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このボランティアニュースは、ボランティア登録された方々の活動をご紹介するほか、
新たに登録される方々を募集するために作成した会報です。

私たちが暮らす「まち」をきれいにするために、多くの皆さんが、道路愛護ボランティアとして、
県の管理する道路の歩道や植樹桝などの清掃・草むしり・花植えに取り組んでいます。

この会報は、各団体から寄せられた写真などをもとに作成しました。

花と緑の銀行松沢支店

NTT西日本不二越本町ビル社員一同 新川高等学校生徒会

沓掛町内会



　名　　称 所在地・電話番号等 担当区域
〒930-0096 富山市舟橋北町１の11（富山総合庁舎内）

076-444-4446 FAX076-444-4517

〒930-0221 中新川郡立山町前沢2359の５
（代）076-463-1101 FAX076-463-2698

〒933-0806 高岡市赤祖父211（高岡総合庁舎内）
0766-26-8428 FAX0766-26-8465

〒935-0023 氷見市朝日丘９の24
0766-72-8205 FAX0766-74-5464

〒932-0051 小矢部市今石動町２の13の１
0766-67-5985 FAX0766-67-6554

〒937-0863 魚津市新宿10の７（魚津総合庁舎内）
0765-22-9115 FAX0765-22-9153

〒939-0642 下新川郡入善町上野11473
（代）0765-72-1133 FAX0765-74-2071

〒939-1532 南砺市寺家330
0763-22-3526 FAX0763-22-6698

〒934-0031 射水市奈呉の江７
（代）0766-84-8292 FAX0766-84-8294

〒933-0104 高岡市伏木湊町５-15
（代）0766-44-0277 FAX0766-44-0502

〒931-8358 富山市東岩瀬町海岸通り５
（代）076-437-7131 FAX076-437-7169

　伏 木 港 事 務 所 高岡市内の臨港道路

　富 山 港 事 務 所 富山市内の臨港道路

　新川土木センター 入善土木事務所 黒部市　下新川郡

　砺 波 土 木 セ ン タ ー 砺波市　南砺市

　富 山 新 港 管 理 局 射水市内の臨港道路

　高岡土木センター 氷見土木事務所 氷見市

　高岡土木センター 小矢部土木事務所 小矢部市

　新 川 土 木 セ ン タ ー 魚津市　滑川市

　富 山 土 木 セ ン タ ー 富山市（富山市水橋地区除く）

　富山土木センター 立山土木事務所 富山市水橋地区　中新川郡

　高 岡 土 木 セ ン タ ー 高岡市　射水市

問い合わせ・申し込みは下記までご連絡ください。

富山市 NTT西日本不二越本町ビル社員一同 1 魚津市 新川高等学校生徒会 45 ドリームやまだの会 83

新保ル・ロード花いっぱい運動実行委員会 2 片貝地区　福寿会 46 得能建設工業株式会社 84

サイ クリングロードを 飾ろう会 3 魚津ラ イ オンズクラ ブ 47 岩屋地域資源保全会 85

富山県立富山高等支援学校 4 （外３団体） 梅本建設工業株式会社 86

荒川新町町内会 5 滑川市 （外３団体） 第一生命保険株式会社南砺営業オフィス 87

公園STAFFおせわ会 6 黒部市 市民病院前名水道路を 愛する会 54 伏木港 （株）高岡市衛生公社 88

鵜坂道路愛護ボラ ン ティアグループ 7 黒部市沓掛町内会 55 伏木海陸運送(株) 89

（外９団体） フラ ワーを 愛する会 56 富山新港 射水市堀岡西町自治会 90

立山町 （外１団体） 生地神明町白寿会 57 ※本表には、希望された団体のみ掲載しています。

上市町 上市ロータリークラ ブ 18 （外１団体）

高岡市 二上地区環境美化推進委員会 19 入善町 花と緑の銀行入善支店入善校下 59

ふしき万葉坂ロード振興会 20 椚山三区環境保全委員会 60

大滝自治会道路愛護ボラ ンティア会 21 花と緑の銀行入善支店椚山地方銀行 61

守山地区老人クラ ブ連合会 22 椚山新地区 62

南町一区環境美化推進委員会 23 （外２団体）

百万本の芍薬咲かそう会 24 砺波市 五ケみちグループ 65

中山　利男 25 出町けやき会 66

西明寺道路草刈り隊 26 yushinエコクラ ブ 67

（外４団体） 「ハイ ウェ イ クラ ブ」北陸ハイ ウェ イ 建設株式会社 68

射水市 翠の会 31 山下常会 69

ふたくち の会 32 （外２団体）

道路サー美ス 33 南砺市 川田グループ交通安全協会 72

大門地域振興会 34 アルカ ス道路エコ倶楽部 73

上条団地自治会 35 小光ボラ ンティア 74

（外１団体） ㈱岡部156を 美しくし隊 75

氷見市 風楽里の会 37 藤井組道路愛護会 76

（外１団体） ブルー・ボラ ン ティア・東洋道路 77

小矢部市 南谷道路愛護ボラ ン ティア 39 ヤマキ工業株式会社「ほたる」 78

矢水花工房 40 安達建設株式会社道路愛護推進協議会 79

花と緑の銀行松沢支店 41 笹嶋工業株式会社ハートフルロードささじま 80

福上花愛好会 42 平建設業協会たいらクリーン会 81

（外２団体） クレオホールガーデニングクラ ブ 82

令和４年３月現在、県内では９０団体・４,３６８名の方々に道路の環境美化の協力をいただいています。

花と緑の銀行松沢支店（小矢部市）

発行： 編集：土木部道路課 富山市新総曲輪１－７ ＴＥＬ：０７６－４４４－３１０８

①活動を始められて何年目ですか？
平成4年から始めて約30年目

②登録されている人数は？
37人(男15人・女22人)

③活動を始められたきっかけは？
平成4年に花好きな仲間が集まり公民館周辺で取り組んだこと
が始まりです。クロスランドおやべが建設されてから、施設周辺
を花や緑に囲まれた癒しの空間を作りたいという想いで、男女
問わず参加活動が広がっています。

④どのような活動をしておられますか？
4月中旬頃から花のプラグ苗をポット移植して、春・夏花をクロ
スランドの花壇や地域の花壇へ配布して植え込んでいます。
11月上旬頃にはチューリップの球根を植えこんでおり、年間
を通じて花を見られるように努力しています。

⑤令和３年度に国土交通大臣表彰を受けて、今後の抱負を
教えてください。
今後も受賞を励みに「憩いの花壇」になるように活動を続けて
いきたいです。


