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平成２２年８月１８日

東北地方整備局

仙台河川国道事務所

道路愛護団体等表彰
―平成２２年度「道路ふれあい月間」―

８月は「道路ふれあい月間」です。この月間は、道路を利用している皆様に改めて道路

の役割及び重要性を再認識してもらい、道路にふれあい慈しむという道路愛護及び正しい

利用の啓発を図り、道路を安全に美しく利用する気運を高めることを目的としています。

その一環として、仙台河川国道事務所では、多年にわたり道路交通の安全、道路の正

しい利用及び道路愛護等に、特に著しい功績があった個人又は団体に対して、感謝状の

贈呈を行うものです。

なお、当日は、事務所長表彰のほかに、東北地方整備局長表彰及び道路功労者表彰

の伝達もあわせて行います。

今年度の表彰日時、被表彰者等は次のとおりです。

● 日 時 平成２２年８月２０日（金） １０時３０分から

(石巻国道維持出張所は、２３日(月)１４時００分から)

● 開催場所 国土交通省 仙台河川国道事務所

・石巻国道維持出張所

・岩沼国道維持出張所

・古川国道維持出張所

・仙台西国道維持出張所

以上、４出張所において感謝状の授与を行います。

● 被表彰者 ・石巻国道維持出張所管内の４団体

・岩沼国道維持出張所管内の２団体

・古川国道維持出張所管内の８団体

・仙台西国道維持出張所管内の３団体

詳細は別紙のとおり

（発表記者会）宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

及び各出張所地域記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

℡ ０２２－２４８－４１３１（代表）

道路管理第一課

課 長 中鉢 一人 （内線４３１）

建設専門官 永沼 哲弥 （内線５０７）



担当出張所所在地・連絡先

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

・石巻国道維持出張所 ℡０２２５－９５－５２３７

〒９８６－０８６１ 石巻市蛇田字新谷地前１１６

・岩沼国道維持出張所 ℡０２２３－２２－３０３９

〒９８９－２４２６ 岩沼市末広一丁目６－２４

・古川国道維持出張所 ℡０２２９－２２－１４２１

〒９８９－６１４５ 大崎市古川北稲葉二丁目６－３３

・仙台西国道維持出張所 ℡０２２－２２６－１４９３

〒９８２－０２６１ 仙台市青葉区折立一丁目１－３



平成２２年度 道路愛護団体等被表彰者名簿

１．仙台河川国道事務所長表彰

団 体 等 名 所 在 地 表彰対象事項 摘 要

アカバネシンワカイ 石巻市前谷地字黒沢 〈道路愛護〉 国道１０８号

１ 赤羽根親和会 前７（石巻市河南総 植栽・除草等

構成人員７７名 合支所市民生活課） 従事Ｈ１３～ （石巻国道）

コサキギョウセイレンラクク 石巻市前谷地字黒沢 〈道路愛護〉 国道１０８号

２ 小崎行政連絡区 前７（石巻市河南総 植栽・除草等

構成人員１０６名 合支所市民生活課） 従事Ｈ１３～ （石巻国道）

ドウテキ・サンゲンヤチギョウセイレンラクク 石巻市前谷地字黒沢 〈道路愛護〉 国道４５号

３ 道的・三軒谷地行政連絡区 前７（石巻市河南総 植栽・除草等

構成人員２２名 合支所市民生活課） 従事Ｈ１３～ （石巻国道）

タワラニワギョウセイレンラクク 石巻市前谷地字黒沢 〈道路愛護〉 国道１０８号

４ 俵庭行政連絡区 前７（石巻市河南総 植栽・除草等

構成人員４７名 合支所市民生活課） 従事Ｈ１３～ （石巻国道）

イワヌマカイ 岩沼市松ヶ丘二丁目 〈道路愛護〉 国道４号、６号

５ 岩沼会 ７－１１ 清掃等

構成人員４４名 従事Ｈ１８～ （岩沼国道）

タケノウチオオエムカイシンワカイ 大崎市古川字竹ノ内 〈道路愛護〉 国道４号

６ 竹ノ内大江向親和会 １１０ 植栽・除草等

構成人員３４名 従事Ｈ１８～ （古川国道）

クリハラシリツハギノダイニショウガッコウ 栗原市金成藤渡戸東 〈道路愛護〉 国道４号

７ 栗原市立萩野第二小学校 沢６ 清掃等

テンジンモリッコアンゼンタイ 従事Ｈ１８～ （古川国道）

天神森っ子安全隊

構成人員約６０名

オオサキシリツフルカワミナミチュウガッコウ 大崎市古川穂波３－ 〈道路愛護〉 国道４号

８ 大崎市立古川南中学校 ６－４ 地下道清掃

構成人員５０名 従事Ｈ１７～ （古川国道）

クリハラシツキダテカミテルコシクカイ 栗原市築館字新八ツ 〈道路愛護〉 国道４号

９ 栗原市築館上照越区会 沢４ 植栽・清掃等

構成人員１５０名 従事Ｈ１３～ （古川国道）

ショウワコンクリートコウギョウ（カブ） 仙台市青葉区二日町 〈道路愛護〉 国道４８号

１０ 昭和コンクリート工業（株） ２－１５ 清掃・凍結抑制

トウホクシテン 剤散布

東北支店 従事Ｈ１８～

構成人員２２名 （仙台西国道）



平成２２年度 道路愛護団体等被表彰者名簿

２．東北地方整備局長表彰

団 体 等 名 所 在 地 表彰対象事項 摘 要

ヨンジュウハチゴウサクナミドウロアイゴカイ 仙台市青葉区作並字 〈道路愛護〉 国道４８号

１ ４８号作並道路愛護会 元木１６ 花植栽・除草等

構成人員２１４名 従事Ｈ１３～ （仙台西国道）

トクテイヒエイリカツドウホウジン 亘理郡亘理町字上茨 〈道路愛護〉 国道６号

２ 特定非営利活動法人 田１６１－４ 花植栽、清掃等

イキイキワタリ

いきいき亘理 従事Ｈ１３～

構成人員３５名 （岩沼国道）

ダイマチショウテンシンコウクミアイ 大崎市古川台町１０ 〈道路愛護〉 国道１０８号

３ 台町商店振興組合 －３ 清掃・除雪

構成人員１８名 従事Ｈ１６～ （古川国道）

３．道路功労者表彰（日本道路協会）

団 体 等 名 所 在 地 表彰対象事項 摘 要

「ミチノエキ」ロウタリイハナヤマ 栗原市花山本沢北ノ 〈事業促進・防 国道３９８号

１ 「道の駅」路田里はなやま 前１１２－１ 災活動〉

ジネンジョノヤカタ 防災活動拠点協

自然薯の館 力等 （古川国道）

ウナンホウジュカイ 栗原市金成沢辺西大 〈道路愛護〉 国道４号

２ 宇南豊寿会 寺１－１７７ 花植栽、清掃等

（古川国道）

サンジョウシミズチョウナイカイ 仙台市青葉区八幡五 〈道路愛護〉 国道４８号

３ 山上清水町内会 丁目１０－５ 清掃・除草等

（仙台西国道）

ツキダテミヤノガギュウチョウセイカイ 栗原市築館宮野中央 〈道路愛護〉 国道４号

４ 築館宮野臥牛長生会 二丁目９－２４ 花植栽、清掃等

（古川国道）


