
道路協力団体活動概要



道路協力団体指定状況一覧
平成29年12月25日現在（直轄国道関係）

※指定番号：『国（○○地方整備局）△△第□号』 （△△：事務所名称(略称)、□：通し番号）

地整 都道府県 市町村 団体名 路線 延長

北海道 北海道 札幌市 札幌大通まちづくり株式会社 36 0.6km
札幌市 札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート 230 0.1km

札幌市 ウィンターライフ推進協議会
5,12,36,230,

274,453
1.5km

伊達市他 支笏洞爺ニセコルート 276,453 1.1km

斜里町 東オホーツクシーニックバイウェイ連携会議 334 1.2km
留萌市 萌える天北オロロンルート 231 0.2km

新得町他
十勝シ―ニックバイウェイ
十勝平野・山麓ルート代表者会議（※）

38,241, 242,
273, 274

0.7km

東北 宮城県 美里町 おんべこ塾（※） 108 1.3km
山形県 小国町 地縁団体 大字沼沢（※） 113 3.3km

関東 山梨県 富士河口湖町 一般社団法人勝山観光協会 139 0.06km

山梨県 山中湖村 山中湖おもてなしの会 138 3.98km
千葉県 南房総市 ㈱ちば南房総 127 0.5km
長野県 上田市 上田道と川の駅 おとぎの里 18 0.5km

北陸 新潟県 上越市、糸魚川市 NPO法人徳合ふるさとの会 8 0.3km

富山県 砺波市 となみチューリップ街道実行委員会 156 1.35km

石川県 金沢市 金沢片町まちづくり会議 157 0.82km

中部 静岡県 富士宮市 富士山朝霧高原景観管理協議会 139 3.5km

三重県 尾鷲市、紀北町 ＮＰＯ法人ア・ピース・オブ・コスモス 42 0.8km

近畿 奈良県 奈良市 NPO法人奈良好き人のつどい 24 0.9km
中国 岡山県 備前市 ユーサービス備前 2 1.9km
四国 徳島県 徳島市 新町川を守る会 192 1.5km

愛媛県 新居浜市 泉川まちづくり連合自治会 11 2.4km
香川県 高松市 牟礼香川グリーンクラブ 11 0.1km
香川県 高松市 屋島を良くする会 11 0.2km
香川県 高松市 ＮＰＯ法人 四国の道路サポータクラブ 30 0.35km
愛媛県 愛南町 内海名勝会（※） 56 1.5km

九州 福岡県 福岡市 けやき通り発展期成会 202 0.8km
長崎県 雲仙市 ＮＰＯ法人 道守長崎 57 1.6km
大分県 大分市 道守大分会議 10 1.0km

宮崎県 宮崎市、日南市、串間市 日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会 220 0.7km

計30団体
（※）印：平成29年12月に指定された団体（それ以外は平成28年12月に指定）
注1）5号：0.34km、12号：0.23km、36号：0.28km、230号：0.14km、274号：0.44km、453号：0.10km、
注2）276号：0.6km、453号：0.5km、注3）38号：0.2km、241号：0.1km、242号：0.2km、273号：0.1km、274号：0.1km

注1）

注2）

注3）



道路協力団体活動概要（北海道開発局札幌開発建設部管内）

法人等の名称：ウインターライフ推進協議会（平成２８年１２月２７日指定）

指定区間：国道5号、12号、36号、230号、274号、453号・延長：約1.5km（交差点190箇所）

業務内容：（1号業務）冬期歩行者転倒事故防止のための砂まき
（2号業務）砂箱での冬期歩行者転倒事故防止のための安全に資する啓発標示と

合わせて協賛企業等の広告 ①：冬期歩行者転倒事故防止のための砂まき

②：砂箱での冬期歩行者転倒事故防止のための安全
に資する啓発表示と合わせて協賛企業等の広告

ウインターライフ推進協議会は平成１９年に設置され、１９団体及び４個人で構成。

冬期歩行者転倒事故防止のための砂まき活動のほか、冬を快適に過ごすための普及啓発及び調査研
究を行っている。収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

札幌市

活動箇所

北海道

業務①②実施箇所：指定区間と同じ
・国道5号
（札幌市中央区北1条西1丁目～
札幌市手稲区星置南2丁目／42箇所）

・国道12号
（札幌市中央区北1条東1丁目～
札幌市厚別区東5条7丁目／29箇所）

・国道36号
（札幌市中央区南4条西3丁目～
札幌市清田区平岡1条5丁目／35箇所）

・国道230号
（札幌市中央区北1条西8丁目～
札幌市中央区南21条西11丁目／17箇所）

・国道274号
（札幌市東区北34条東1丁目～
札幌市厚別区厚別南7丁目／55箇所）

・国道453号
（札幌市豊平区豊平4条5丁目～
札幌市豊平区平岸3条14丁目／12箇所）

砂まき活動を記録するため、活動報告用のフォームを作成。

・砂をまいた人の名前（ニックネーム）
・砂をまいた日時
・砂をまいた路線（国道名）
・砂をまいた場所（交差点名など）
・写真（砂まき後の路面状況と、

まいた場所が特定できるような
写真の２枚セット）

⇒フォームに投稿した写真は、システム管理者
側で整理。

フォームを作成することで、写真の保管と投稿記録整理を効率的に実施。

協議会運営サイト「転ばないコツおしえます。
（tｓｕｒｕｔｓｕｒｕ.jp）」にて、企業広告のご協力
いただいた企業名をTOPページに表示した。
転倒事故防止対策などの総合的な情報媒
体が他に無いことから、道外において大雪
となった場合には、テレビ局や各種メディア
などがサイトを閲覧し、協議会への問合せ
が多くなされるなど、年々注目度が高まっ
ている。



道路協力団体活動概要（北海道開発局札幌開発建設部管内）

指
定
区
間

法人等の名称：札幌大通まちづくり株式会社（平成２８年１２月２７日指定）
指定区間：国道36号 0ｋ132～0ｋ722 (北海道札幌市中央区大通)・延長：約0.6km

業務内容：（1号業務）歩道等の清掃・美化活動、放置自転車の整序、違法広告物の撤去
（2号業務）歩道での広告事業（調整中）

①：歩道等の清掃・美化活動、放置自転車の整序、
違法広告物の撤去

②：歩道での広告事業（調整中）

札幌大通まちづくり株式会社は平成２１年に設立。歩道等の清掃・美化活動、放置自転車の
整序、違法広告物の撤去ほか、地域のにぎわいを創出するための様々な取組を行っている。
収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

業務①②実施個所
指定区間と同じ

札幌市

活動箇所

北海道

イメージ
（参考画像：大通すわろうテラス）



道路協力団体活動概要（北海道開発局札幌開発建設部管内）

法人等の名称：札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート運営代表者会議
（平成２８年１２月２７日指定）

指定区間：国道230号 19ｋ635～19ｋ739 (北海道札幌市南区豊滝) ・延長：約0.1km
業務内容：（1号業務）歩道及び除雪ステーションでの清掃

（2号業務）除雪ステーションでの物販

指定区間

①：歩道及び除雪ステーションでの清掃・美化活動

②：除雪ステーションでの物販

札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート運営代表者会議は平成２３年に設置され、４０団体で
構成。歩道及び除雪ステーションでの清掃のほか、ルート内の花植活動を実施。収益により道路の維
持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

豊滝除雪ステーション

業務①②実施個所：指定区間と同じ

札幌市

活動箇所

北海道

平成２９年１２月１５日付けで、道路管理者より許可を得て
除雪ステーションにて飲料水の自動販売機を設置。



道路協力団体活動概要（北海道開発局小樽・室蘭開発建設部管内）

法人等の名称：支笏洞爺ニセコルート代表者会議（平成２８年１２月２７日指定）
指定区間：①国道276号 27ｋ150～27ｋ350(北海道虻田郡倶知安町字八幡) ・延長：約0.2km

②国道276号 42ｋ000～42ｋ300(北海道虻田郡京極町更新) ・延長：約0.3km
③国道276号 48ｋ900～49ｋ000(北海道虻田郡喜茂別町字相川） ・延長：約0.1km
④国道453号 86ｋ500～87ｋ000(北海道伊達市大滝区三階滝町) ・延長：約0.5km

業務内容：（1号業務）歩道及び駐車帯での清掃・除草
（2号業務）道路の駐車場等に無線標識を設置し、道路の利用者の利便増進に資

する情報発信

【団体の概要、業務内容】

倶知安町、京極町
、喜茂別町、伊達市

活動箇所：4個所

北海道

P

P

P

P

業務①及び②実施個所
：指定区間と同じ

業務①及び②実施個所
：指定区間と同じ

業務①及び②実施個所
：指定区間と同じ

業務①及び②実施個所
：指定区間と同じ

①：歩道及び駐車帯での清掃・除草

道路管理者

無線標識の
道路占用許可

▲道の駅

▲景勝地

▲ｽﾀﾝﾄﾞ

▲ｺﾝﾋﾞﾆ

▼観光施設 ▼ﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ ▼案内標識

無線標識
の設置

情報登録 情報登録

無
線
標
識
利
用
デ
ー
タ

無線標識システム
(外国語対応)

【道路環境改善】
道路清掃・植樹
景観保全・形成
駐車対策 等

無線標識
データ共有

活動支援

BIGﾃﾞｰﾀ道路協力団体

情報登録

情報登録料

②：道路の駐車場等に無線標識を設置し、道
路の利用者の利便増進に資する情報発信

イメージ

支笏洞爺ニセコルート代表者会議は平成17年に設置され、23団体で構成。清掃活動・除草活動
のほか、道路の駐車場等に無線標識を設置し、道路の利用者の利便増進に資する情報発信を行う。
収益により道路の維持・管理を充実。

無線標識設置状況

指定区間：②国道276号北海道虻田郡京極町字更進

指定区間：④国道453号北海道F伊達市大滝区三階滝町

▼外国人の情報取得状況」



道路協力団体活動概要（北海道開発局網走開発建設部管内）

指
定
区
間

法人等の名称：東オホーツクシーニックバイウェイ連携会議（平成２８年１２月２７日指定）

指定区間：国道334号 30ｋ200～33ｋ413 (北海道斜里郡斜里町ウトロ) ・延長：約3.2km

業務内容：（1号業務）ガードレール部の除雪（平成３０年２月３日実施）
（2号業務）「道の駅」道路施設内での物販開催

業務②実施箇所
①：ガードレール部の除雪（平成３０年２月３日実施）

②：「道の駅」道路施設内での物販開催

東オホーツクシーニックバイウェイ連携会議は平成17年に設置され、現在22団体で構成。

清掃活動・植栽活動及び除雪活動を実施、「道の駅」道路敷地内において物販を実施し、収
益を道路の維持・管理（除雪活動）に還元。

【団体の概要、業務内容】

道の駅「うとろ・
シリエトク」

業務①実施個所：指定区間と同じ

斜里町
活動箇所

北海道

イメージ



指
定
区
間

法人等の名称：萌える天北オロロンルート運営代表者会議（平成２８年１２月２７日指定）

指定区間：国道２３１号 ３ｋ６００～３ｋ８００(北海道留萌市船場町２丁目) ・延長：約０.２km

業務内容：（1号業務）歩道等の清掃・除草（未実施：オープンカフェの収益により消耗品等を準備
し、平成３０年秋期に実施予定）

（2号業務）道路区域内での物販
（平成２９年９月９日にオープンカフェ実施、平成３０年秋期に物販実施予定）

（5号業務）道路事業の普及啓発（未実施：時期、内容について検討中）

オープンカフェの様子（平成２９年９月９日）

萌える天北オロロンルート運営代表者会議は平成２０年に設置され、３８団体で構成。植栽
管理活動、地域情報受発信プロジェクトのほか、「るしんふれ愛パーク」（船場公園）付近で
の物販活動や道路事業の普及啓発を行う。収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

るしんふれ愛パーク（船場公園）

P

留萌市

活動箇所

北海道

※1号業務、5号業務も指定区間にて実施予定

道路協力団体活動概要（北海道開発局留萌開発建設部管内）



法人等の名称：十勝ｼｰﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲ十勝平野・山麓ルート代表者会議（平成２９年１２月１８日指定）
指定区間：①国道38号124ｋ100～124ｋ200(北海道上川郡新得町字新内西７線) ・延長：約0.1km

②国道38号128ｋ190～128ｋ290(北海道上川郡新得町字新内西１線) ・延長：約0.1km

③国道241号79ｋ420～79ｋ520(北海道足寄郡足寄町螺湾本町) ・延長：約0.1km

④国道274号213ｋ300～213ｋ400(北海道河東郡士幌町瓜幕西１２線)・延長：約0.1km

⑤国道242号96ｋ100～96ｋ200(北海道足寄郡足寄町北1条１丁目)・延長：約0.1km

⑥国道242号94ｋ900～95ｋ000(北海道足寄郡足寄町郊南１丁目)・延長：約0.1km

⑦国道273号35ｋ200～35ｋ300(北海道河東郡上士幌町幌加国有林163林班い小班)・延長：約0.1km

業務内容：（1号業務）道路沿道での植樹及び維持管理
（2号業務）除雪ステーションでの物販（収益活動）

①：道路沿道での植樹及び維持管理

②：除雪ステーション（上士幌町）での物販

十勝シーニックバイウェイ 十勝平野山麓ルート代表者会議は平成２１年に設置され、４５団体で構成。

道路沿道への植樹及び維持管理のほか、ルート内の花植活動を実施。収益により道路の維持・管理を
充実。

【団体の概要、業務内容】

幌加除雪ステーション

業務②実施箇所

上士幌町

活動箇所

北海道

道路協力団体活動概要（北海道開発局帯広開発建設部管内）



法人等の名称：おんべこ塾（平成29年12月22日指定）

指定区間：国道108号 27.189kp～27.779kp（宮城県遠田郡美里町牛飼地内）

：国道108号 28.410kp～29.105kp（宮城県遠田郡美里町北浦地内）

延 長：同区間内で約1.3km
業務内容：（1号業務）道路清掃、除草・花壇管理

（2号業務）道路区域内での物販・広告
看板の設置

おんべこ塾は、平成９年に設立され、１６名で構成されているほか、花壇（華ロード）の管理に
は、２３団体が参加している。道路のごみ拾い・除草や花壇整備・管理を実施。道路区域での
物販等による収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

①：除草 ①：植栽管理

②：道路区域内での物販

道路協力団体活動概要（東北地方整備局仙台河川国道事務所管内）

指定区間

業務②：物販・広告看板の設置

業務①：指定区間と同じ
活動箇所

『この地図は、国土地理院長の承認を得て、同
院発行の電子地図（タイル）を複製したものであ
る。（承認番号 平29東複、第33号）』

②：広告看板の設置
（イメージ）



指定区間

業務⑤：街頭指導
業務②：物販

業務①：指定区間と同じ

山形県西置賜郡小国町

Ｌ＝約３．３ｋｍ（トンネル内を除いた延長）

間瀬パーキング
エリア休憩所

法人等の名称：地縁団体 大字沼沢（平成29年12月22日指定）

指 定 区 間：国道113号 94.710kp～98.330kp（山形県西置賜郡小国町大字沼沢地内）

延 長：同区間内でトンネル内を除いた約３．３km

業 務 内 容：（1号業務）歩道等の清掃活動、植栽活動
（2号業務）交通安全看板設置、道路区域内での物販
（5号業務）交通安全街頭指導

「地縁団体 大字沼沢」は昭和３１年に設立された「大字沼沢」を母体に、平成２８年に再編さ
れ、２２９名で構成。道路のごみ拾い・除雪や植栽活動のほか、交通安全運動等の道路利用
者（通学児童生徒）への啓蒙活動も実施。今後は、これまでの活動に加えて、道路区域での
物販等による収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

①：歩道等の清掃活動

③：交通安全街頭指導 ②：道路区域内での物販

活動箇所

道路協力団体活動概要（東北地方整備局山形河川国道事務所管内）
ちえんだんたい おおあざぬまざわ

にしおきたま おぐにまち ぬまざわ

至 新潟県
村山市

至 長井市



道路協力団体活動概要（関東地方整備局長野国道事務所管内）

指定区間

法人等の名称：上田道と川の駅 おとぎの里（平成２８年１２月２７日指定）

指定区間：国道１８号 90ｋ850(長野県上田市下之条)～91ｋ465(上田市小泉) ・延長：約0.5km

業務内容：（1号業務）清掃、除草、植樹・花壇・ベンチ等の整備及び維持管理
（2号業務）ベンチ、テーブル等の設置、露店販売

業務②実施箇所 ①：清掃、除草、植樹・花壇・ベンチ等の整備及び維持管理

②：ベンチ、テーブル等の設置、露店販売

上田道と川の駅おとぎの里は平成24年に設置（協議会等の活動を継承）され、8部会で構成。

歩道や道の駅・道路予定地等の清掃・除草・修景整備のほか、道の駅でオープンカフェによ
りベンチ、テーブル、露店等の利便施設を設置・管理。収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

業務①実施個所：指定区間と同じ

上田道と川の駅

千曲川

イメージ

ベンチ・テーブル・露店販売

イメージ

植樹・ベンチ

活動箇所

長野県

上田市



道路協力団体活動概要（関東地方整備局千葉国道事務所管内）

法人等の名称：

指 定 区 間 ：

業 務 内 容 ：

株式会社 ちば南房総（平成28年12月27日指定）
国道127号 7k000(千葉県南房総市富浦町青木)～7k500(南房総市富浦町多田良) ・延長：約0.5km
（1号業務）国道127号の歩道、植栽帯の清掃・除草を実施
（2号業務）イベントに関する広告等の掲示、物品販売等による収益活動を実施
（3号業務）事前通行規制区間等における異常気象等に伴う通行規制時の情報提供を実施
（6号業務）大規模災害時の一時避難所としての提供及び食料提供・情報提供等

株式会社 ちば南房総は、道の駅とみうら琵琶俱楽部（平成5年指定）の運営母体等が平成24年に合併し、社名を変更。
歩道、植栽帯の清掃・除草のほか、イベントに関する広告等の掲示、物品販売等による収益活動。また、事前通行規制
区間等における異常気象等に伴う通行規制時の情報提供。収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

①：歩道、植栽帯の清掃・除草を実施

②：イベントに関する広告等の掲示 ③：通行規制時の情報提供を実施

イメージ イメージ

広告等の掲示

出典：国土地理院ホームページ

南房総市

活動個所

指定区間

業務①②③⑥実施個所：
指定区間と同じ

至

館
山
市

至 木更津

千葉県



道路協力団体活動概要（関東地方整備局甲府河川国道事務所管内）

法人等の名称：山中湖おもてなしの会（平成２８年１２月２７日指定）

指定区間：国道138号 7.300kp(山中湖西交差点)～11.280kp(旭日丘交差点) ・延長：約3.98km

業務内容：（1号業務）自転車歩行者道等の除草・清掃・植樹
（2号業務）オープンカフェの実施

山中湖おもてなしの会は平成２３年から約６年間にわたり今回指定区間を含む山中湖周辺の清掃活動等を実
施。今後は、これまでの活動に加え、国道138号の自転車歩行者道において、湖畔の好ロケーションを生かし
たオープンカフェを実施し、その収益により清掃等の維持管理活動を充実させるとともに、地域の賑わいを創出。

【団体の概要、業務内容】

※出典：国土地理院ホームページ

イメージ

①：自転車歩行者道等の除草・清掃・植樹

②：オープンカフェの実施

業務②実施箇所：指定区間と同じ

山中湖西

旭日丘

オープンカフェ

山中湖村

指定区間

業務①実施箇所：指定区間と同じ



道路協力団体活動概要（関東地方整備局甲府河川国道事務所管内）

法人等の名称：一般社団法人勝山観光協会（平成２８年１２月２７日指定）

指定区間：国道139号 56.198kp～56.258kp(山梨県富士河口湖町勝山地先) ・延長：約0.06km

業務内容：（1号業務）植栽帯の花植え・除草、歩道等の清掃
（2号業務）歩行者休息用ベンチ及び案内板の清掃管理、広告看板の管理運営

一般社団法人勝山観光協会は、平成６年から約２３年間にわたり今回指定区間の花植え及び清掃活動
等を実施。今後は、これまでの活動に加え、国道139号勝山交差点のポケットパークにて歩行者やサイ

クリストを対象とした休憩施設、情報提供施設等の清掃管理を実施。また、広告看板の管理運営を行い、
その収益により上記の維持管理活動を充実。

【団体の概要、業務内容】

①：植栽帯の花植え・
除草、歩道等の清掃

※出典：国土地理院ホームページ

②：歩行者休息用ベンチ
及び案内板の清掃管
理
広告看板の管理運営イメージ

広告看板

パーゴラ

ベンチ

案内板

業務実施箇所：指定区間と同じ

富士河口湖町

勝山

指定区間



池田アサ

市

市

車
庫

虫生岩戸二号線

虫 生 岩 戸 薬 師 山 線

中村卓二

浄

小屋

小嶋リヨ

上越市立

車庫

フィッシングセンター

市

駐車場

虫生岩戸災害箇所

虫生岩戸二号線

駐車場

Ｓ６０年７月８日

板垣謙三

日本海

至　新潟

落下防護柵

日本海

国道８号

道路協力団体活動概要（北陸地方整備局高田河川国道事務所管内）

法人等の名称：特定非営利活動法人徳合ふるさとの会（平成２８年１２月２８日指定）

指定区間：国道８号138ｋ600～138ｋ900(新潟県上越市大字虫生岩戸) ・延長：約0.3km

業務内容：（1号業務）道路駐車場清掃、雑草除去、雑木除伐の維持管理
（2号業務）露店施設の設置

特定非営利活動法人徳合ふるさとの会は平成13年に協定締結したＶＳＰ団体で構成員６名。

清掃活動・除草活動のほか、海水浴シーズンなどに合わせて、海産物等の販売を行う露店
施設を設置。収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

海洋フィッシングセンター

虫生岩戸駐車場

①：雑草除去等の維持管理

②：露店施設の設置

イメージ

日本海

指定区間 延長約0.3㎞

・・・１号業務範囲

・・・２号業務範囲

１３８．６ｋｐ１３８．９ｋｐ



道路協力団体活動概要（北陸地方整備局富山河川国道事務所管内）

法人等の名称：となみチューリップ街道実行委員会（平成２８年１２月２８日指定）

指定区間：国道156号 203ｋ81(富山県砺波市一番町)～205ｋ16(砺波市十年明) 延長：約1.35km

業務内容：（1号業務）植栽帯の清掃、除草、花植え、プランターの設置
（2号業務）看板の設置

①：花植え、除草、プランターの設置

②：看板の設置（交通安全の啓蒙、活動内容のＰＲ）

となみチューリップ街道実行委員会は平成５年に富山県砺波市にて設立。

植栽帯の清掃、除草、花植えのほか、花園町交差点等にてドライバー、住民の方に向けた交
通安全の啓蒙、活動内容をＰＲした看板を設置・管理。収益により道路の維持・管理を充実。

イメージ イメージ

【団体の概要、業務内容】

P

富山県

砺波市

活動箇所

P

指
定
区
間

業務②実施箇所

業務②実施箇所

業務①実施個所：指定区間と同じ 看板 看板

花園町交差点



花壇の植え替え（全区間）
及び

ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ（一部区間）

片町きらら

犀川大橋

ベンチの設置

犀川大橋の
ライトアップ

歩道清掃

道路協力団体活動概要（北陸地方整備局金沢河川国道事務所管内）

指
定
区
間

宮崎県

法人等の名称：金沢片町まちづくり会議（平成２８年１２月２８日指定）

指定区間：国道157号 0.87kp(石川県金沢市香林坊)～1.69ｋp(野町) ・延長：約0.82km

業務内容：（1号業務）歩道清掃、花壇の植え替え
（2号業務）犀川大橋のライトアップ、オープンカフェ、ベンチの設置

①：歩道清掃 、花壇の植え替え

②：犀川大橋のライトアップ、オープンカフェ、ベンチ設置

金沢片町まちづくり会議は、地元商店街や町会を中心に平成２５年に設立された。

歩道清掃・花の植え替え、犀川大橋のライトアップやベンチの設置などを行う。また、オープ
ンカフェを設置・管理し、収益により道路の維持・管理を充実。

イメージ

【団体の概要、業務内容】

活動場所

イメージ



道路協力団体活動概要（中部地方整備局静岡国道事務所管内）

法人等の名称：富士山朝霧高原景観管理協議会（平成２８年１２月２７日指定）

指定区間：国道139号 28ｋ400(静岡県富士宮市猪之頭)～36ｋ250(同市根原) ・延長：約3.5km

業務内容：（1号業務）歩道等の除草・清掃 （2号業務）食事施設・購買施設の設置(調整中)
（4号業務）集約案内サインの設置の研究(調整中) （5号業務）道路景観に関する普及啓発

富士山朝霧高原景観管理協議会は平成２６年に設置され、地元企業・区長等約２０名で構成。
世界文化遺産である富士山の道路景観維持を目的とした清掃活動・修景活動のほか、地域の特
産等を販売する食事施設、活動応援購買施設等の設置。収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

静岡県 富士宮市

活動位置

第１号業務 除草活動

第２号業務 食事施設・購買施設等の設置

購
買
施
設
等

第１号業務
除草・清掃
約800ｍ

山梨県県境

第２号業務
購買施設等
設置

第２号業務 食事・購
買施設等設置
第５号業務 普及啓発

第１号業務
除草・清掃
約800ｍ

国道１３９号

第１号業務
除草・清掃
約1,000ｍ

「猪之頭入口」信号交差点付近

←県立野外活動センター入口

第１号業務
除草・清掃
約100ｍ

第４号業務
集約案内サイ
ン研究

第１号業務
除草・清掃
約800ｍ

道の駅朝霧高原

【活動位置図】  

  
4

  
1

 

  
4

  
1

 

  

 

 139139

138138

469469

139139

対象地 

富士山 

静岡県富士宮市朝霧高原
国道139号

イメージ



道路協力団体活動概要（中部地方整備局紀勢国道事務所管内）

指
定
区
間
①

三重県

法人等の名称：特定非営利活動法人ア・ピース・オブ・コスモス（平成２８年１２月２７日指定）

指定区間：国道42号 204ｋ680(三重県北牟婁郡紀北町)～241ｋ050(尾鷲市) ・延長：約0.8km

業務内容：（1号業務）植栽帯の維持管理・清掃
（2号業務）食事施設等の設置（調整中）

業務①実施箇所

ＮＰＯ法人ア・ピース・オブ・コスモスは平成18年に法人化され、ＶＳＰなど様々な活動を実施。
植栽帯（アジサイ）の維持管理・清掃活動のほか、駐車帯において年4回程度、地元食材を
用いた食事の提供を実施予定。収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

駐車帯

P

紀北町・
尾鷲市

活動箇所

業務①実施箇所

業務①・②実施箇所

指
定
区
間
②

指
定
区
間
③

駐車帯

①：植栽帯の維持管理・清掃

②：食事施設等の設置

イメージ

食事施設
等の設置

紀北町

尾鷲市

紀北町

尾鷲市

イメージ



道路協力団体活動概要（近畿地方整備局奈良国道事務所管内）

法人等の名称：特定非営利活動法人 奈良好き人のつどい（平成２８年１２月２７日指定）

指定区間：国道24号 36k568(奈良市法華寺北町)～37k434(法華寺東町地先）・延長：約0.9km

業務内容：（1号業務）道路（歩道）の清掃・除草
（2号業務）ベンチ設置、花壇整備、物販、看板の設置

①：道路（歩道）の清掃・除草

②：ベンチ設置、花壇整備、物販、看板の設置

【団体の概要、業務内容】

奈良県

奈良市

指定区間
約0.9km

活動箇所

イメージ

看板

ベンチ花壇

イメージ

ＮＰＯ法人「奈良好き人のつどい」は平成21年1月に任意団体として設立され、平成22年3月に特定非営
利活動法人として認証。
歩道の清掃、除草活動のほか、地域と協働で実施する清掃活動に合わせた物販や企業名を載せた啓
発看板の設置を実施し、その収益によりベンチ及び花壇の設置、道路の維持・管理の充実を計画。

企業協賛広告
により収益

収益を充当して設置



道路協力団体活動概要（中国地方整備局岡山国道事務所管内）

法人等の名称：ユーサービス備前（平成２８年１２月２７日指定）

指定区間：国道2号 140ｋ450(備前市伊里中)～142ｋ320(備前市東片上) ・延長：約1.9km

業務内容：（1号業務）道路清掃、植樹帯の管理
（2号業務）広告塔の設置

業務②実施箇所

業務②実施箇所

①：道路清掃、植樹帯の管理

②：広告塔の設置

ユーサービス備前は平成18年に設立され、同年、岡山国道事務所とVSP協定を締結。

清掃活動・植樹帯の管理のほか、植樹帯やパーキングの壁面のスペースを利用し、広告塔
を設置・管理。地元窯元や企業からの広告料による収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

業務①実施個所(清掃）：指定区間と同じ

P

P 指定区間(紫）

活動箇所

業務①実施箇所
(植樹帯の管理）

300

300
奥行き420

630

240

420

イメージ イメージ

【現状】 　　　　　　【案】※イメージ

備前焼陶板をはる

備前焼陶板

台座付
モニュメント

パーキングの
壁面

びぜんし いりなか びぜんし ひがしかたかみ



道路協力団体活動概要（四国地方整備局徳島河川国道事務所管内）

法人等の名称：特定非営利活動法人新町川を守る会（平成２８年１２月２６日指定）

指定区間：国道192号 135ｋ823(徳島県徳島市南出来島町)～137ｋ367(徳島本町)・延長：約1.5km

業務内容：（1号業務）歩道等の除草・清掃活動、花植え活動
（2号業務）広告看板の設置

新町川を守る会は平成１１年から国道１９２号において、道路清掃活動等を実施。
広告看板の設置・管理により道路の良好な景観形成を目的とした花植え活動をPRするととも
に、活動に対する協賛団体からの収益（寄付）で、道路の維持管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

11

55

業務①実施箇所：指定区間と同じ
業務②実施箇所：指定区間と同じ

指定区間

192

①：歩道等の除草・清掃活動、花植え活動

②：広告看板設置（イメージ）

花植え活動

活動箇所



道路協力団体活動概要（四国地方整備局香川河川国道事務所管内）

法人等の名称：牟礼香川グリーンクラブ（平成２８年１２月２６日指定）

指定区間：国道11号 69ｋ780～69ｋ883(香川県高松市牟礼町)・延長：約0.1km

業務内容：（1号業務）歩道等の除草・清掃活動、花植え活動
（2号業務）物販施設の設置

牟礼香川グリーンクラブは、平成１３年から国道１１号において、道路清掃活動、花植え活動等を実施。

道の駅「源平の郷むれ」で行われる各種イベントに併せて、物販施設の設置管理を行い、その収益によ
り植栽帯の花植え等、道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

①：歩道等の除草・清掃活動、花植え活動

②：物販施設の設置

活動箇所

業務①実施箇所：指定区間と同じ
業務②実施箇所：指定区間と同じ

11

11

指定区間

活動箇所



道路協力団体活動概要（四国地方整備局香川河川国道事務所管内）

法人等の名称：屋島をよくする会（平成２８年１２月２６日指定）

指定区間：国道11号 74ｋ117～74ｋ321(香川県高松市高松町)・延長：約0.2km

業務内容：（1号業務）歩道等の除草・清掃活動、花植え活動
（2号業務）物販施設の設置

屋島をよくする会は、平成１３年から国道１１号において、歩道等の除草・清掃活動、草花植え等を実施。

近接する琴電古高松駅の利用者を対象として、通勤・通学時間帯限定とした物販施設の設置管理を行
い、その収益により、花植え活動等、道路の維持管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

①：歩道等の除草・清掃活動、花植え活動

②：物販施設の設置管理

業務①実施箇所：指定区間と同じ
業務②実施箇所：指定区間と同じ

指定区間

11

活動箇所



道路協力団体活動概要（四国地方整備局香川河川国道事務所管内）

法人等の名称：NPO法人四国の道路サポータクラブ（平成２８年１２月２６日指定）

指定区間：国道11号 80ｋ208～80ｋ299(香川県高松市番町)
国道30号 24k741～25ｋ000(香川県高松市玉藻町～寿町) ・延長：合計約0.35km

業務内容：（1号業務）歩道等の清掃活動、花植え活動
（2号業務）物販施設の設置、広告看板の設置

四国の道路サポータクラブは平成１７年から国道３０号における歩道等の清掃活動、花植え活動のほか、
四国の遍路みち普及に関するイベント等を実施。近接する観光地のイベントに併せた物販施設の設置
管理および、番町地下道での広告看板設置による収益で花植え活動等、道路の維持管理を充実。

①：歩道等の清掃活動、花植え活動

②：物販施設の設置、広告看板の設置（イメージ）

業務①実施箇所：指定区間と同じ

指定区間

11

11

30

活動箇所

30

【団体の概要、業務内容】

企業名等

業務②実施箇所

業務②実施箇所

番町地下道



道路協力団体活動概要（四国地方整備局松山河川国道事務所管内）

法人等の名称：泉川校区まちづくり連合自治会（平成２８年１２月２６日指定）

指定区間：国道11号 175ｋ567～178ｋ012(愛媛県新居浜市東田～西光地町)・延長：約2.4km

泉川校区まちづくり連合自治会は平成１８年から国道１１号において、道路清掃活動、花植え活動等を
実施。安全かつ円滑な道路の確保として、交通マナー標語等の広告看板を設置・管理。
広告の収益により、新たに樹木選定業務を行う等、道路の維持管理を充実。

①：歩道、植栽帯の清掃、除草、植栽帯の花植え

②：広告看板の設置（イメージ）

業務内容：（1号業務）歩道等の除草・清掃活動、花植え活動、樹木剪定
（2号業務）広告看板の設置

看板

分離帯分離帯 表
企業名

交通マナー標語等

指定区間

業務①実施箇所：指定区間と同じ
業務②実施箇所：指定区間と同じ

活動箇所

11

11
11

【団体の概要、業務内容】



一般財団法人日本デジタル道路地図協会の
データベースを使用

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）を
複製したものである（承認番号平26情複、第76号）

法人等の名称：内海名勝会（平成２９年１２月２５日指定）

指定区間：国道56号 168ｋ670～170ｋ550(愛媛県南宇和郡愛南町柏地先)・延長：約1.9km

内海名勝会は平成24年から国道56号において、道路清掃活動を実施。
広告看板の設置・管理により道路の清掃活動をPRするとともに、活動に対する協賛団体からの収益（寄付）で、
道路の維持管理を従事湯予定

業務内容：（1号業務）道路の除草・清掃、植栽維持活動
（2号業務）広告看板の設置

至四万十市

至松山市

指定区間

業務①実施箇所：指定区間と同じ
業務②実施箇所：津島道路接続部西側緑地帯

業務②実施箇所

活動箇所

【団体の概要、業務内容】

①：道路の除草・清掃活動、植栽維持活動

②：広告看板設置イメージ

法面清掃 除草活動

至松山市

至四万十市

広告看板

道路協力団体活動概要（四国地方整備局大洲河川国道事務所管内）



道路協力団体活動概要（九州地方整備局福岡国道事務所管内）

法人等の名称：けやき通り発展期成会（平成２８年１２月２６日指定）

指定区間：国道202号 2ｋ920(福岡県福岡市中央区警固)～3k720(福岡市中央区赤坂) ・延長：約0.8km

業務内容：（1号業務）清掃活動、花植
（2号業務）街路灯への広告旗設置

①：清掃活動、花植

②：街路灯への案内旗設置

けやき通り発展期成会は平成５年に設置され、２１団体で構成。

歩道清掃のほか植栽帯の花植、管理を実施。街路灯に地域イベントの広告旗を設置し収入
を得る。収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

業務①②実施個所：指定区間と同じ

警固
交差点

赤坂3丁目
交差点

福岡県

福岡市

：申請箇所

指定区間

福岡天神駅
博多駅

案内旗→

イメージ



道路協力団体活動概要（九州地方整備局長崎河川国道事務所管内）

法人等の名称：ＮＰＯ道守長崎（平成２８年１２月２６日指定）

指定区間：国道57号 213ｋ100(長崎県雲仙市小浜町北本町南湯ノ崎)～214ｋ700(小浜町北野) ・延長：約0.7km

業務内容：（1号業務）道路清掃、植栽帯の清掃、除草、花植
（2号業務）植栽ポットの設置

①：道路清掃、植栽帯の清掃、除草、花植

②：植栽ポットの設置

ＮＰＯ 道守長崎は平成２１年に設置され、団体会員5団体、個人会員32名で構成。

道路清掃、植栽帯の清掃、除草、花植のほか、植栽帯に植栽ポットを設置・管理。植栽ポット
でジャカランダの苗を育て販売。収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

長崎県

雲仙市

申請箇所

指
定
区
間

業務①実施個所：指定区間と同じ

業務②実施個所

イメージ

植栽ポット
（ジャカランダ）



道路協力団体活動概要（九州地方整備局大分河川国道事務所管内）

法人等の名称：道守大分会議（平成２８年１２月２６日指定）

指定区間：国道10号 130ｋ300(大分県大分市神崎)～26ｋ500(大分市神崎) ・延長：約1.0km

業務内容：（1号業務）道路清掃、道路愛護等の啓発活動
（2号業務）啓発看板の設置

①：道路清掃、道路愛護等の啓発活動

②：啓発看板の設置

道守大分会議は平成１６年に設置され、１３５団体（個人も含む）で構成。

道路清掃のほか道路愛護等の啓発活動を実施。スポンサー名を入れた啓発看板を設置し
収益を得る。収益により道路の維持・管理を充実。

【団体の概要、業務内容】

指定区間

イメージ

イメージ業務①②実施個所：指定区間と同じ

大分市

活動箇所

大分県

啓発看板



道路協力団体活動概要（九州地方整備局宮崎河川国道事務所管内）

指
定
区
間

宮崎県

宮崎市

活動箇所

法人等の名称：日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会（平成２８年１２月２６日指定）

指定区間：国道220号 25ｋ770(宮崎県宮崎市内海)～26ｋ500(日南市伊比井) ・延長：約0.7km

業務内容：（1号業務）雑草除去、雑木除伐、修景木の維持管理
（2号業務）ベンチ、サイクルハンガー、自販機の設置、露店販売

業務②実施箇所

業務②実施箇所

①：雑草除去 、雑木除伐 、修景木の維持管理

②：ベンチ、サイクルハンガー、自販機の設置、露店販売

日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会は平成18年に設置され、45団体で構成。

清掃活動・修景活動のほか、いるか岬とるぱ等にてサイクリストを対象としたベンチ、サイク
ルハンガー、自販機、露店等の利便施設を設置・管理。収益により道路の維持・管理を充実。

自
販
機

イメージ イメージ

自
販
機

サイクル
ハンガーベンチ

【団体の概要、業務内容】

いるか岬とるぱ

業務①実施個所：指定区間と同じ

P

P


