
９月末時点で，当事務所管内ではスマイルロード６８団体，スマイルリバー２２団体，スマイルビーチ

７団体，ふれあいパーク１団体の計９８団体がサポーターとして環境美化運動を実施しています。

今回，令和４年４月から８月までの期間において，沢山のサポー

ターが当事務所管内の各地区で活動されておりますので，皆様へ

ご紹介します。

スマイルロードサポーター
スマイルリバーサポーター
スマイルビーチサポーター
ふれあいパークサポーター

株式会社ワークス

泰栄測量設計株式会社

活動地区：石巻市穀町～立町
活動日：5月21日
路線名：国道398号

（主）石巻停車場線
区 間：５９０m
活動内容：清掃作業
参加人数：１２人
☺今回の活動を踏まえ、次をより良い
活動にしたいと思います。

活動地区：石巻市渡波町～宇田川町
活動日：5月7日，7月30日
路線名：国道３９８号
区 間：延べ９２０m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ１０人
☺ 今後も地域の美化に貢献できるよう，
清掃活動に取り組んで参ります。

活動地区：東松島市大曲～矢本
活動日：4月30日
河川名：二級河川定川水系南北上運河
区 間：６６０m
活動内容：清掃作業
参加人数：１１人
☺ 当日は好天に恵まれ，清掃日和で
した。引き続き河川美化に取り組んで
まいります。

８月までに，新しくスマイル

ロード８団体，スマイルリバー

４団体の計１２団体がサポー

ターに加わり，活動が始まっ

ています。そのうち８団体より

活動報告がありましたので，

ご紹介します。

活動地区：石巻市桃生町新田～給人町

活動日：6月4日，8月19日
路線名：（主）河南米山線
区 間：延べ 1,000m
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：延べ１２人
☺ 今後も地域の美化活動に努めて参
ります。

株式会社新晃測量

活動地区：東松島市赤井
活動日：7月5日
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：５５０m
活動内容：清掃作業
参加人数：５人
☺ 小学校前通学路とあって，子供た
ちの安全を考慮しながら地域の美化の
為に清掃活動を行っています。

有限会社晴

株式会社千葉測量技研

１２団体への

認定証交付
式は当所ホ
ームページ
をご覧くださ
い。
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国土交通省では，毎年７月を「河川愛護月間」「海岸愛護月間」，８月を「道路ふれあい

月間」と定め，環境美化運動を実施しております。

愛護月間中に活動したスマイルサポーター３４

団体から報告がありましたので，ご紹介します。

活動地区：東松島市矢本～小松
活動日：8月1日,6日,7日 ほか７日間
路線名：（主）矢本河南線
区 間：延べ12,800m
活動内容：施肥・植栽・摘花・散水・除草

参加人数：延べ764人
☺ ６月１２日に植栽したサルビアも順
調に生育し，８月末に咲き揃うよう一斉
に摘花作業を行い，沿道を彩っていま
す。引き続き，地域住民のコミュニティ
活動として管理作業を行います。

矢本西コミュニティ協議会
上街道フラワーアベニュー部会

活動地区：東松島市大塩～中沢，山崎

活動日：8月2日,27日,29日 ほか３日間

路線名：（一）河南鳴瀬線
区 間：延べ312m
活動内容：植栽・除草・清掃作業
参加人数：延べ60人
☺ 大塩小学校前は交通量が多く，行
き交う人に気持ち良く走行してもらうよ
う，花の植栽，除草，ゴミ拾いを各自治
体が当番を決めて管理しています。

東松島市大塩自治協議会

活動地区：石巻市蛇田～須江
活動日：8月26日
路線名： （主）石巻鹿島台色麻線
区 間：７５０m
活動内容：清掃作業（ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ含む）
参加人数：７人
☺今後も清掃活動を継続して地域の
環境美化に貢献していきます。

丸岩建設株式会社

活動地区：石巻市馬鞍
活動日：7月30日
河川名：一級河川北上川水系馬鞍川
区 間：1,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：１７人
☺ 今後も継続して，活動に参加し，地
元の環境美化に協力していきます。

活動地区：石巻市須江
活動日：8月10日
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：1,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：５人
☺ 綺麗な道路になるように次回も活動
したいと思います。

有限会社広建 ヤマヨシ髙橋組株式会社

活動地区：石巻市南境～大瓜，石巻
市真野～沢田

活動日：8月1日,3日,7日,11日,17日
路線名：国道３９８号，(一)稲井沢田線

区 間：延べ6,900m
活動内容：花植栽地の除草作業等
参加人数：延べ15人
☺ 朝，ゴミを拾ってもすぐに捨てられ
る。今年の夏は特に暑かったので，花
の手入れが難しい。雑草がやっかい。
何があっても，笑顔で活動しています。

老人クラブふれあい桜
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名 称 活動地区 活動日 路線名 区 間 活動内容 参加人数

石巻市美園町内会 美園～南境 8月4日 ほか3日間 国道３９８号 延べ1,200m 清掃・除草作業 延べ8人

株式会社石の友わ 石巻市大瓜 5月,7月,8月 （主）石巻河北線 延べ450m 除草作業 延べ4人



扇屋商事株式会社
パラディソ石巻元倉店

活動地区：石巻市元倉
活動日：8月9日,19日,29日ほか１１日間

路線名：（主）石巻河北線
区 間：延べ1,890m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ５５人
☺ 綺麗な街並みづくりに少しでも貢献
できるよう今後も活動して参ります。

活動地区：石巻市小船越
活動日：8月11日
路線名：（一）神取河北線
区 間：1,500m
活動内容：清掃作業
参加人数：８人
☺細かく見て歩くとゴミの多さに驚き
ました。堤防が綺麗になり，地域の
方々に喜んで頂けると嬉しいです。

株式会社北衛建設

活動地区：東松島市大塩
活動日：8月1日 ほか４日間
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：延べ6,000m
活動内容：清掃作業，花壇整備
参加人数：延べ７９人
☺ 今後も美化活動を通して地域に貢
献して参ります。

株式会社木村土建・株式会社クレ
アールキムラ及び協力会（浩友会）

活動地区：東松島市矢本
活動日：8月5日
路線名：（一）石巻工業港矢本線
区 間：700m
活動内容：清掃作業
参加人数：８人
☺ 朝一で施工現場に行く従業員が
いるので，いつもより１時間早く清掃活
動を行いました。

株式会社千葉工務店

活動地区：石巻市貞山
活動日：7月24日 ほか２日間
河川名：二級河川定川水系北北上運河
区 間：延べ3,600m
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：延べ６８人
☺ 6月25日は「すばらしい北北上運河
沿線の自然環境を守る協議会」と協同
で作業を行いました。

活動地区：石巻市北村
活動日：8月7日，8月29日 ほか５日間
路線名：（一）河南南郷線
区 間：延べ8,000m
活動内容：清掃・除草作業等
参加人数：延べ１０３人
☺私達の集落では，「私達が住む地域
は，できる限り私達の力で維持管理を
！」を基本に活動しています。

石巻市朝日行政区 貞山町内会
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名 称 活動地区 活動日 路線名 区 間 活動内容 参加人数

東松島市北赤井地区
フラワーロード推進委員会

東松島市赤井
8月7日 ほか3日間 （主）石巻鹿島台色麻線

延べ4,800m
＋上区地区全域

植栽，肥料散布，
除草，清掃

延べ20人
+区民全戸

☺ 草が多めのところには缶・ビン・ビニール袋などが多く捨てられていました。まめに除草が出来かねています。

牡鹿半島ネットワーク
協議会

石巻市渡波町
～鮎川浜

8月6日 ほか2日間 （主）石巻鮎川線 28500mの一部 清掃作業 延べ211人

☺ 今後もよろしくお願いします。

イオン東北株式会社 石巻市蛇田

8月8日～11日
ほか12日間

（主）石巻鹿島台色麻線 延べ1,500m 清掃作業 延べ797人

☺ 自店周辺が中心ではありますが，毎月，清掃に励んでいます。

株式会社マルテック 石巻市須江 8月5日 ほか2日間 （一）河南石巻港インター線 延べ3,000m 清掃作業 延べ19人

ＤＣＭホーマック株式会社
スーパーデポ石巻蛇田店

石巻市蛇田
5月,8月 （主）石巻鹿島台色麻線 延べ600m 清掃・除草作業 延べ27人

☺ コロナ禍のため，人数や活動日を分散して実施しました。



活動地区：東松島市小松
活動日：8月31日 ほか１日間
路線名：（主）矢本河南線
区 間：延べ1,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ１４人
☺ 道路の清掃活動を行いました。

株式会社東北リアライズ

活動地区：東松島市赤井
活動日：8月10日 ほか１日間
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：延べ3,200ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ１３人
☺ これからも引き続き美化活動に尽
力して参ります。

齋藤工業株式会社

活動地区：石巻市蛇田
活動日：8月4日 ほか２日間
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：延べ1,950ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ２０人
☺ 美しい街づくりに尽力して参ります。

黒須産業株式会社

活動地区：石巻市中浦
活動日：8月6日 ほか４日間
路線名： 国道３９８号
区 間：延べ1,000m
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：延べ２６人
☺ 厳しい暑さにも負けず，地域への社
会貢献に尽力します。

拓建技術株式会社

活動地区：東松島市大塚～新東名
活動日：8月12日
路線名：（主）奥松島松島公園線
区 間：1,200m
活動内容：清掃作業
参加人数：８人
☺ SDGsに取り組みながら，キレイな町
にしていきます！

株式会社ゴトウ建設工業 山下設備工業株式会社

活動地区：石巻市清水町～穀町
活動日：8月6日 ほか１日間
路線名：国道３９８号
区 間：延べ1,000ｍ
活動内容：清掃，除草作業
参加人数：４４人
☺ 今後も地域の清掃活動を通じて，
社会貢献を続けていきたいです。

活動地区：東松島市赤井
活動日：7月12日
河川名：二級河川定川水系定川
区 間：600ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：５人
☺ 今後も地域貢献活動の一環として
会社全体で取り組んでいきます。

株式会社エスディ佐藤電気

活動地区：石巻市門脇
活動日：7月15日 ほか１日間
河川名：二級河川定川水系北北上運河
区 間：延べ1,300ｍ
活動内容：除草作業
参加人数：延べ１２人
☺ 運河の景観美化と道路保全を通年
で実施し，地域に貢献していきたい。

大正建設株式会社
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有限会社山神組

活動地区：石巻市小船越
活動日：8月12日 ほか１日間
路線名：（一）神取河北線
区 間：延べ700m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ１４人

株式会社丸本組

活動地区：石巻市蛇田
活動日：8月6日
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：250m
活動内容：清掃作業
参加人数：１５人

株式会社西條設計コンサルタント

活動地区：石巻市桃生町中津山
活動日：8月10日 ほか６日間
路線名：（主）河南米山線
区 間：延べ2,450m
活動内容：花植え，花壇の除草等
参加人数：延べ６５人

活動地区：女川町出島
活動日：8月24日
路線名：（一）出島線
区 間：2,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：５人

佐藤工業株式会社

活動地区：石巻市小船越
活動日：8月6日 ほか２日間
路線名：（一）神取河北線
区 間：延べ1,800ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：８３人

株式会社武山興業

活動地区：東松島市小野～高松
活動日：8月29日 ほか２日間
路線名：（一）鳴瀬南郷線
区 間：延べ3,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ２６人

株式会社センショウ・テック．

活動地区：東松島市大塩
活動日：7月3日 ほか２日間
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線ほか
区 間：延べ3,500m
活動内容：清掃作業，彼岸花管理等
参加人数：延べ３３人
☺ 6月26日に清掃活動をした際，特に
ゴミが多かったところを7月3日に再度
清掃を行いました。

塩入シニアの会

活動地区：石巻市中里
活動日：6月5日
河川名：二級河川定川水系北北上運河
区 間：500ｍ
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：６５人
☺ 毎年５月から９月に子供達も参加し
堤防を清掃しています。活動を通じて
町内コミュニティの交流も図っています。

中里第一町内会ここまで紹介してきた他に

も沢山のサポーターが，４月

から８月までの期間において

活動し，報告がありましたの

で，ご紹介します。
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株式会社橋本道路 奥田建設株式会社

活動地区：東松島市大塚
活動日：8月6日
海岸名：東名地先海岸
区 間：1,000ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：１０人
☺ ゴミが増えることが予想されるため，
毎年海水浴シーズンに第１回目の活
動を行っております。

活動地区：東松島市矢本
活動日：4月28日，5月30日
公園名：矢本海浜緑地公園
区 域：駐車場及び広場付近
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ６人
☺ 公園を利用される方に楽しく使って
頂けるように，これからも美化活動に貢
献していきます。

活動地区：石巻市真野
活動日：8月7日
河川名：一級河川北上川水系内の原川
区 間：1,000m
活動内容：清掃（ガードレール含む）・

除草作業
参加人数：８８人
☺ 行政区内の除草作業に加え，今回
初めてガードレール清掃を行いました。

真野内原行政区

活動地区：石巻市門脇
活動日：4月24日
河川名：二級河川定川水系北北上運河
区 間：1,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：８０人

石巻市上釜町内会

活動地区：東松島市野蒜～大塚
活動日：6月25日
河川名：一級河川鳴瀬川水系 東名運河

及び野蒜海水浴場
活動内容：清掃作業
参加人数：２２人

野蒜まちづくり協議会

活動地区：石巻市渡波
活動日：6月25日
海岸名：長浜地先海岸
区 間：200ｍ
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：２９人
☺ ３回目の活動となり，よりスムーズ
に実施出来ました。ゴミ，草の量は以
前より減少しているように感じました。

活動地区：石巻市大橋
活動日：5月21日
路線名：（主）石巻河北線
区 間：600m
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：２７人
☺ 天気が良く清掃日和。思った以上に
草が生えており大変でしたが，終わった
後は清々しく気持ち良かったです。

活動地区：石巻市魚町
活動日：6月4日
路線名：（一）石巻女川線
区 間：400m
活動内容：清掃作業
参加人数：４４人
☺ゴミが極端に減りませんが，活動に
よる美観の再生とともに，私たちの気
持ちもリフレッシュしています。

北上電設工業株式会社 宮城ヤンマー株式会社 株式会社アイ・ケー・エス
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活動地区：石巻市須江
活動日：5月20日
路線名：（一）河南石巻港インター線
区 間：1,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：８人
☺ 今後も活動を継続し，地域の美化
活動に尽力致します。

株式会社協和産業

活動地区：東松島市浜市
活動日：8月27日 ほか２日間
河川名：一級河川鳴瀬川水系北上運河
区 間：延べ1,800m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ６６人
☺ 天候にも恵まれ，毎月活動できまし
た。後半も引き続き実施していきたい。

トミー・トランスポーター株式会社

活動地区：東松島市高松
活動日：5月28日，7月30日
路線名：（一）河南鳴瀬線
区 間：延べ2,600m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ３１人
☺天候にも恵まれ，毎月活動できまし
た。後半も引き続き実施していきたい。

活動地区：石巻市沢田
活動日：6月11日
路線名：（一）稲井沢田線
区 間：800ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：７人
☺ 今回は投棄された袋を沢山回収し
ました。次回も美化に貢献します。

有限会社ヤマト電設

活動地区：石巻市大街道東～雲雀野
活動日：4月4日，6月29日
路線名：（一）石巻女川線
区 間：延べ4,600m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ１９人
☺ 計画的に清掃作業を行い，地域の
環境美化に貢献してまいります。

鹿島道路株式会社石巻出張所

活動地区：東松島市赤井
活動日：5月17日
路線名：（一）石巻港インター線

（一）河南石巻港インター線
区 間：1,400ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：１１人
☺今年も石巻地域の環境美化に微力
ながら対応させて頂きます。

昱機電株式会社

活動地区：石巻市中里～清水町
活動日：5月21日
河川名：二級河川定川水系北北上運河
区 間：600ｍ
活動内容：清掃作業
参加人数：１４人
☺ 清掃日和でした。

若生工業株式会社

活動地区：石巻市雄勝町雄勝
活動日：6月8日 ほか３日間
路線名：国道３９８号
区 間：延べ2,000m
活動内容：清掃作業
参加人数：延べ１６人

株式会社ＩＨＩインフラ建設東北支店

トミー・トランスポーター株式会社
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活動地区：石巻市桃生町太田
活動日：4月28日
河川名：一級河川北上川水系 古川
区 間：1,000ｍ
活動内容：清掃・除草作業
参加人数：８人
☺ 今後も取り組んでいきたい。

桃建工業株式会社

活動地区：石巻市鹿又～須江
活動日：5月30日
路線名：(一)鹿又広渕線
区 間：4,800m
活動内容：清掃作業
参加人数：７人

活動地区：石巻市双葉町～大街道東

活動日：6月10日
路線名：（一）石巻女川線
区 間：300m
活動内容：清掃作業
参加人数：１０人

株式会社生出興業豊和建設株式会社

活動地区：東松島市矢本
活動日：8月5日
河川名：一級河川鳴瀬川水系北上運河
区 間：1,400ｍ
活動内容：除草，施肥（桜苗木）作業
参加人数：６人

株式会社丹勝

活動地区：東松島市赤井
活動日：7月23日
路線名：（主）石巻鹿島台色麻線
区 間：500m
活動内容：清掃作業
参加人数：７人
☺ 活動を事故無く終了いたしました。

株式会社ネクスト

活動地区：東松島市矢本
活動日：7月30日 ほか２日間
路線名：（一）大塩小野停車場線
区 間：延べ2,226m
活動内容：清掃・緑化作業
参加人数：延べ１６人
☺熱中症に気を付けて活動しています。

株式会社和建設

今年も暑い日が続きました。新型コロナ感染症対策と熱中症対策を講じながらの活動，

本当にお疲れ様でした。今後も地域の美化活動にご尽力いただきますようお願いします。

これからもサポーターの皆さんの活動状況を随時，紹介して参ります。
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名 称 活動地区 活動日 路線・河川名 区 間 活動内容 参加人数

奥松島観光
ボランティアの会

東松島市宮戸

5月22日，5月29日 （主）奥松島松島公園線 延べ1,500m 除草，施肥 延べ１７人

☺ 会員に高齢者が多く，作業も大変になってきているが，皆で頑張っています。

ＪＦＥエンジニアリング
株式会社東北支店

石巻市大瓜

5月25日 一級河川北上川水系金沢川 300m 清掃作業 ５人

☺ 天気も良く清掃日和でした！


