
長崎振興局管内「アダプト団体・愛護団体」登録一覧表 令和４年１０月現在

1 八郎川をきれいにしよう会 八郎川 東長崎地区

2 日本ボーイスカウト長崎県連盟長崎第10団 長与川 長与町

3 ㈲よしだ車屋 日見川 宿町・西川橋上流

4 日見川クリーンアップクラブ 日見川 日見・下川橋～西川橋

5 木場町自治会 西山川・ダム公園 木場町

6 大川・佐賀里の会 大川 布巻町・為石町（ｴﾚﾅ裏～三和中）

7 NPOながさき千本桜･(財)日本花の会 長崎支部 浦上川 梁川町～稲佐町

8 三興建設㈱ 浦上川 城栄町～三芳町

9 ㈱森美工務店 中島川 桶屋町～大井手町

10 ㈱長崎測量設計 中島川 諏訪町～八幡町

11 中尾川清掃美化クラブ（サンコー技研） 中尾川 田中町～矢上町

1 日見川を守る会 日見川 日見地区

2 ながさき ホタルの会 市内全河川（ﾎﾀﾙ生息地） 市全域

3 伊良林小学校ホタルの会 中島川、御手水川 伊良林地区

4 夢みるかっぱ村 神浦川 外海･神浦

5 三和町ふるさとづくり委員会 鹿尾川 土井ノ首地区

6 「ほたるの郷｣実行会 戸根川 琴海町戸根郷

7 NPO法人コミュニティ時津 全河川･南部海岸・ウォーターフロント公園 時津町全域

8 中島川流域委員会 中島川 中島川中～下流域

9 東長崎商工会 青年部 若菜川 千々町～太田尾町

10 多以良地区河川愛護会 多以良川 多以良町

11 長崎地区労 城山勤労協 浦上川 城栄町～松山町

12 川に学ぼうかいin浦上川（大橋地区） 浦上川 大橋町～文教町

13 長崎女子商業高等学校 中島川 魚の町～麹屋町

14 九州労働金庫労働組合 長崎支部 浦上川 松山県営野球場

15 長与川源流 蛍を守る会 長与川 長与町木場地区

16 学校法人あいわ学園矢上幼稚園 現川川 平間町～現川町

17 現川川をきれいにしよう会 現川川 現川町

18 長崎ベーシックライオンズクラブ 浦上川 大橋地区

19 黒崎まちづくり協議会 黒崎川 下黒崎町～上黒崎町

20 ㈱萩原組 長崎支店 中島川 魚の町～元船町

21 ㈱今村組 長崎営業所 西山川・昭和馬町線 西山３～馬町

22 ㈱小山建設 神浦川・神浦長浦線他 神浦向町～神浦下大中尾町

23 ㈱チョーエイ 浦上川・東長崎長与線 川平町内

24 ㈱長与管工設備工業所 長与川 長与町吉無田郷

25 上戸町下ノ区自治会 鹿尾川 上戸町２丁目

26 上戸町上ノ区自治会 鹿尾川 上戸町３～４丁目

27 川に学ぼうかいin浦上川（川平地区） 浦上川 川平町･千茶木～三宝橋

28 ㈱進成 西山川 木場町

29 新戸町東部自治会有志 鹿尾川 蓑上橋～白鷺橋、バス停

30 江川町南部自治会 江川川 太田橋～末石橋

31 精道三川台高等学校 中島川 眼鏡橋～大井手橋付近

32 式見地区愛護会 式見川・市道 ﾀﾞﾑ公園､ﾀﾞﾑ周囲市道

33 榎木ほたる会 現川川 石田橋～柳谷橋

34 長崎原爆被災者協議会・二世の会 浦上川 下大橋～下流200ｍ(左岸）

35 古賀町自治会有志 八郎川 古賀町河川管理道路

36 西山４丁目自治会成年部 西山川 水源地公園周辺

37 宮崎地区自治会 宮崎川 宮崎町地区

38 大井手川河川愛護会 大井手川 滑石地区～JR道ノ尾駅付近

39 鶴鳴学園　長崎女子高等学校 三川川 長崎市川平町～三川町

40 蛍茶屋安心安全パトロール隊 中島川 中川２丁目～本河内１丁目

41 ㈱三ヱ電機 浦上川 大橋町地区

団体名 施設名 地区･区域名

　　　　　　　　　　　河川アダプト団体　　１１団体

　　　　　　　　　　　　　河川愛護団体　４１団体



道路アダプト団体　　３１団体

1 (一社)長崎県産業資源循環協会 国道206号 赤迫電停～道ノ尾交差点

2 ㈱長崎土建工業所 国道499号 出島ﾜｰﾌ～病院前～旧上海銀行

3 長興産業㈱ 昭和馬町線 扇町～石神町

4 ㈱アース　　 長崎式見港線 警察学校前～陸上競技場

5 ㈱西海興業 国道206号 松山町～大橋町交差点

6 すまいる・リフォーム 国道206号 松山交差点～北郵便局

7 西部ガス(株)供給本部　長崎供給部 長崎式見港線 尾上町～幸町

8 星野管工設備㈱ 長崎畝刈線 滑石２丁目

9 協和機電工業㈱ 国道206号 川口町～茂里町

10 ㈱中嶋組 長崎式見港線 茂里町～竹の久保町

11 ㈱別所組 長崎多良見線 長与町本川内郷

12 ㈱長崎日鋪 国道206号 時津町日並郷

13 永川建設㈱ 国道206号 時津町久留里郷

14 ㈱山口興業 国道202号 畝刈町～多以良町  

15 ㈱イナヅマ電気工事 昭和馬町線 下西山町

16 ㈱植野建設 長崎式見港線 若草交番～青山町バス停

17 九州交通警備保障㈱ 国道206号･長崎漁港臨港道路 時津町野田郷

18 ㈱太成産業 長崎畝刈線 滑石３～４丁目

19 九州旅客鉄道㈱ 長崎支社 国道202号 長崎駅周辺

20 ㈱西日本ビルサービス 国道251号・矢上大橋道路 戸石町

21 長崎出島ライオンズクラブ 国道499号 出島：玉江橋～市民病院

22 ㈱星野組 国道206号 目覚町交差点両歩道

23 ㈱コクサイエンジニアリング 国道202・県道長崎式見港線 長崎市元船町地区

24 ㈱三恵電業 国道207号 長与町総合公園～長与岡郷下岡バス停

25 ㈱フジエアテック 国道251号 矢上大橋前後300ｍ

26 ニシム電子工業㈱　長崎支店 国道206号 松山町交差点～大橋町交差点

27 ㈱ペック道守隊 昭和馬町線 長崎大学経済学部前交差点～馬町交差点

28 天理教養佐分教会 野母崎宿線 長崎市茂木町～片町

29 ＮＢＣ情報システム㈱ 長崎式見港線 尾上町～西九州トヨタ前

30 ㈲一電設 国道251号線 戸石小学校前～大久保病院

31 長崎電建工業㈱ 長崎畝刈線 北陽町上床集会所～滑石トンネル入口

道路愛護団体　７９団体

1 希望の会 国道499号 平山町

2 ㈱三基 長与大橋町線･国道206号 大橋町・大橋公園周辺

3 リコージャパン㈱　長崎支社 長与大橋町線 文教町

4 ㈱長崎西部建設 香焼江川線 香焼町里

5 木鉢二丁目自治会 神ﾉ島飽ノ浦線 木鉢町

6 積水ハウス㈱ 国道202号 大黒町～西坂町

7 西部ガス長崎㈱ 国道202号 西坂町～御船蔵町

8 ㈱ウヱノ 本店　 野母崎宿線 網場入口～網場漁協

9 大崎町自治会愛護会 野母崎宿線・大崎海岸 大崎町

10 ㈱上滝 国道499号 市民病院前交差点～松が枝橋交差点

11 武藤建設㈱ 国道206号・時津港・他 赤迫･時津町・他

12 松島建設工業㈱ 国道202号 県庁坂通り～大波止交差点

13 錦建設工業㈱　 長崎式見港線 柿泊町～小江原１丁目

14 エコ・ニコ・ネットワーク 国道206号　他 長崎市内

15 長崎南商工会青年部 国道499号･野母崎宿線･樺島港脇岬 野母崎地区

16 ㈱Ｆａｃｔｏｒｙ 野母崎宿線 宿町～網場町

17 ㈱親和テクノ（長崎） 東長崎長与線 平間町

18 ㈱カミナガ(長崎） 国道207号 長与町岡郷

19 ㈱法面（長崎）　 国道251号 川内町～戸町

20 ㈱才津組 長崎支店 国道499号･長崎港 市民病院～戸町トンネル、小江地区

21 茂木トムソーヤーズクラブ 野母崎宿線 茂木地区

22 ㈱寺尾工業 昭和馬町線 西山３丁目～片淵5丁目

23 大栄開発㈱長崎事務所 国道206号 琴海形上町

24 ㈱石原組（長崎） 国道251号 田中町切通

25 藤永地建㈱県央営業所 野母崎宿線 春日町尾上地区

団体名 施設名 地区･区域名



26 ㈱長崎大建 野母崎宿線 宿町・界町・網場町

27 ㈱坂本組 長崎営業所 国道202号･長崎港 畝刈町～京泊・神ノ島

28 ㈱アサヒコンサル(県北振興局登録） 国道251号 戸石町他（長崎・県北振興局両管内）

29協和機電工業㈱時津事業所 環境委員会 国道206号 時津町久留里

30長崎振興局管理部・建設部愛護会 国道206号 大橋町

31為石小学校区連合自治会愛護会 深堀三和線 為石町・椿ヶ丘町

32㈱日東建設 国道202号 飽の浦町･小学校～神社

33折田建設工業㈱ 国道202・206号 小江町・貯木場前・西彼町

34“道守”養成ユニット　長崎地区 国道・県道 長崎市、西彼杵郡の全域

35㈱MHIパワーコントロールシステムズ 国道202号 飽の浦交番～飽の浦トンネル

36二本松自治会 小ヶ倉田上線 戸町２丁目（二本松信号～）

37西田塗装㈱ 小ヶ倉田上線 田上２～上小島５

38㈱城保安警備 国道206号 赤迫電停～住吉交差点

39㈱オリエントアイエヌジー 昭和馬町線・他 馬町～木場交差点

40長崎電業㈱ 長崎式見港線 若葉町交番～平床公園

41大和リース㈱　長崎営業所 国道499号・女神大橋道路公園 金鍔ﾊﾞｽ停～女神大橋道路公園

42JA北九州くみあい飼料㈱　長崎支店 国道499号・臨港道路 元船町～出島町

43門田建設㈱　西海支店 国道206号 長崎市西海町～琴海形上町

44面高建設㈱　（県北振興局登録） 形上宮浦港線 主に琴海町（長崎・県北振興局両管内）

45ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　まどか 野母崎自転車道線 布巻町

46竹下建設工業㈱竹友会 国道251号 田中町

47NPO法人ワークながさき 国道499号 戸町～平山間

48トライ式高等学院長崎チトセピア前校 国道206号 住吉～昭和町

49田上美化クラブ 国道324号 田上1丁目道路沿・空地

50川内町自治会 国道251号 川内町～戸石町

51㈱サニクリーン九州 長崎駅高架広場・他 長崎市内道路・施設

52㈱協環.南部下水処理場 国道499号 女神大橋道路公園

53㈲石本建設 国道202号 小浦町～手熊町

54道路草刈り隊 国道202号 長崎市内一円

55東長崎商工会 女性部 県・国道全般 矢上町～茂木町

56畝刈クラブ 国道202号 畝刈第4公園周辺

57株式会社　高谷 長与大橋町線 吉無田交差点～女の都入口交差点

58㈱JR長崎シティ 国道202号、長崎式見港線 尾上町～大黒町

59㈱ＰＡＬ構造 国道202号線 文治郎旭町店～朝日石油

60長崎市光町長寿会 国道202号線 稗田橋バス停周辺

61長崎トラディショナルクラブ 国道499号線 女神大橋駐車場付近

62大拓建設㈱ 国道202号線 出津文化村バス停～砥石崎バス停付近

63協星技建㈱ 国道206号線 茂里町交差点～松山交差点梁川公園前交差点～城栄町交差点

64㈱三喜工業 国道251号線 長崎市川内町

65街路見守り隊 国県道全般 長崎市内

66三菱電機㈱長崎支店 国道・県道 国道・県道

67長崎ライオンズクラブ 国道324号線 旧県庁前　国道324号の歩道

68 ㈱クロノ 主要地方道南環状線 女神大橋　戸町側駐車場他

69 ㈱大想建設 国道207号線 西彼杵郡時津町浜田郷字浜本～浜田郷島下付近

70 ㈱エス・ピー・シー 国道206号線 ナフコ前～長崎バス時津営業所までの歩道

71 環境整備推進協会 国道202号線 畝刈地区～外海地区

72 こばた電設㈱ 国道207号線 長与町岡郷

73 team 長崎シークリーン 国道４９９号線 蚊焼町～南越町

74 ㈱兄弟緑地　県造協　県南支部 主要地方道南環状線 女神大橋駐車場周辺道路

75 景照園㈱　県造協　県南支部 主要地方道南環状線 女神大橋駐車場周辺道路

76 ㈲広輝緑化　県造協　県南支部 主要地方道南環状線 女神大橋駐車場周辺道路

77 ㈱松田久花園　県造協　県南支部 主要地方道南環状線 女神大橋駐車場周辺道路

78 ㈱松本豊松園　県造協　県南支部 主要地方道南環状線 女神大橋駐車場周辺道路

79 ㈲緑清園　県造協　県南支部 主要地方道南環状線 女神大橋駐車場周辺道路

砂防アダプト団体　１団体

1 芒塚第一自治会 日見川砂防公園 芒塚町

長崎振興局受付（河川・道路・砂防）　　　１６３団体

団体名 施設名 地区･区域名



1 あけぼの建設㈱ 宮摺海岸 宮摺町

1 千々町自治会 千々海岸 千々町

2 脇岬地区 後の浜愛護会 脇岬海岸・野母崎宿線 脇岬町

3 AsiaSign･eco(ｱｼﾞｱ ｻｲﾝ･ｴｺ) 長崎市内の海岸 長崎市内

4 尾ノ上自治会 香焼西海岸尾ノ上地区 香焼町尾ノ上地区

5 川原町本郷自治会 年崎海岸 川原町

6 ながさき海援隊 白浜、宮摺、脇岬海岸 市内の海水浴場

7 長崎西彼農業協同組合三和支店 川原、宮崎、為石、高浜海岸 川原、宮崎、為石、高浜町

　　　　　　　港湾アダプト団体　７団体

1 ㈱丸栄組 長崎港臨港道路 小榊地区

2 ながさきみなと清掃隊 長崎港 長崎港内一円

3 ㈱西菱環境開発 時津港東側護岸及び周辺道路 時津町久留里地区

4 金水マリン倶楽部 金水地区船舶係留地 長崎市小瀬戸町金水地区

5 NPO法人インフィーニティー ﾒｯﾄﾗｲﾌﾋﾞﾙ裏側の低未利用地 長崎市内

6 コーアツ工業㈱　長崎営業所 臨港施設 京泊市住バス停～長崎魚市場バス停

7 チューリッヒ保険会社 出島ワーフ周辺 出島地区

　　　　　　　港湾愛護団体　３０団体

1 ㈱西海建設 長崎港・水辺の森公園周辺 松ヶ枝～出島町

2 海辺ばきれいにしよう会 長崎港・国道202・499号 松ヶ枝～尾上町

3 みなとをきれいにする会 長崎漁港・国道202号 丸尾町～稲佐町

4 大坪愛港海 長崎港 小ヶ倉町柳埠頭

5 大石建設㈱ 長崎漁港・国道202号 丸尾町・旭町

6 高浜地区　古里愛護会 古里港 高浜町

7 黒瀬建設㈱ 神浦港・他 外海･三重･他

8 神ノ島連合自治会 長崎港緑地 神の島2丁目

9 ㈱田浦組 長崎漁港臨港道路 時津町元村～野田

10 山総建設㈱ 時津港　 時津町・７工区

11 美しい又兵衛の海岸を愛する会 小口港・又兵衛海岸 琴海尾戸町又兵衛

12 茂木校区連合自治会 茂木港 茂木町水辺のきずな公園

13 野母崎小中一貫　青潮学園 脇岬海岸 脇岬港

14 小瀬戸町東区自治会 長崎港 小瀬戸町皇后島周辺

15 鶴南特別支援学校時津分校 時津港　 ウォーターフロント公園、周辺道路

16 社会保険診療報酬支払基金 長崎審査委員会事務局 長崎港　 稲佐橋～旭町

17 小瀬戸町西二区自治会 長崎港 小瀬戸地区内

18 太田尾町自治会 太田尾港 太田尾町内

19 松本清掃舎 水辺の森.おくんち広場.国道324号 元船、出島、常盤町

20ｺﾞﾐ？！だいがすてとっとや　しょんなかね　拾わんば隊 港湾及び施設 長崎市、長与・時津町

21 馬手ｹ浦ペーロン青年団 港湾施設 香焼町馬手ケ浦地区

22 加藤産業㈱ 臨港道路 小ケ倉柳ふ頭

23 全日本海員組合　長崎支部 港湾施設 元船町～出島町

24 ㈱日本冷熱 臨港道路 神の島1丁目～木鉢2丁目

25 ㈱セイエイ建設 長崎漁港臨港道路 畝刈琴海線 長崎市西海町

26まるみつ稲佐店 長崎漁港臨港道路 長崎市旭町

27㈱ＰＡＬ構造 長崎漁港臨港道路 長崎市旭町

28Nagasaki Global Innovators長崎漁港（三重地区）畦護岸前 長崎市畦町

29Pure ocean 市内海岸・時津ウォーターフロント公園等 長崎市近郊・時津ウォーターフロント公園

30㈱ホルス　企画推進チーム 野母半島を中心とした海岸 長崎市内

長崎港湾漁港事務所受付（海岸・港湾）　４５団体

　　　　　　　　　　海岸愛護団体　８団体

長崎振興局・長崎港湾漁港事務所　登録団体数　　２０８団体

団体名 施設名 地区･区域名

長崎港湾漁港事務所管内「アダプト団体・愛護団体」登録一覧表

　　　　　　　　　　海岸アダプト団体　１団体


