物を支給してもらいたい。 

 

 

 

 平成 18 年度までのような飲物の現物支給は、

数量の変更が生じた場合の対応、数量実績の確認

方法、道路以外での清掃活動への波及など、種々

課題があり困難です。 
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道路使用許可を得るには、時間と手間がかか

る。 

 

 道路交通法に基づく手続であり、警察署との協

議の結果、許可申請が必要とされた場合はよろし

くお願いします。 

 

エンジンポンプ等を貸し出してもらいたい

（水遣りができ、歩道の植栽が枯れずに済

む）。 

 備品管理が必要となるエンジンポンプを県が

購入し、道路愛護団体に貸し出すことは考えてい

ません。歩道の植栽は、適宜、植栽管理業者に委

託して給水しています。 

 

意見交換会は、夜間か休日に開催してもらい

たい。 

（平日昼間は勤務があり、参加できない）。 

夜間、休日の開催を希望する方が多い場合は検

討しますので、各土木事務所管理担当課へお申出

ください。 

 

 

 

 

５ 緑化作業講習会初の開催 

 

 道路の緑化に関心のある方が、香川さわやかロードの活動に参加いただく契機とするため、ま

た、道路愛護団体として活動されている方々が緑化知識や技術を向上させ、長く活動を続けてい

ただくため、「緑化作業講習会」を初めて開催しました。 

日時・場所 内 容 参加者 

平成22年３月23日(火) 

10:00～12:15 

 

県庁内会議室 

【講演・質疑】１時間40分 

講師  井上 修 氏 

 ・道路余幅地の緑化に適した草花 

 ・花を咲かせるための栽培方法など 

【個別相談】 ２団体 30分 

９団体24名 

 

道路課、土木事務所職員

を含め合計30名 

  

 講習会では、道路余幅地の緑化に適した草花や、花を咲かせるための栽培方法などについて、 

講師の井上修氏から、配布資料を基にわかりやすい解説があり、参加者の理解が進んだものと考

えています。今後も、継続して開催することとしており、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

講習会風景 １ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

講習会風景 ２ 
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６ 「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22年10月 15日現在、１３８

団体となっています。この道路愛護団体の活動について、順次ご紹介します。 

 今回は、東かがわ市、さぬき市及び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、このうち掲載に了解いただいた 

１７団体を認定順に紹介します。（６～１１ページ） 

 

１ 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） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道田面入野山線  

  （東かがわ市水主  活動延長 4,800ｍ） 

２ 活動内容 清掃（21年度活動回数 ７回） 

３ 構成員数 8名 

４ 自己ＰＲ 平成９年に有志８名で発足し、地

域環境美化活動を行い13年が経過する。私共は

隔月第４日曜日を清掃の日として、県道田面入

野山線の清掃活動を行っています。県道利用の

皆さんが気持ち良く通行出来る事を願って、今

後とも清掃活動を推進してまいります。 

 

 

２ さぬき市立小田小学校        （認定年月日 平成13年４月３日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道志度小田津田線、大串鴨部線 

  （さぬき市小田  活動延長 6,450ｍ） 

２ 活動内容 清掃（21年度活動回数 ４回） 

３ 構成員数 70名 

４ 自己ＰＲ 一年生をむかえる会や興津わくわ

く大作戦などでクリーン作戦を行っています。

看板を立ててごみを捨てないように呼びかけて

います。そのおかげで、ごみは毎年へっていま

すが、まだ、あるのでこれからも清掃活動を続

けてごみをへらしていきたいです。   

 

 

３ 前山をよくする会          （認定年月日 平成13年４月３日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道志度山川線 

  （さぬき市前山  活動延長 6,000ｍ） 

２ 活動内容 清掃（21年度活動回数 ４回） 

３ 構成員数 420名 

４ 自己ＰＲ 前山地区自治会員全員が加入して

いる会です。昭和54年発足以来毎年県道沿いの

清掃を続けています。歴史のある遍路道でもあ

り、又貴重な飲料水である前山ダムもあり、私

達は自分の為と思い出来るだけ続けていきま

す。四国は一つ日本一美しい島を目指して！ 
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４ クリーンアップ三木         （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 

  （三木町氷上  活動延長 1,300ｍ） 

２ 活動内容 清掃･除草（21年度活動回数 ４回） 

３ 構成員数 13名 

４ 自己ＰＲ 私達は企業でこの活動を行ってお

り、平成13年に認定を受けてから今年で10年

目になり、2 度表彰を頂きました。定期的かつ

継続的に活動することで、社員たちにも自分達

が暮らす地域への愛着や誇りが増してきていま

す。これからも年４回以上目標に活動します。 

 

 

５ 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 1,000ｍ） 

２ 活動内容 清掃･草刈（21年度活動回数 １回） 

３ 構成員数 11名 

４ 自己ＰＲ 私達自治会メンバーで９年間道路

を美しく又気持ちよく利用してもらえればと思

い清掃活動してまいりました。今年からは子供

達の通学路である歩道を歩きやすくする為に草

刈も始めました。これからもみんなで力を合わ

せ活動してまいりたいと思っております。 

 

 

６ ニコニコ駒足・愛ロード       （認定年月日 平成13年７月2日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

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（21年度活動回数 ２回） 

３ 構成員数 15名 

４ 自己ＰＲ 私達は、地域環境や道路愛護精神

の向上を目的として活動しています。今年で活

動を始めて９年目になりました。今後も地域の

人と交流を深めながら「美しい町づくり」を目

指して活動を続けて行きたいと思います。  
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７ 香川県農協東讃支部小海支店女性部さわやかロード（認定年月日 平成14年６月３日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道白鳥引田線 

  （東かがわ市小海  活動延長 800ｍ） 

２ 活動内容 清掃･緑化（21年度活動回数 23回） 

３ 構成員数 9名 

４ 自己ＰＲ 高松自動車道引田ＩＣ入口の花壇

の緑化を中心に活動しており、年間切れ目なく

花を咲かそうと全員で頑張っています。近年は

天気が偏り、７・８月は晴天が続くので水やり

が大変ですが、道路を利用する人々の喜ぶ声に

癒されています。 

 

 

８ 西町東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 

 

 

 

 

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（21年度活動回数 2回） 

３ 構成員数 26名 

４ 自己ＰＲ ごみ捨て場にならない様少しでも

道路をきれいにしょうと思い活動を始めて６年

になります。最近では会員が高齢化し作業も大

変ですが、自治会メンバーで頑張っています。

３ヶ月に一度汗を流して作業の後お茶を飲みな

がらこの場所からの眺めは最高のものです。 

 

 

９ 重元石ヶ坪 むつみ会        （認定年月日 平成18年２月１日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

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･除草（21年度活動回数 4回） 

３ 構成員数 30名 

４ 自己ＰＲ 集落の青壮年部として、昭和52年

に設立し、親睦等を中心に行ってきましたが、

地域に少しでも役に立てばと平成 18 年認定さ

れ年４回程度清掃等を行っています。会員の参

加もよく意識も高まっていますが心ない人達の

不法投棄は慎んで欲しいものです。 
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１０ 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） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

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（21年度活動回数 6回） 

３ 構成員数 118名 

４ 自己ＰＲ まつばら児童館では幼稚園年中か

ら小学校の利用児と保護者の方と一緒に年６回

清掃しています。道路の端にたまった砂を集め

て一輪車にのせて「重たいなぁ。」といい、よろ

けながら運びます。これからも気持ちのよい道

になるようがんばっていきます。 

 

 

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

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道三木綾川線 

  （三木町氷上  活動延長 500ｍ） 

２ 活動内容 清掃･草刈（21年度活動回数 4回） 

３ 構成員数 14名 

４ 自己ＰＲ 三木町勤労者協議会は、町内に在

住する労働組合の現職活動家やＯＢが集まる組

織です。何か地域の中で活動しようと、４年前

より「さわやかロード」や「三木山荘」での美

化運動に取り組んでいます。平均年齢が上がっ

てきており、若い活動家の育成が課題です。 

 

 

１２ 宗心地区老人会          （認定年月日 平成19年３月１日） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

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（21年度活動回数 4回） 

３ 構成員数 10名 

４ 自己ＰＲ 私たちの住む所は山間地でわずか

十数戸の小さな集落です。県道の改良工事があ

り空き地ができました。そこへ空き缶またごみ

などの不法投棄があり困惑していました。そこ

へ花などを植えることで地域の美化また不法投

棄防止につながり地域内で喜んでいます。 
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１３ 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） 

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

１ 活動場所 県道大串志度線 

  （さぬき市鴨庄  活動延長 500ｍ） 

２ 活動内容 清掃・緑化（21年度活動回数 4回） 

３ 構成員数 22名 

４ 自己ＰＲ 十日会は戦後間もなくから青年団

活動をしていた地域の会で２２名時々集まり今

に続いています。県道大串志度線の局部改修で

出来た植栽帯が荒れていたので植樹して美しく

通ってもらうため３年前より年３・４回手入れ

と清掃をしています。 

 

 

１４ 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（21年度活動回数 3回） 

３ 構成員数 16名 

４ 自己ＰＲ 私たちが住んでいる地域が安心安

全で美しいとこであったらいいなぁと思い、イ

ベントが多く開かれ人や車がよく通る道の除草

清掃に頑張っています。その他、ことでん長尾

駅前の除草清掃・自転車の整理整頓・花壇の手

入れも月一回実施し10年になります。 

 

 

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

 

 

 

 

活動写真 

 

 

 

 

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（21 年度活動回数 3 回） 

３ 構成員数 6名 

４ 自己ＰＲ 私達の地域では、４年前より「農

地・水・環境保全向上対策事業」に取り組んで

きており、地域での協同活動が盛んになってく

る中で道路の美化をやろうということになりま

した。始めたばかりですが、継続を目標とし頑

張りたいと考えています。 
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１６ グリーントピア大川        （認定年月日 平成22年4月1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 300ｍ） 

２ 活動内容 清掃・除草・草刈・緑化 

３ 構成員数 35名 

４ 自己ＰＲ グリーントピア大川は、「花いっぱ

い運動」を展開していますが、新たな活動とし

て「さわやかロード」に取り組んでいます。今

年は水やりが大変ですが、花植えにも工夫を凝

らし会員全員で通行する人々のオアシスとなる

ように頑張っています。 

 

 

１７ 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 

３ 構成員数 15名 

４ 自己ＰＲ 私たちが居住する身近な道路の環

境改善や、景観保持へ向け積極的に取り組む、

これが新しく発足した会の主題です。この運動

から地域住民はもとより、通行の人々が四季

折々の花と緑を楽しまれ、道路を大切にすべき

心を育み、環境美化へつなぎたいと考えます。 
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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支店 高松市 72 さぬき市立小田小学校 さぬき市
2 平石下自治会 高松市 73 前山をよくする会 さぬき市
3 釈迦堂自治会・西春日保育所 高松市 74 西町東環境美化推進委員会　ひまわり さぬき市
4 里山クラブ【屋島】 高松市 75 さわやかロードを考える十日会 さぬき市
5 玉藻三越通り振興会 高松市 76 サンフラワー さぬき市
6 ひまわりグループ 高松市 77 グリーントピア大川 さぬき市
7 さわやかグループ 高松市 78 砕石をきれいにする会 さぬき市

8 菅沢さわやかロード 高松市 79 ＭＫＢ（水主環境美化）クラブ 東かがわ市
9 丸高建設株式会社 高松市 80 中山環境愛護クラブ 東かがわ市

10 横井鋼業株式会社 高松市 81 おおち夢街道を美しくする会 東かがわ市
11 ㈱ファミリーマート四国ディストリクト 高松市 82 松崎美化ボランティア 東かがわ市
12 西日本高速道路サービス四国㈱ 高松市 83 県農協東讃支部小海支店女性部さわやかロード 東かがわ市
13 穴吹工科・穴吹リハボランティアサークル 高松市 84 恵愛福祉事業団　まつばら児童館 東かがわ市
14 牟礼町羽間自治会 高松市 85 宗心地区老人会 東かがわ市
15 八栗台ボランティアの会 高松市 86 西浜さわやか道の会 東かがわ市

16 八栗ライオンズクラブ 高松市 87 大学通り　楓の会 三豊市
17 中村自治会 高松市 88 Ｇ．Ｖ．Ｇ 三豊市
18 「小さな親切」運動庵治町支部 高松市 89 山本町北立石自治会 三豊市
19 川東校区生活研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ連絡協議会 高松市 90 特定非営利活動法人たんぽぽハウス 三豊市
20 小さな親切運動 川東サークル 高松市 91 水出あすなろ会 三豊市
21 昭和会 高松市 92 仁尾町婦人会 三豊市
22 ふる里きらめき倶楽部 高松市 93 片山なかよしクラブ 三豊市
23 石舟卓球会 高松市 94 長野道路愛護会 三豊市
24 ｸﾘｰﾝ会本村 高松市 95 中元自治会 三豊市
25 高松市赤十字奉仕団築地分団 高松市 96 大和ハウスグループ四国 三豊市
26 有限会社　奥村総業 高松市 97 音田資源と環境を守る会 三豊市

27 高松町中谷自治会　ゴルフ同好会 高松市 98 一滴（ひとしずく）の会 土庄町
28 檀紙七福会第一クラブ 高松市 99 ビューティフル愛ランド 土庄町
29 COCOLO　TOKIO 高松市 100 オリーブの森創生組合 土庄町

30 住みたくなるまち土器 丸亀市 101 三宅建設株式会社 土庄町
31 土居、城東明倫の会 丸亀市 102 西本町自治会 土庄町
32 丸亀みらい２１ 丸亀市 103 豊島をきれいにする会 土庄町
33 福田・大浦自治会 丸亀市 104 よつみいきいき協議会 土庄町
34 小阪自治会 丸亀市 105 旭住吉会 土庄町
35 泊自治会 丸亀市 106 土庄町大部地区協議会 土庄町

36 宮ノ浜・甲生自治会 丸亀市 107 一九六四会 小豆島町
37 笠島・山根・屋釜自治会 丸亀市 108 蒲野自治会 小豆島町

38 アイＳ会 丸亀市 109 ニコニコ駒足・愛ロード 三木町
39 立石自治会 丸亀市 110 クリーンアップ三木 三木町
40 江の浦自治会 丸亀市 111 重元石ヶ坪　むつみ会 三木町
41 釜の越自治会 丸亀市 112 三木町勤労者協議会 三木町
42 甲路自治会 丸亀市 113 高原自治会 三木町

43 青木自治会 丸亀市 114 直島町婦人会積浦支部 直島町

44 市井自治会 丸亀市 115 宇多津町立宇多津中学校 宇多津町
45 茂浦自治会 丸亀市 116 さくらグループ 宇多津町
46 明聖館高等学院 丸亀市 117 うたづみらい２１ 宇多津町

47 飯山ひまわりグループ 丸亀市 118 東分同志会 綾川町
48 四国フーズ株式会社 丸亀市 119 大成老人クラブ 綾川町
49 中北自治会 丸亀市 120 粉所小野西さわやか会 綾川町
50 香川県ふじみ園 丸亀市 121 綾川町安全対策協議会 綾川町

51 坂出みらい２１ 坂出市 122 ひまわり会 琴平町

52 クリーンボランティア・善通寺 善通寺市 123 こんぴらみらい２１ 琴平町

53 善通寺みらい２１ 善通寺市 124 多度津地区婦人会 多度津町
54 七王工業㈱５Ｓ委員会 善通寺市 125 西白方連合自治会 多度津町

55 駅通寿会 観音寺市 126 青木天寿会 多度津町
56 上出いきいきサロンの会 観音寺市 127 たどつみらい21 多度津町
57 本大、内間環境美化クラブ（本大上自治会） 観音寺市 128 浜風の会 多度津町
58 粟井ペタンク協会 観音寺市 129 東白方自治会 多度津町

59 室本九十九会　室一班 観音寺市 130 勝浦桜の会 まんのう町
60 室本九十九会　室二班 観音寺市 131 川奥中自治会 まんのう町
61 丸山松栄会 観音寺市 132 ことなみみらい２１ まんのう町
62 当免健老会 観音寺市 133 吉井自治会 まんのう町
63 香川県立観音寺中央高校 観音寺市 134 まんのうみらい２１ まんのう町
64 本庄自治会 観音寺市 135 新目自治会 まんのう町
65 木之郷町川原環境美化クラブ 観音寺市 136 ちゅうなんみらい２１ まんのう町
66 木之郷町田井環境美化クラブ 観音寺市 137 小池自治会健康クラブ まんのう町
67 吉岡美化クラブ 観音寺市 138 照井自治会ＯＢ会 まんのう町
68 本大、江藤環境美化クラブ 観音寺市
69 中田井町環境美化クラブ 観音寺市
70 西原自治会合歓の会 観音寺市
71 中出長寿会 観音寺市

香川さわやかロード　道路愛護団体一覧（平成22年10月15日現在）
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