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平成２６年８月２５日

国土交通省東北地方整備局

秋 田 河 川 国 道 事 務 所

多年にわたる愛護活動に感謝します

道路愛護団体表彰式を行います

国土交通省では、８月の「道路ふれあい月間」の中で道路愛護の功績

が特に顕著な民間の団体又は個人に対して感謝の意を表する事としてお

ります。

今年は、当事務所管内から３団体が東北地方整備局長表彰を受けられ

ることとなりましたので、下記のとおり感謝状の伝達を行います。

また併せて、管内７団体に対し秋田河川国道事務所長から感謝状を贈

呈しその功績を表彰いたします。

表彰式の日時及び会場

日 時 平成２６年８月２８日(木) １４時～

会 場 秋田河川国道事務所 ２階大会議室

秋田市山王一丁目１０－２９

表彰受賞団体（別紙のとおり）

東北地方整備局長表彰(伝達) ３団体

秋田河川国道事務所長表彰 ７団体

記者発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

東北地方整備局 秋田河川国道事務所

道路管理第一課長 加 藤 誠

電話 ０１８－８２３－４１６７(代表) 内線４３１



平成２６年度道路愛護団体表彰一覧

●東北地方整備局長表彰 ※秋田河川国道事務所長から伝達

親川 町 内会 ７号 由利本荘市親川
おやかわちようないかい

沿道の除草と地下道清掃 Ｈ１４～ 本荘国道維持出張所

株式会社花葉館 ４６号 仙北市角館町
か ようかん

花壇の植栽、沿道清掃 Ｈ１９～ 角館国道維持出張所

株式会社ＣＦＣ ４６号 仙北市角館町
しーえふしー

花壇の植栽、清掃 Ｈ２１～ 角館国道維持出張所

●秋田河川国道事務所長表彰

秋田県トラック協会本 荘 由利支部 ７号 由利本荘市浜三川
ほんじよう ゆ り し ぶ

沿道清掃 Ｈ１５～ 本荘国道維持出張所

株式会社川村自動車工 業 ４６号 仙北市田沢湖小松
かわむら じ どうしやこうぎよう

花壇の植栽、清掃 Ｈ２１～ 角館国道維持出張所

株式会社牧野自動車 ７号 由利本荘市石脇
まき の じ どうしや

花壇の植栽 Ｈ１８～ 本荘国道維持出張所

上 栄 町 ７号 由利本荘市岩城
かみさかえちよう

花壇の植栽 Ｈ２０～ 本荘国道維持出張所

黒木自動車工 業 株式会社 ７号 由利本荘市石脇
くろ き じ どうしやこうぎよう

花壇の植栽 Ｈ１８～ 本荘国道維持出張所

指定相談支援事 業 所クローバー ７号 秋田市飯島
し ていそうだん し えん じ ぎようしよ

地下道清掃 Ｈ２３～ 秋田国道維持出張所

有限会社西奥羽測 量 設計フラワーロード会 ７号 由利本荘市石脇
にしおう う そくりようせつけい

花壇の植栽、沿道清掃 Ｈ２１～ 本荘国道維持出張所

（五十音順 敬称略）



東北地方整備局長表彰

株式会社 CFC

活動概要

1.作業内容：草花の植栽及び除草・清掃・散水

2.年 数：５年（平成２１年～）

3.作業回数：年３１回

4.作業延長：４６．１㎡

5.作業人数：１回当り２人程度

6.特 徴：ここ仙北市角館町は全国でも有数の観光地であり、年間

を通じて多くの観光客が訪れる場所にある。街の美化による地域貢献

を目的に、会社で一丸となって植栽や清掃・散水を長年に亘り、きめ

細かく丁寧に実施しており、植栽の花々は地域住民はもとより訪れる

多くの観光客の心をも和ませている。

活動状況

秋田県仙北市角町北野地内

親川町内会

秋田県由利本荘市親川地内活動概要

活動状況

1.作業内容：国道沿道の除草と地下道の清掃

2.年 数：１２年（平成１４年～）

3.作業回数：年４回

4.作業延長：除草３００ｍ、地下道１４５㎡

※清掃：親川地下歩道

5.作業人数：１回あたり１５人

6.特 徴：道路の美化のため町内会65名の構成員をもって、

国道沿道の除草と地下道の清掃を長年に亘り継続して活動し、

高盛土法面など作業の難しい場所もあるが、多くの道路利用

者への安全で快適な道路交通環境を提供し、地域の模範と

いえる多大な貢献をしている団体でありその功績は非常に高

いものといえる。

株式会社 花葉館

活動概要
1.作業内容：草花の植栽及び除草・清掃

2.年 数：７年（平成１９年～）

3.作業回数：年８回

4.作業延長：９０．９㎡

5.作業人数：１回当り１人程度

6.特 徴： ここ仙北市角館町は全国でも有数の観光地であり、年間を

通じて多くの観光客が訪れる。

花葉館は角館町の西の玄関口として、観光客を迎え入れる位置にある。

ボランティアの一環として5名の構成員と少人数ながらも、植栽や清掃

において長年に亘り地道に活動を続け、地域住民はもとより、訪れる多く

の観光客の心を和ませている団体である。

活動状況

秋田県仙北市角館町西長野古米沢地内



秋田河川国道事務所長表彰

活動概要

活動状況株式会社牧野自動車

1.作業内容：植栽

2.年 数：平成１８年～

3.作業回数：植栽年１５回

4.作業延長：植栽４３㎡

5.作業人数：８名

6.特 徴：

国道沿道に色鮮やかな花を植栽し、

利用者の心を和ませるような愛護活動

をしている。

秋田県由利本荘市石脇地内

活動概要

活動状況
秋田県トラック協会

本荘由利支部

秋田県由利本荘市浜三川～芦川地内

1.作業内容：国道沿線の清掃

2.年 数：平成１５年～

3.作業回数：年２回

4.作業延長：４．５ｋｍ

5.作業人数：１５名

6.特 徴：

長年継続的に国道沿線の清掃活動を

しており、沿道美化に努めている。

活動概要

活動状況株式会社川村自動車工業

秋田県仙北市田沢湖小松地内

1.作業内容：草花の植栽及び除草・清掃・散水

2.年 数：平成２１年～

3.作業回数：年２９回

4.作業延長：９．０㎡

5.作業人数： １回当り１人程度

6.特 徴：

会社のボランティアの一環として活動して

おり、地域住民及びドライバーの心を和ま

せている。



活動概要 活動状況

上栄町

秋田県由利本荘市岩城内道川地内

1.作業内容：花壇への植栽

2.年 数：平成２０年～

3.作業回数：植栽年２０回

4.作業延長：植栽 ９５．１㎡

5.作業人数：３人

6.特 徴：

道路の景観維持のため色鮮やかな花を

植栽し、利用者の目を楽しませるなど道路

美化を継続的に活動している。

活動概要

活動状況

秋田県由利本荘市石脇地内

黒木自動車工業株式会社

1.作業内容：植栽

2.年 数：平成１８年～

3.作業回数：植栽年１５回

4.作業延長：植栽２１㎡

5.作業人数：１０名

6.特 徴：

国道沿道に色鮮やかな花を植栽し、

利用者の心を和ませるような愛護活動

をしている。

活動概要

活動状況
指定相談支援事業所

クローバー

秋田県秋田市飯島地内

1.作業内容：地下横断歩道清掃

2.年 数：平成２３年～

3.作業回数：月１回

4.作業延長：６０ｍ（約１２０㎡）

5.作業人数： ４～５名

6.特 徴：

継続して定期的に地下横断歩道の清掃活動

を行っており、この地域の道路愛護活動の模範

となっている。



活動概要

活動状況
有限会社西奥羽測量設計

フラワーロード会

秋田県由利本荘市石脇地内

1.作業内容：清掃と花壇への植栽

2.年 数：平成２１年～

3.作業回数：清掃年２回 植栽年１０回

4.作業延長：清掃 １，０００ｍ

植栽 １３０㎡

5.作業人数：１５人

6.特 徴：

道路の美化清掃や景観維持のため植栽

など、継続的に活動している。


