
令和3年3月末現在

No 里　親　名  実施主体 管理区域 認定 年度

1 長崎県美容専門学校 生徒 中川町～諏訪神社(道路) Ｈ13年度

2 宿町商店街会 商店街会員 宿町三国屋橋周辺(河川) Ｈ13年度

3 ながさきホタルの会 会員、児童、住民 中島川、西山川ほか(河川) Ｈ13年度

4 長崎女子商業高等学校生徒会 生徒 市役所～県庁(道路) Ｈ13年度

5 老人クラブ　八つ尾会 自治会老人会会員 町内周辺道路、バス停 Ｈ13年度

6 白木自治会 自治会会員 町内周辺道路、バス停 Ｈ13年度

7 愛宕県営住宅自治会 自治会会員 町内周辺道路、バス停 Ｈ13年度

8 小菅町自治会 自治会会員 戸町トンネル入口～小菅バス停　ソロバンドッグほか Ｈ13年度

9 九州電力株式会社（長崎サミット） 社員有志 会社周辺道路（城山町周辺道路） Ｈ13年度

10 海辺ばきれいにしよう会 会員 元船町等臨港区域 Ｈ13年度

11 上戸町下の区自治会 自治会会員 みなかみ遊歩道公園、町内周辺道路 Ｈ14年度

12
社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会
ワークあじさい

施設利用者 三重地区港公園、三重グランド周辺 Ｈ14年度

13 東出雲自治会 自治会会員 町内周辺道路・公園 Ｈ14年度

14 滑石西部自治会ホタルの会、子供会 自治会会員、会員 町内公園、大井手川 Ｈ14年度

15 日本たばこ産業株式会社長崎支店 社員 桜町通り歩道 Ｈ14年度

16 株式会社十八親和銀行稲佐支店 社員 旭町旭橋周辺歩道 Ｈ14年度

17 株式会社十八親和銀行長崎営業部 社員 中央公園周辺 Ｈ14年度

18 三菱電機ｸﾞﾙｰﾌﾟ 社員 丸尾町三菱通り周辺歩道 Ｈ14年度

19 長崎三菱信用組合 社員 飽の浦神社周辺道路 Ｈ14年度

20 日本通運株式会社長崎支店 社員 会社周辺道路（岩川町周辺道路） Ｈ14年度

21 ＮＴＴ西日本長崎支店 社員 万才町、出島町周辺道路 Ｈ14年度

22 株式会社西海建設 社員 興善町、恵比須町、金屋町周辺道路及び瓊の浦公園 Ｈ15年度

23 リコージャパン株式会社長崎支社 社員 文教公園、文教町周辺道路 Ｈ15年度

24 株式会社マゴオリ長崎支店 社員 幸町周辺道路、JR長崎本線横 Ｈ15年度

25 日見川クリーンアップクラブ 社員 日見川とその周辺 Ｈ15年度

26 ダイハツ長崎販売株式会社 社員 平野町周辺 Ｈ15年度

27 株式会社三基 社員 大橋公園及びその周辺 Ｈ15年度

28 長崎市管工業協同組合 組合職員 浦上水源池周辺 Ｈ15年度

29
社会福祉法人 致遠会
特別養護老人ホーム　　サンハイツ

職員 青山町～鏡ケ丘バス停付近 Ｈ16年度

30 山里中央自治会 自治会会員 医学部通り周辺 Ｈ16年度

31 長崎中川郵便局アドバーンス会 職員 丸川公園及び中川2丁目周辺 Ｈ16年度

32 長崎市平和町商店街振興組合 組合員 下の川 Ｈ16年度

33 矢の平4丁目自治会 自治会会員 矢の平4丁目周辺 Ｈ16年度

34 川口印刷株式会社 社員有志 田中町周辺道路（東切通バス停～会社周辺） Ｈ16年度

35 九電工長崎営業所 社員有志 浜口町周辺の道路 Ｈ16年度

36 大浦青年会 会員 東山手周辺 Ｈ16年度

37 株式会社谷川建設 社員 国道206号線松山町付近 Ｈ16年度

38 長崎居留地ネットワーク 会員 南山手町周辺 Ｈ17年度

39 西部ガス㈱長崎支社導管保安センター環境衛生委員会 社員 尾上町周辺及び幸町公園 Ｈ17年度

40 下黒崎高尾自治会 自治会会員 「夕日が丘そとめ」～高尾団地前周辺 Ｈ17年度

41 式見さわやかグループ 会員 式見ダム周辺 Ｈ17年度

42 安全・相互・古賀タクシーグループ 社員 二本松周辺道路、古賀バス停周辺道路 Ｈ18年度

43 ビッグ・ワン　皆援隊 社員 観光通電停から湊公園付近までの道路及びその周辺 Ｈ18年度

44 有限会社　山忠設備工業 社員 界１丁目及び宿町周辺 Ｈ18年度

45 ロードパイオニアグループ 会員 下大橋～梁川橋間の浦上側通り Ｈ18年度

46 地球村の子ども 会員 小峰公園と隣接する河川、その周辺 Ｈ18年度

47 野母崎中学校　カヌー部 部員 野母2号線 Ｈ18年度

48
社会福祉法人長崎市手をつなぐ育成会
夢工房みどり

施設利用者 大橋町施設周辺 Ｈ19年度

49
長崎手話サークル
一搬社団法人　長崎県ろうあ協会長崎支部

会員 浦上駅前電停から銭座町電停付近までの道路 Ｈ19年度

50 エコ・ニコ・ネットワーク 会員 出島町及び元船町内臨港道路 Ｈ19年度

51 滑石団地Ａ地区自治会 自治会会員 滑石５丁目、北栄町、大宮町内周辺道路及び滑石公園、北栄台公園 Ｈ19年度

52 昭和町水源自治会 自治会会員 昭和３丁目周辺道路及び公園 Ｈ19年度

53 西山台団地自治会 自治会会員 西山台入口バス停及び周辺道路 Ｈ19年度

54 高城台自治会 自治会会員 高城台地区内周辺道路及び公園 Ｈ19年度

55 長崎駅前商店街組合 組合員 長崎駅前及び西坂公園周辺、中町教会及び中町公園周辺 Ｈ19年度

56 株式会社　東洋ガス 社員 矢上団地内周辺道路 Ｈ19年度

57 光風台第２自治会 自治会会員 鳴見台２丁目内周辺道路及び公園 Ｈ19年度

58 崇福寺通り今籠町自治会青年部 自治会会員 崇福寺通り Ｈ19年度
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59 中小島東部自治会 自治会会員 中小島公園及び周辺道路 Ｈ19年度

60 船石町自治会 自治会会員 船石町一円 Ｈ20年度

61 茂木の環境を考える会・アース 会員
若菜川とその周辺、北浦海岸とその周辺、花だん等の除草、潮見崎
公園とその周辺

Ｈ20年度

62 家庭倫理の会長崎 会員 山王公園とその周辺道路 Ｈ20年度

63 渕町親和会 会員  Ｈ20年度

64 長崎レオクラブ 会員 出島町内道路 Ｈ20年度

65 医療法人　大輪会　愛育小児科医院 社員 新戸町3丁目内道路 Ｈ20年度

66 株式会社　親和土建 社員 栄町及び魚の町内歩道 Ｈ21年度

67 戸町四丁目自治会 自治会会員 戸町4丁目周辺道路 Ｈ21年度

68 長崎医療技術専門学校 生徒
風頭公園、 風頭バス停～長崎玉成短期大学周辺道路、長崎医療技
術専門学校周辺道路

Ｈ21年度

69 鳴滝町西部自治会 自治会会員
シーボルト宅跡（国指定史跡）とその周辺、鳴滝２丁目、３丁目内
道路

Ｈ21年度

70 小瀬戸町連合自治会 自治会会員
小榊地区港湾臨海道路周辺、小瀬戸町港公園、及び児童公園、ねず
み島埋立地歩道

Ｈ21年度

71 株式会社　システック井上 社員 稲佐町内道路 Ｈ21年度

72 きずなの会 ボランティア
 「小ケ倉蛍茶屋線」歩道の清掃、緑地の清掃、花の植栽等　「唐
八景公園」園路の清掃、道具の安全確認

Ｈ22年度

73
社会福祉法人　南高愛隣会
わーくあぐり

施設利用者 さくらの里１丁目市道 Ｈ22年度

74 株式会社　ディーエスブランド 社員 タワーシティ長崎周辺道路 Ｈ22年度

75 大野自治会愛護会 自治会会員 市道高浜町19号線 Ｈ22年度

76 元村里山会 自治会有志 横尾元村公園、秋寄公園、横尾3丁目周辺道路 Ｈ22年度

77 長崎自動車株式会社 社員 中央橋、浜の町バス停 Ｈ22年度

78 元船町自治会 自治会会員 元船町町内道路、ドラゴンプロムナード、夢彩都周辺道路 Ｈ22年度

79 長崎若者サポートステーション 会員 市役所通り、公会堂前通り、奉行所前通り、中島川沿いの歩道 Ｈ22年度

80 株式会社　みらい長崎 社員 みらい長崎ココウォーク前付近 Ｈ22年度

81 Ｐrat-tleぺちゃくちゃ会 ボランティア 元船町遊歩道付近 Ｈ22年度

82 ㈱九電工長崎支店（長崎サミット） 社員 平野町周辺道路 Ｈ23年度

83 菱信ビジネスサービス㈱ 社員 飽の浦町恵比寿神社前、会社前歩道、飽の浦神社前バス停前 Ｈ23年度

84 協和機電工業㈱（長崎サミット） 社員 岩川町・川口町４号線の一部 Ｈ23年度

85 長崎電気軌道㈱（長崎サミット） 社員 会社周辺道路（大橋町周辺道路） Ｈ23年度

86 扇精光㈱(長崎サミット） 社員 出来大工町（桃渓橋・高麗橋・大井手橋付近道路） Ｈ23年度

87 ㈱上滝（長崎サミット） 社員 会社周辺道路（新地町周辺道路） Ｈ23年度

88 松藤商事㈱（長崎サミット） 社員 会社周辺道路（五島町周辺道路） Ｈ23年度

89 ㈱稲佐山観光ホテル（長崎サミット） 社員 会社周辺道路（曙町周辺道路） Ｈ23年度

90 株式会社十八親和銀行（長崎サミット） 社員 ミニ出島周辺 Ｈ23年度

91 株式会社浜屋百貨店（長崎サミット） 社員 浜屋百貨店周辺の道路 Ｈ24年度

92 i+Land nagasaki（長崎サミット） 社員
伊王島港～浅橋周辺
ふれあい広場駐車場インフォメーション周辺

Ｈ24年度

93 社会福祉法人 長崎市手をつなぐ育成会  陽香里工房 施設利用者 施設周辺道路 Ｈ24年度

94 長崎都市経営戦略推進会議事務局（長崎サミット） 事務局員 中央橋交差点付近の公衆トイレ周辺 Ｈ24年度

95 株式会社長崎ケーブルメディア（長崎サミット） 社員 筑後町周辺 Ｈ24年度

96 九電工長崎配工ボランティアグループ（長崎サミット） 社員 平和町商店街周辺の道路 Ｈ24年度

97 大黒町自治会（長崎サミット） 自治会会員 大黒町自治会内及びＪＲ高架広場 Ｈ24年度

98 長崎蒲鉾水産加工業協同組合（長崎サミット） 組合職員 長崎蒲鉾水産加工業協同組合周辺道路 Ｈ24年度

99
ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル（長崎サ
ミット）

社員 ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル周辺道路 Ｈ24年度

100 林兼石油株式会社Ｄ.Ｄ漁港S.S（長崎サミット） 社員 長崎漁港S.S　周辺道路 Ｈ24年度

101 林兼石油株式会社Ｄ.Ｄ元船町S.S（長崎サミット） 社員 元船町S.S 周辺道路 Ｈ24年度

102 林兼石油株式会社ハーバー長崎S.S（長崎サミット） 社員 ハーバー長崎S.S 周辺道路 Ｈ24年度

103
林兼石油株式会社D.Dサンライズ小菅S.S（長崎サミッ
ト）

社員 サンライズ小菅S.S周辺道路 Ｈ24年度

104 林兼石油株式会社サンライズ西山S.S（長崎サミット） 社員 西山S.S　周辺道路 Ｈ24年度

105 株式会社チョーエイ（長崎サミット） 社員 ㈱チョーエイ周辺の道路(川平町） Ｈ24年度

106 ニュー長崎ビルディング㈱（長崎サミット） 社員 ホテルニュー長崎周辺の道路 Ｈ24年度

107 竹下建設工業株式会社（竹友会） 社員 市道住吉高田郷線（泉3丁目交差点～ロータリ-部前） Ｈ24年度

108 株式会社田浦組 社員 市道滑石横尾線（横尾4丁目9起点～横尾団地一帯） Ｈ25年度

109 株式会社長崎大建 社員 出来大工町（桃渓橋～鎮西橋）、伊勢町（桃渓橋～鎮西橋） Ｈ25年度
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110 武藤建設株式会社(長崎サミット） 社員 浜口町1番から14番10号付近の市道 Ｈ25年度

111 株式会社森美工務店 社員
市道勝山町桶屋町1号線及び勝山町麹屋町1号線と桶屋町今博多町1
号線を結ぶ区間

Ｈ25年度

112 長崎日本花の会 会員 中島川周辺道路（網笠橋～古町橋） Ｈ25年度

113 株式会社西海興業 社員 平和町・橋口町 Ｈ25年度

114 株式会社ウエノ 社員 宿町（市営宿町団地周辺） Ｈ25年度

115 株式会社イナヅマ電気工事 社員 会社周辺道路（西山2丁目、片淵2丁目） Ｈ25年度

116 一般社団法人　長崎青年会議所（長崎サミット） その他
一般社団法人長崎青年会議所周辺道路
魚の町周辺道路

Ｈ25年度

117 株式会社池田建築工業 社員 会社周辺道路（富士見町） Ｈ25年度

118 ジブラルタ生命保険株式会社 社員 会社周辺歩道（出島町） Ｈ25年度

119 株式会社メモリード 社員
長崎ロイヤルチェスターホテル、大橋メモリードホール、メモリー
ド第２本部、東長崎メモリードホールの周辺道路

Ｈ25年度

120 株式会社クリーン・マット 社員 会社周辺道路（田中町卸団地内） Ｈ25年度

121 蛍茶屋安心安全パトロール隊 自治会有志 本河内一丁目の伊良林小学校通学路一帯及び番所橋バス停まで Ｈ25年度

122 清水建設株式会社長崎営業所 社員
恵美須町町内　岩原川（元大黒町市場、恵美須市場）両岸道路　瓊
の浦公園

Ｈ25年度

123 株式会社　寺尾工業 社員 長崎市西山4丁目本社付近 Ｈ25年度

124 特定非営利活動　長崎アイランズ　アクト　３ ボランティア 長崎市伊王島町1丁目（中央児童公園）ほか Ｈ25年度

125 日通商事（株）長崎営業支店 社員 会社周辺道路（岩川町） Ｈ25年度

126 あなぶきグループ 社員 あなぶき長崎新地ビル周辺道路 Ｈ26年度

127 株式会社　星野組 社員 宝町公園 Ｈ26年度

128 株式会社　長崎西部建設 社員 長崎歴史博物館周辺道路 Ｈ26年度

129 一の坪花の会 ボランティア 八郎川バス停付近歩道並びに花壇 Ｈ27年度

130 黒瀬建設株式会社 社員 会社周辺（橋口町） Ｈ27年度

131 株式会社　丸栄組 社員 神の島ANAコールセンター前～西武下水処理場付近道路 Ｈ27年度

132 小瀬戸町西二区自治会 自治会会員
ヤクルト西部サービスセンター前～ANAコールセンター～臨港道
路、市道14号線沿小瀬戸町西二区自治会エリア及び自治会居住区
域

Ｈ27年度

133 有限会社　よしだ車屋 社員
長崎市宿町　祇園橋から大曲バス停下までの市道500メートル及び
側溝400メートル

Ｈ27年度

134 ねこみみクラブ 仲間 西坂公園及び周辺道路 Ｈ27年度

135 イーデザインホーム株式会社 社員
桜馬場1丁目の国道とシーボルト通りを結ぶ歩道及び伊良林小学校
下の道路及びその周辺

Ｈ27年度

136 大川・佐賀里の会 ボランティア エレナ三和店～田張橋までの大川沿いの歩道（約2㎞） Ｈ28年度

137 長興産業株式会社 社員 長興産業株式会社　会社周辺の市道 Ｈ28年度

138 錦建設工業株式会社 社員
錦建設工業株式会社周辺道路
小江原5丁目周辺道路

Ｈ28年度

139 社会福祉法人　長崎市手をつなぐ育成会　さんらいず 施設利用者 浜口町、坂本町周辺道路 Ｈ28年度

140 おそうじ本舗　西浦上店 社員 泉町公園、花丘町住吉町線 Ｈ28年度

141 大和ハウス工業株式会社長崎支店 社員 セントポール通り、長崎平和会館前 Ｈ29年度

142 株式会社　別所組 社員 会社周辺道路（川平町周辺道路） Ｈ29年度

143 瓊浦高校レオクラブ 学校 瓊浦高校から亀山社中を含む近隣周辺 Ｈ29年度

144 三景台町自治会 自治会 三景台町バス通り及び町内 Ｈ29年度

145 助成会 自治会有志 小江原ニュータウン西自治会の道路及び緑地帯 Ｈ29年度

146 長崎南山手グラバーパートナーズ共同事業体 企業 南山手町周辺道路 Ｈ29年度

147 田中工業株式会社 企業
長崎市民会館裏からサンアウグスティン教会跡までの中島川沿い両
岸道路・橋梁及び中島川公園

Ｈ30年度

148 折田建設工業株式会社 企業 市道春木線(運動公園トンネル～ファミリーマート長崎立岩店間) Ｈ30年度

149 一般社団法人たまご その他 住吉アーケード内市道、住吉中公園 Ｈ30年度

150 光町長寿会 その他 長崎バス“曙町停留所”周辺の歩道 Ｈ30年度

151 株式会社　西菱環境開発 企業 藤の尾バス停（長崎バス）周辺～京泊三京線 Ｈ30年度

152 ダイヤランド第三自治会 自治会 ダイヤランド3丁目内の道路、法面 Ｈ30年度

153 小江原中央病院 その他 小江原中央病院周囲(長崎北高等学校前信号機から病院前市道までの歩道) Ｈ30年度

154 長崎地区保護司会・更生保護サポートセンター その他
西城山小学校区、城山小学校区内の更生保護サポートセンター周辺
地区道路

Ｈ31年度

155 風頭公園景観振興会 その他
風頭公園並びに市道興善町風頭町線・寺町2号線及び風頭公園までの里
道

Ｒ元年度

156 防犯・交通安全学生ボランティア　ヤンガライズ その他 五島町公園及び周辺市道 Ｒ元年度

157
長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社（日吉自然の家指定管
理者）

企業 市道飯香浦町8号線 Ｒ元年度

158 築町自治会 自治会 築町自治会区域の道路・植込・築町ポケットパーク等 Ｒ元年度

159 さくらんぼ会 仲間 大浦国際あいさつ通り Ｒ元年度

160 長崎総合科学大学附属高等学校生徒会 生徒 網場町(長崎総合科学大学から県道34号線へ下る道路及び河川) R２年度


