
令和4年度　道路ボランティア等　関連団体一覧 R4.9.7 現在

番号 団体名 団体種別 認定路線名 協定日

道ボラ-001 天久クレッセント会 協力会 天久61号（歩行者専用道路） H16.7.21

道ボラ-002 沖縄ディーエフエス㈱ 企業 天久安里線、安里27号、銘苅38号 H17.2.10

道ボラ-003 沖縄銀行 企業 市内一円（各本店、支店、出張所） H17.7.1

道ボラ-004 壺宮通り会 通り会 壺屋南線 H17.11.25

道ボラ-005 鳥堀町自治会 自治会 鳥堀石嶺線 H17.11.25

道ボラ-007 南部地区歯科医師会 企業 市内一円（加盟各事業所周辺） H18.2.10

道ボラ-008 那覇市医師会 企業 市内一円（加盟各事業所周辺） H18.2.10

道ボラ-009 沖縄県宅地建物取引業協会 企業 市内一円（加盟各事業所周辺） H18.2.23

道ボラ-010 那覇市観光ホテル旅館事業協同組合 企業 市内一円（加盟各事業所周辺） H18.2.23

道ボラ-011 長田1丁目自治会 自治会 長田中央線 H18.3.30

道ボラ-012 久米自治会 自治会 久米24号（くにんだなかみち） H18.3.30

道ボラ-013 琉球銀行 企業 市内一円（各本店、支店、出張所） H18.7.14

道ボラ-014 沖縄海邦銀行 企業 市内一円（各本店、支店、出張所） H18.7.14

道ボラ-015 那覇市沖映通り商店街振興組合 通り会 牧志中央線 H18.8.14

道ボラ-016 さつき橋通りクリーン会 協力会 宇栄原52号 H18.8.14

道ボラ-017 三原大石通り会 協力会 上間三原線 H18.8.14

道ボラ-018 若狭１丁目自治会 自治会 若狭1号 H18.10.4

道ボラ-019 安謝港区自治会 自治会 安謝4号、安謝小学校北側線 H18.10.4

道ボラ-020 イオン琉球株式会社 企業 市内一円（加盟各事業所周辺） H18.11.1

道ボラ-021 リウボウストア 企業 市内一円（加盟各事業所周辺） H18.11.1

道ボラ-022 古島自治会 自治会 真嘉比山川線（ﾌｨｯｶｽﾊﾜｲ通り） H19.1.10

道ボラ-023 那覇市シルバー人材センター 企業 銘苅21号 H19.1.10

道ボラ-024 興南高校ＪＲＣインターアクトクラブ 学校 真嘉比山川線（ﾌｨｯｶｽﾊﾜｲ通り） H19.1.10

道ボラ-025 株式会社　古波蔵組 企業 泉崎牧志線（旭橋⇔泉崎橋） H19.5.14

道ボラ-026 有限会社　安信サービス 企業 天久4号、安謝16号、安謝17号、安謝19号、安謝22号、曙4号、曙31号 H19.5.14

道ボラ-028 こども園まある父母会 協力会 寒川4号 H19.6.29

道ボラ-029 大石森クリーン会 協力会 寄宮繁多川線 H19.6.29

道ボラ-030 金秀商事　株式会社 企業 市内一円（加盟各事業所周辺） H19.8.29

道ボラ-031 生活協同組合コープ沖縄 企業 市内一円（加盟各事業所周辺） H19.8.29

道ボラ-032 久米1丁目自治会 自治会 東町西線（北側） H19.10.1

道ボラ-033 浮島通り会 通り会 松尾壺屋線 H19.10.1

道ボラ-034 壺屋やちむん通り会 通り会 壺屋牧志線 H19.10.1

道ボラ-036 壷川市営駅前通り会 協力会 壷川18号 H20.7.28

道ボラ-037 （財）沖縄電気保安協会 企業 西14号、西3号 H20.7.28

道ボラ-038 西3号花と緑の会 協力会 西3号 H20.7.28

道ボラ-039 オリエンタル白石㈱沖縄営業支店 企業 久茂地24号 H21.1.27

道ボラ-040 NPO法人なごみ空間ネットワーク 協力会 鏡原4号、鏡原7号、鏡原18号、市所管里道 H21.1.27

道ボラ-041 (社)沖縄県建設業協会那覇支部 企業 市内一円（加盟各事業所周辺） H21.1.27

道ボラ-042 有限会社　那覇クリーンサービス 企業 港町1号、港町7号、港町10号、港町12号 H21.4.8

道ボラ-044 仮屋前通りを美しくする会 協力会 東町10号 H21.11.2

道ボラ-045 親見世・大原の会 協力会 東町1号 H21.11.2

道ボラ-047 那覇商業高校インターアクトクラブ 学校 久米若狭線 H22.2.10

道ボラ-049 株式会社　ピーエス三菱沖縄営業所 企業 前島42号 H22.2.10

道ボラ-050 前島3丁目なかよしグループ 協力会 前島若狭線 H22.5.6

道ボラ-051 ダイワロイネットホテル沖縄県庁前 企業 泉崎北線、泉崎1号 H22.5.6



道ボラ-052 住吉区自治会 自治会 安謝1号 H22.8.30

道ボラ-053 株式会社 シンテック 企業 銘苅10号、銘苅27号 H22.8.30

道ボラ-054 株式会社 大幸電設 企業 与儀国場南線 H22.8.30

道ボラ-055 合資会社 ゼネラル電設 企業 平良大名線 H23.1.28

道ボラ-056 株式会社 石川電設 企業 真嘉比山川線 H23.1.28

道ボラ-057 合資会社 明光電気 企業 楚辺壺川線 H23.1.28

道ボラ-058 株式会社 沖縄工業 企業 識名兼城線 H23.1.28

道ボラ-059 株式会社 太閤建設 企業 真嘉比80号、真嘉比82号 H23.4.21

道ボラ-060 ヤシマ工業 株式会社 企業 久米17号、久米23号 H23.4.21

道ボラ-061 桐和空調設備 株式会社 企業 曙4号、曙32号、曙33号、安謝天久線 H23.4.21

道ボラ-063 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社那覇お客様サ－ビスプラザ 企業 小禄金城36号 H23.4.21

道ボラ-064 金城ダム通り会 通り会 崎山松川線 H23.10.5

道ボラ-065 城北 協力会 石嶺26号 H23.10.5

道ボラ-066 株式会社 祖慶電設工業 企業 小禄3号、小禄26号 H23.10.5

道ボラ-067 有限会社 大満土建 企業 識名兼城線 H23.10.5

道ボラ-068 合資会社 第一設備 企業 与儀国場南線 H24.3.23

道ボラ-069 泉水設備 株式会社 企業 識名繁多川線 H24.3.23

道ボラ-070 尚平工業 株式会社 企業 具志11号、具志24号、具志54号、具志60号 H24.3.23

道ボラ-071 日進電気土木 株式会社 企業 曙4号、曙33号、曙34号、安謝天久線 H24.3.23

道ボラ-073 株式会社 丸島建設コンサルタント 企業 上間三原線 H24.9.26

道ボラ-074 株式会社 沖縄用地測量設計 企業 上間三原線 H24.9.26

道ボラ-075 マエダ電気工事 株式会社 企業 壷川10号、壷川13号、壷川14号、壷川16号 H24.9.26

道ボラ-076 株式会社 伸和建設 企業 上間8号 H24.11.30

道ボラ-077 株式会社 和高建設工業 企業 田原11号 H24.11.30

道ボラ-078 株式会社 金星電設 企業 上間三原線 H24.11.30

道ボラ-079 沖縄パナソニック特機 株式会社 企業 西28号 H24.11.30

道ボラ-080 南西電設　株式会社 企業 東町7号 H25.5.24

道ボラ-081 有限会社 長光電気空調設備 企業 辻8号・辻9号 H25.5.24

道ボラ-082 株式会社 七和 企業 真嘉比33号・真嘉比34号・真嘉比37号 H25.5.24

道ボラ-083 宮城区自治会 自治会 寄宮11号 H25.5.24

道ボラ-084 有限会社 サン冷熱 企業 安里大道線 H25.9.26

道ボラ-085 石橋工業 株式会社 企業 古島2号・古島3号・古島4号・末吉10号・末吉11号 H25.9.26

道ボラ-086 金城電気工事 株式会社 企業 天久安里線 H25.9.26

道ボラ-088 メタウォ－ター　株式会社 企業 天久銘苅線 H26.1.31

道ボラ-089 大成設備工業　株式会社 企業 天久銘苅線 H26.1.31

道ボラ-090 与儀小学校区まちづくり協議会 協議会 与儀国場北線 H26.1.31

道ボラ-091 株式会社　興洋電子 企業 天久銘苅線 H26.1.31

道ボラ-092 松川通り会 協力会 松島松川線 H26.8.29

道ボラ-093 田原ニコニコふくぎ会 協力会 小禄金城3号・田原12号 H26.8.29

道ボラ-094 株式会社　沖縄特電 企業 泉崎牧志線（御成橋⇔久美橋） H26.8.29

道ボラ-095 富士電機株式会社　沖縄支社 企業 天久銘苅線・銘苅26号 H26.11.26

道ボラ-096 開南っ子　お花でいっぱい　ＧＭＣ 協力会 泉崎6号・泉崎7号 H26.11.26

道ボラ-097 有限会社 中央環境サービス公社 企業  与儀1号・与儀29号・与儀国場南線・古波蔵31号 H26.11.26

道ボラ-098 有限会社 スタプランニング 企業 与儀国場北線 H26.11.26

道ボラ-099 一般社団法人　沖縄県中小建設業協会那覇支部 企業 市内一円（加盟各事業所周辺） H27.7.1

道ボラ-100 那覇市東町自治会 自治会 東町17号 H27.7.1

道ボラ-101 株式会社 泉設計 企業 泉崎楚辺線 H27.7.1

道ボラ-102 首里崎山町自治会 自治会 赤田寒川線 H27.7.1

道ボラ-103 繁多川ちゅらくなすん会 協力会 識名繁多川線・上間三原線 H28.1.27



道ボラ-104 ちゅら咲くら会　（さくら並木保存会） 協力会 小禄金城5号 H28.1.27

道ボラ-105 ふくろう 協力会 田原38号・田原11号 H28.1.27

道ボラ-106 那覇市平和通り商店街振興組合 通り会 壺屋牧志線・松尾東線 H28.8.24

道ボラ-107 真地自治会 自治会 里道（06-13-42） H28.8.24

道ボラ-109 繁多川自治会「花通り会」　（繁多川婦人会） 協力会 上間三原線 H28.8.24

道ボラ-110 新都心安全なまちをつくる会 協力会 天久安里線の一部 H29.2.3

道ボラ-111 蒼天 協力会 天久安里線の一部 H29.2.3

道ボラ-112 公益財団法人沖縄県学校給食会 企業 旭町10号 H29.2.3

道ボラ-113 わかあゆ自治会 自治会 真嘉比山川線、古島23号、古島26号、古島28号、古島45号の一部 H29.2.3

道ボラ-114 石嶺小学校区まちづくり協議会 協議会 前田石嶺線 H29.8.15

道ボラ-115 首里汀良町自治会 自治会 鳥堀石嶺線 H29.8.15

道ボラ-116 琉石通り会 企業 久米若狭線、松山若狭線、その他松山公園周辺市道 H29.8.15

道ボラ-117 波之上自動車学校 企業 辻1号 H29.8.15

道ボラ-118 株式会社　島田組　沖縄支店 企業 東町西線、東町5号 H29.8.15

道ボラ-119 ブリリアントストリートの会 協力会 小禄金城4, 12, 29号、赤嶺32号 H29.8.15

道ボラ-120 石嶺坂道通り自治会 自治会 農道石嶺3号線の一部 H29.11.28

道ボラ-122 くもじ地域自治会 自治会 牧志1号の一部、久茂地9号の一部、その他周辺市道 H29.11.28

道ボラ-123 識名団地自治会 自治会 識名12号の一部、識名14～17号 H29.11.28

道ボラ-124 石垣設計ボランティア会 協力会 赤嶺27号(歩) H30.9.20

道ボラ-125 グリーンボランティア若壺会 協力会 牧志23号の一部 H30.9.21

道ボラ-127 古島１丁目昴通り会 協力会 古島38号の一部 H30.9.21

道ボラ-128 新光産業　株式会社 企業 西2号の一部、西29号 H30.10.9

道ボラ-129 宇栄原団地自治会 自治会 宇栄原団地北側線の一部 H30.12.27

道ボラ-130 神花きっず 協力会 壺屋松尾線の一部・約165ｍ R1.8.28

道ボラ-131 なはエネルギー　株式会社 企業 前島南線の一部 R1.12.9

道ボラ-132 勇気フードサービス　株式会社 企業 久茂地16号の一部 R2.2.25

道ボラ-133 有限会社　ツネダ塗装工業 企業 大名沢岻線・大名1号 R2.6.12

道ボラ-134 泉原わんから塾 協力会 小禄88号 R2.8.11

道ボラ-135 第一生命保険株式会社那覇支社 企業 久茂地14，15，17，19号の一部 R2.12.14

道ボラ-136 株式会社　ルート６６ 企業 港町3，4，10号の一部 R3.4.1

道ボラ-137 ワクワクゆんたく通り会 協力会 繁多川15号の一部 R3.6.21

道ボラ-138 興南学園坂道花通り会 協力会 古島9号の一部 R3.9.15

道ボラ-139 海風通り会 協力会 若狭8号の一部 R4.4.4

道ボラ-140 石嶺駅西側交通広場道路ボランティア 協力会 鳥堀石嶺線の一部（石嶺駅西の交通広場）および石嶺15号の一部（南側の歩道） R4.4.13

道ボラ-141 りゅうせき低温流通 企業 港町3号、10号、11号の一部 R4.4.18

道ボラ-142 安次嶺自治会 自治会 田原小禄西線の一部 R4.5.2

道ボラ-143 石嶺駅東側交通広場道路ボランティア 協力会 鳥堀石嶺線の一部（石嶺駅東の交通広場） R4.5.11

道ボラ-144 那覇市立天妃小学校区まちづくり協議会 協議会 東町西線（南側） R4.7.25


