
 平成30年度 ボランティア・サポート・プログラム 活動状況報告概要

活動日 団体名 活動場所 活動内容 備考

H30.4.4 古川お花の会
国道41号
四十八滝橋～飛騨警察署

花壇の管理

株式会社　ガイアート
中部支店　高山営業事務所

国道41号

152.7KP ～156.1KP 歩道清掃・花壇整備

H30.4.11 みやミーニングの会
国道41号
宮峠頂上～石浦町

花壇整備

H30.4.2

H30.4.10

H30.4.23

H30.4.9 株式会社　新井組
国道41号
宮峠～一宮町交差点

歩道清掃

H30.4.14 曙開発株式会社
国道41号
下呂市萩原町中呂待避所

歩道清掃
（可燃ごみ：3袋　不燃ゴミ：1袋）
（旅行カバン等）

H30.4.20 ナガイ株式会社
国道41号

149.7KP ～156.1KP （6.4km）

清掃活動
（可燃ゴミ：5袋　不燃ゴミ：3袋）

H30.4.21 株式会社　長瀬土建
国道41号
丸草山トンネル～宮峠頂上

清掃・草刈り
（可燃ゴミ：10袋　不燃ゴミ：2袋）

H30.4.27 日産工業株式会社
国道41号
萩原町上呂・宮田地内

清掃活動
（可燃ゴミ：2袋　不燃ゴミ：1袋）

H30.5.11 株式会社　佐藤渡辺
萩原営業所

国道41号

128.8KP（地内駐車帯清掃）
歩道清掃

H30.5.19 株式会社　讃建
国道41号

86.6KP ～ 83.9KP
歩道清掃
（可燃ゴミ：2袋）

H30.5.19 株式会社　市川工務店
高山支店

国道41号

石浦町～冬頭 （4ｋｍ）

歩道清掃
（可燃ゴミ：3袋　不燃ゴミ：2袋）

H30.4.27 日産工業株式会社
国道41号
萩原町上呂・宮田地内

清掃活動
（可燃ゴミ：2袋　不燃ゴミ：1袋）

H30.5.11 株式会社　佐藤渡辺
萩原営業所

国道41号

128.8KP（地内駐車帯清掃）

歩道清掃
（可燃ゴミ：3袋　不燃ゴミ：1袋）

H30.5.11 曙開発株式会社
国道41号
下呂市萩原町中呂待避所

標示板の取り替え（高山・岐阜側）

H30.5.14 加永建設株式会社
国道41号

203.0KP ～ 203.2KP
（船津チェーン脱着場）

清掃活動
（可燃ゴミ：2袋　缶：1袋）

H30.5.18 ナガイ株式会社
国道41号

149.7 ～156.1KP（6.4ｋｍ）

清掃活動
（可燃ゴミ：4袋　不燃ゴミ：4袋）

H30.5.19 株式会社　讃建
国道41号

86.6KP ～ 83.9KP
歩道清掃
（可燃ゴミ：2袋）

H30.5.19 株式会社　市川工務店
高山支店

国道41号

石浦町～冬頭（4ｋｍ）

歩道清掃
（可燃ゴミ：3袋　不燃ゴミ：2袋）

H30.5.30 一般社団法人
吉城建設業協会　神岡支部

国道41号

梨ヶ根駐車帯（200.0ｋｐ付近）

花壇整備・清掃活動
（指定ゴミ：22袋　2tダンプ：1車）



活動日 団体名 活動場所 活動内容 備考

株式会社　ガイアート
中部支店　高山営業所

国道41号

152.7KP ～156.1KP
花壇整備・清掃活動
（指定ゴミ：11袋　不燃ゴミ：1袋）

H30.5.2

H30.5.16

H30.5.26

曙開発　株式会社
国道41号

(下呂市萩原町中呂待避所）
花壇擬木取替え（岐阜側）

株式会社　ガイアート
中部支店　高山営業所

国道41号

152.7KP ～156.1KP 花壇整備・清掃活動

H30.6.13 大山土木株式会社
国道41号

156KP ～158KP
清掃活動
（可燃ゴミ：2袋　不燃ゴミ：1袋）

H30.6.18 ナガイ株式会社
国道41号

149.7KP ～156.1KP  (6.4km）

清掃活動
（可燃ゴミ：6袋　不燃ゴミ：4袋）

H30.6.18

H30.6.19

H30.6.12

H30.6.18

H30.6.27

ナガイ株式会社
国道41号

149.7KP ～156.1KP  (6.4km）

清掃活動
（可燃ゴミ：5袋　不燃ゴミ：4袋）

株式会社　ガイアート
中部支店　高山営業所

国道41号

152.7KP ～156.1KP 花壇整備・清掃活動

H30.6.30 曙開発　株式会社
国道41号

(下呂市萩原町中呂待避所）
花壇擬木取替え（高山側）

株式会社　ガイアート
中部支店　高山営業所

国道41号

152.7KP ～156.1KP 花壇整備・清掃活動H30.7.20

H30.7.31

H30.8.3

H30.8.9

H30.8.20

H30.7.10

H30.7.20

株式会社　谷上組
国道41号
（栗原・上町・瑳峨山）

植裁帯の除草・清掃作業
地下道の清掃（栗原・上町・瑳峨
山）

H30.8.11 日産工業株式会社
互助会一同

国道41号
（萩原町上呂・宮田地内）

清掃活動
（可燃ゴミ：1袋　不燃ゴミ：1袋）

草類：1ｔバック1袋　枝類：2t車1杯

H30.8.10

一般社団法人
飛騨三協防災対策協議会

国道41号　　飛騨地区
駐車帯・横断地下道・横断歩道橋
の清掃・歩道整備等
（総重量：60kg）

株式会社　ガイアート
中部支店　高山営業事務所

国道41号

152.7KP ～156.1KP 花壇整備・清掃活動

H30.8.31 一般社団法人
飛騨三協防災対策協議会

国道41号　　下呂地区
駐車帯・横断地下道・横断歩道橋
の清掃・歩道整備等
（総重量：60kg）

H30.8.31 一般社団法人
飛騨三協防災対策協議会

国道41号　　高山地区
駐車帯・横断地下道・横断歩道橋
の清掃・歩道整備等
（総重量：20kg）

H30.9.18

H30.9.28

H30.9.3

H30.8.31

H30.9.28 一般社団法人
吉城建設業協会

国道41号
古川町野口～
国府町金桶トンネル入口まで

歩道清掃

H30.10.5 株式会社　新井組 国道41号　宮峠～一宮町交差点
歩道清掃
（可燃ゴミ：3袋　不燃ゴミ：1袋）



活動内容 備考

H30.10.13 株式会社　市川工務店
高山支店

国道41号
石浦高架橋～冬頭高架橋

歩道清掃
（可燃ゴミ：3袋　不燃ゴミ：2袋）

活動日 団体名 活動場所

歩道清掃・花壇整備
（雑草は当社土場にて堆肥処分）

H30.10.27 株式会社　ガイアート
中部支店　高山営業事務所

国道41号

152.7KP ～156.1KP
歩道清掃・花壇整備
（総重量：40kg）

H30.10.20 株式会社　谷上組
国道41号
（栗原・上町・瑳峨山）

植裁帯の清掃・地下道清掃

H30.10.26 一般社団法人
吉城建設業協会　神岡支部

国道41号

梨ヶ根駐車帯（200.0KP付近）

駐車帯清掃・花壇整備
（ゴミ袋：6袋）

H30.10.26 曙開発株式会社
国道41号
下呂市萩原町中呂待避所

駐車帯・横断地下道・横断歩道橋
の清掃・歩道整備等
（総重量：42.2kg）

株式会社　水口土建
国道41号

162.5KP ～163.5KP
冬頭交差点～上切交差点

歩道・地下道清掃
（可燃ゴミ：0.5袋　不燃ゴミ：0.2袋）

H30.11.16 一般社団法人
飛騨三協防災対策協議

国道41号　　下呂地区

駐車帯・横断地下道・横断歩道橋
の清掃・歩道整備等

（総重量：40kg）

H30.11.16 一般社団法人
飛騨三協防災対策協議

国道41号　　高山地区
駐車帯・横断地下道・横断歩道橋
の清掃・歩道整備等
（総重量：30kg）

H30.11.16 一般社団法人
飛騨三協防災対策協議

国道41号　　飛騨地区

H30.12.27

H31.3.1 株式会社　谷上組
ボランティアチーム

国道41号
（栗原・上町・瑳峨山）

植栽帯の清掃・地下道清掃

H31.3.21 加永建設株式会社
国道41号

203.0KP ～ 203.2KP
船津チェーン脱着場

歩道・地下道清掃
（可燃ゴミ：5袋　缶：2袋）
その他：電気炊飯器、木箱


	H30 実績

