
「静岡市道路サポーター」認定団体一覧 （令和5年2月現在）

葵区 駿河区 清水区

1 つつじ通り 花いっぱい運動の会 愛護 H18.12.1 ○ 静岡環状線

2 三井化学エムシー株式会社・ジャパンコンポジット株式会社 企業 H18.12.1 ○ 駒越富士見線

3 住みよい東新田にする会 愛護 H18.12.1 ○ 駿河区東新田一丁目～五丁目

4 株式会社江崎新聞店 企業 H18.12.1 ○ ○ 葵区、駿河区全域

5 唐瀬街道まちかど隊 愛護 H18.12.1 ○ 千代田麻機線

6 吉野町町内会 自治会 H18.12.1 ○ 葵区吉野町全域

7 株式会社日本ロードライン 企業 H19.3.14 ○ ○ 葵区、駿河区全域

8 株式会社イワタ 企業 H19.3.14 ○ 袖師村松線

9 株式会社ジーベック 企業 H19.6.5 ○ 千代田麻機線

10 ニッケーコー自然委員会 企業 H19.10.22 ○ 丸子新田広野三丁目線

11 八坂北ボランティア　さつき会 愛護 H19.11.20 ○ 清水区八坂北町

12 美和地域青少年健全育成会（環境美化委員会）   愛護 H19.12.3 ○ 葵区与左衛門新田

13 株式会社巴川製紙所 清水事業所 企業 H20.1.25 ○ 清水区入江一丁目

14 広瀬自治会 自治会 H20.1.25 ○ 清水区広瀬

15 日本エルダルト 企業 H20.4.1 ○ 安倍川左岸水道町田町堤線

16 新間自治会運営委員会 自治会 H20.7.1 ○ 葵区新間

17 TOMOEGAWA 企業 H20.8.1 ○ 用宗停車場丸子線外

18 2組前花の会 愛護 H20.9.1 ○ 若松町地内三角ポケットパーク

19 昭和建設株式会社 企業 H20.9.1 ○ 駿河区水上

20 高松宮竹花と緑の会 自治会 H20.9.1 ○ 高松宮竹９号線（宮竹多目的広場）

21 静岡・海辺づくりの会 愛護 H20.11.4 ○ 静岡清水自転車道線

22 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 静岡支店 企業 H21.5.1 ○ 春日一・二丁目線外

23 仲浜町自治会 自治会 H21.6.1 ○ 国道１４９号外

24 株式会社眞殿建設 企業 H21.7.1 ○ 静岡清水線

25 有限会社テクノ・エム 企業 H21.7.1 ○ 大和町梅ケ谷線

26 ツカサ設備株式会社 企業 H21.10.14 ○ 丸子芹が谷線

27 玉野総合コンサルタント株式会社 静岡支店 企業 H21.11.5 ○ 東静岡北口環状線外

28 にしな倶楽部 愛護 H21.12.3 ○ 平山草薙停車場線

29 ジャンボエンチョー 静岡店 企業 H22.2.2 ○ 静岡環状線

30 中部ロードテック株式会社 企業 H22.4.30 ○ 中島土地区画９号線外

31 株式会社　エイデン 企業 H22.6.10 ○ 柳町１号線外

32 メタウォーター株式会社 静岡営業所 企業 H22.6.10 ○ 中島南安倍線

33 株式会社安藤・間　静岡支店 企業 H22.7.28 ○ 追手町音羽町線外

34 南瀬名町自治会 自治会 H22.9.27 ○ 瀬名６号線外

35 株式会社フジヤマ 静岡支店 企業 H22.11.30 ○ 静岡環状線外

36 横内町内会 愛護 H23.2.22 ○ 静岡清水線

37 株式会社アースシフト 企業 H23.4.28 ○ 葵区山崎二丁目

38 富士電機株式会社　静岡営業所 企業 H23.6.6 ○ 御幸町東町線外

39 三保・つるの会 愛護 H23.7.6 ○ 本村海岸１７号線

40 上力町交差点花壇育成会 愛護 H23.7.21 ○ 駒越富士見線

41 三光町花の会 愛護 H23.9.15 ○ 清水区三光町

42 株式会社市川工建 企業 H23.9.15 ○ 藤枝静岡線

43 トヨタ部品静岡共販株式会社 静岡営業所 企業 H23.10.24 ○ 静岡草薙清水線外

44 恵美シニアクラブ 愛護 H23.10.31 ○ 静岡下島線

45 三菱電機株式会社静岡製作所 班長自主研修会 企業 H23.10.31 ○ 宮前大谷線外

46 静和工業株式会社 企業 H24.4.12 ○ 宝台院下島線

47 カゴメ株式会社名古屋支店静岡営業所 企業 H24.4.18 ○ 丸子池田線

48 チームつながり 愛護 H24.4.18 ○ 国道１４９号外

49 公南建設株式会社 企業 H24.4.19 ○ 袖師村松線

50 服部エンジニア株式会社 企業 H24.4.27 ○ 静岡環状線

No 団体名 種別 協定日
活動地区

活動区域



「静岡市道路サポーター」認定団体一覧 （令和5年2月現在）

葵区 駿河区 清水区
No 団体名 種別 協定日

活動地区
活動区域

51 三和建商株式会社 企業 H24.5.11 ○ 流通センター１号線外

52 草薙の輪プロジェクト 愛護 H24.6.11 ○ 草薙駅通３号線外

53 株式会社建設コンサルタントセンター 企業 H24.7.23 ○ 七ツ新屋楠新田線外

54 株式会社髙山新聞店 企業 H24.8.3 ○ 葵区全域

55 昭和設計株式会社 企業 H24.8.24 ○ 太田町大岩線外

56 株式会社静岡安全施設 企業 H24.12.18 ○ 静岡清水線外

57 久保田塗装株式会社 静岡支店 企業 H25.4.5 ○ 山手線外

58 茂畑自治会 自治会 H25.4.30 ○ 茂畑横砂線外

59 大浜の会 愛護 H25.4.30 ○ 中島西島下島線外

60 高部まちづくりの会 愛護 H25.6.20 ○ 山原大内東名側道線

61 パシフィックコンサルタンツ株式会社 静岡事務所 企業 H25.7.2 ○ ○ 静岡環状線

62 株式会社トップエンジニア 企業 H25.7.19 ○ 中島６号線外

63 ローレル東千代田店 企業 H25.8.7 ○ 上土猪ノ子田１号線

64 大和ハウス工業株式会社 企業 H25.8.26 ○ ○ ○ 開発事業用地周辺

65 静岡ろうきん本店・静岡中央支店運営委員会 企業 H25.8.26 ○ ○ 東静岡南口駅前線

66 国立研究開発法人森林研究・整備機構　森林整備センター　静岡水源林整備事務所 企業 H25.9.6 ○ 追手町音羽町線

67 不二総合コンサルタント株式会社 静岡支店 企業 H25.9.6 ○ 丸子池田線

68 登呂二丁目社会福祉協議会 愛護 H25.11.13 ○ 高松日出線外

69 静岡菱友会 企業 H25.11.28 ○ 葵区紺屋町

70 福美建設株式会社 静岡事務所 企業 H26.4.11 ○ 大浜街道線外

71 宮城設備株式会社 企業 H26.4.25 ○ 石川新町押切東名側道線外

72 昭和コンクリート工業株式会社 企業 H26.7.9 ○ 藤枝静岡線外

73 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所 企業 H26.7.22 ○ 井川湖御幸線外

74 第一建設株式会社グループ 企業 H26.9.18 ○ 清閑町田町線

75 千代田二丁目町内会 自治会 H26.11.10 ○ 市立高校前１号線

76 ドコモＣＳ東海 静岡支店 企業 H26.12.24 ○ 東静岡北口環状線外

77 東亜工業株式会社 企業 H27.6.25 ○ 国道１５０号

78 中島花壇の会 愛護 H27.7.15 ○ 国道１５０号

79 駿河緑地造成株式会社 企業 H27.7.15 ○ 月見町神田町線

80 マークス・フラワーチーム 愛護 H27.8.10 ○ 東静岡南口駅前線外

81 株式会社建設技術研究所　静岡事務所 企業 H27.8.11 ○ 呉服町通線

82 草薙東自治会　花の会 自治会 H27.8.11 ○ 草薙楠１号線

83 フラワーズ 愛護 H27.8.24 ○ 富士見台高松線

84 長田北小学校PTA 学校 H27.8.25 ○ 手越向敷地１号線

85 みかど睦会 愛護 H27.9.3 ○ 静岡草薙清水線

86 光陽エンジニアリング株式会社 企業 H28.4.27 ○ 東新田下川原線

87 木下造園株式会社 企業 H28.4.28 ○ 清水区宮加三外

88 静菱テクニカ株式会社 企業 H28.5.26 ○ 駿河区小鹿二丁目

89 有限会社　甲子庭園 企業 H28.5.26 ○ 葵区吉津外

90 静岡英和女学院中学校・高等学校 学校 H28.7.22 ○ 葵区西草深町

91 株式会社　サカエ 企業 H28.9.7 ○ 西門町新富町線

92 応用地質株式会社　静岡支店 企業 H28.12.12 ○ 駿河区津島町

93 国際航業株式会社静岡支店 企業 H28.12.15 ○ 葵区栄町

94 株式会社　パスコ　静岡支店 企業 H29.4.3 ○ 静岡下島線外

95 株式会社　ティービー 企業 H29.5.9 ○ 青葉通線外

96 リコージャパン株式会社　静岡支社 企業 H29.5.23 ○ 駿河区さつき町外

97 リコージャパン株式会社　静岡事業所 企業 H29.5.23 ○ 葵区日出町

98 アプリイ沓谷 企業 H29.6.12 ○ 山脇大谷線外

99 八幡ガス灯通り八幡２区 愛護 H29.6.19 ○ 高松日出線

100 清沢地区自治会連合会（交通安全協会） 自治会 H29.8.4 ○ 国道３６２号外
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101 小瀬戸　花いっぱいの会 愛護 H29.8.23 ○ 奈良間手越線

102 第２丸子花と緑の会 愛護 H29.8.29 ○ 藤枝静岡線

103 大日本コンサルタント株式会社　静岡営業所 企業 H29.9.29 ○ 昭和町鷹匠町一丁目線

104 株式会社長大　静岡事務所 企業 H29.10.31 ○ 御幸町鷹匠町２号線

105 株式会社日本地理コンサルタント 企業 H29.11.20 ○ 山脇大谷線外

106 静鉄建設株式会社 企業 H30.4.27 ○ 葵区末広町～神明町

107 三建工業株式会社 企業 H30.5.18 ○ 駿河区下川原一丁目

108 髙橋建設株式会社 企業 H30.5.21 ○ 駒越富士見線外

109 イハラ建成工業株式会社 企業 H30.6.1 ○ 一里山長崎２号線

110 かたらいの小径サポーターの会 愛護 H30.6.12 ○ 葵区竜南一丁目

111 株式会社小林土木緑化 企業 H30.6.18 ○ 駿河区池田

112 南條工業株式会社 企業 H30.7.5 ○ 中田西脇１号線

113 静岡塾ＳＫ株式会社 企業 H30.7.27 ○ 葵区西草深町～東草深町

114 あいネットおもてなしサポーター 企業 H30.8.17 ○ 駿河区新川二丁目

115 八幡ガス灯通り八幡１区 自治会 H30.9.19 ○ 静岡環状線

116 なみきサポート 愛護 H30.10.18 ○ 平山草薙停車場線

117 VM静岡 愛護 H31.2.18 ○ 両替町通線

118 学校法人　星美学園　　静岡サレジオ幼稚園 学校 R1.5.29 ○ 新幹線側道中之郷２号線

119 御幸町町内会 自治会 R1.5.30 ○ （主）井川湖御幸線

120 東芝インフラシステムズ株式会社　静岡支店 企業 R1.7.11 ○ 追手町音羽町線、城内１号線

121 千代田東小学校のサポートの会 愛護 R1.9.26 ○ 葵区川合３丁目４番周辺

122 アジア航測株式会社　静岡支店 企業 R1.12.11 ○ 駿河区中田一丁目、二丁目

123 第一生命保険株式会社　清水営業オフィス 企業 R2.6.22 ○ JR清水駅西口ロータリー周辺

124 大東建託株式会社　静岡支店 企業 R2.7.6 ○ 駿河区東静岡二丁目地内

125 グリーンアドバンス静岡 愛護 R2.8.31 ○ JR清水駅前江尻口周辺外

126 学校法人　静岡医療学園 学校 R2.10.16 ○ 寺田鎌田土地区画32号線外

127 株式会社　佐藤興商 企業 R2.10.16 ○ 葵区全域

128 日本工営株式会社　静岡事務所 企業 R3.1.15 ○ 柚木栗原旧東海道線外

129 産女　産寿会 愛護 R3.5.25 ○ 産女木工団地１号線

130 大東建託株式会社　静岡東支店 企業 R3.7.15 ○ 辻一丁目7号線、8号線

131 田町四丁目自治会 自治会 R3.7.19 ○ 橘田町線（田町公園南側歩道）

132 QHC道路サポータークラブ 愛護 R3.10.18 ○ 上原旧東海道線外

133 公認松下まさひろ商店 愛護 R3.10.18 ○ 東静岡南口環状線外

134 ヒマワリ 愛護 R4.4.14 ○ 清水区蒲原新栄地内

135 静岡市就労準備支援センター　リボーン静岡 企業 R4.5.31 ○ 葵区ときわ通り～御幸通り内

136 株式会社ヤヨイサンフーズ　清水工場 企業 R4.8.19 ○ 天神二丁目永楽町線　外

137 清水江尻花のまちづくりの会 愛護 R4.10.3 ○ 江尻東三丁目銀座線

138 株式会社大瀧建築事務所 企業 R4.11.4 ○ 宝台院下島線

139 株式会社ユニヴェール 企業 R5.1.23 ○ 七間町通り、両替町通り、外

※複数地区対象の団体有令和５年２月現在計 139団体

※ 種別は、自治会・町内会を「自治会」、企業を「企業」、学校関係を「学校」、その他を「愛護」と区別。
　「愛護」団体とは、自治会・町内会に所属する一部の組織・団体や任意に組織された団体等の総称としている。
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