
1 美しい宮崎づくり活動支援協議会 任意団体 宮崎市

2 オリエンタル白石(株)宮崎営業所 事業者 宮崎市

3 宮崎景観まちづくり研究会 任意団体 非公開

4 （一社）宮崎県造園緑地協会 その他法人 宮崎市 m-zouen-ryokuchi-assoc.com

5 南郷城整備プロジェクト 任意団体 日南市 Facebook[二瓶　宇央]

6 （株）馬原造園建設 事業者 宮崎市 http://www.mahara.co.jp

7 （一社）宮崎県造園緑地協会　小林支部 その他法人 小林市

8 こどものくにガーデン　ときどき花くらぶ 任意団体 宮崎市
https://www.facebook.com/kodomon
okunigarden/

9 （株）東九州コンサルタント 事業者 延岡市 http://www.higashi-con.co.jp/

10 （有）生目緑地建設 事業者 宮崎市

11 延岡地区建設業協会 その他法人 延岡市

12 特定非営利活動法人コノハナロード延岡市民応援隊 その他法人 延岡市 https://www.konohanaroad.com

13 （一社）日本造園建設業協会　宮崎県支部 その他法人 宮崎市

14 都城森林組合 その他法人 都城市

15 鹿島建設株式会社九州支店宮崎建築工事事務所 事業者 宮崎市 http://www.kajima.co.jp/

16 （一社）　宮崎県造園緑地協会　宮崎支部 その他法人 宮崎市 m-zouen-ryokuchi-assoc.com

17 宮崎県広告美術協同組合 その他法人 宮崎市

18 安心やまもり　AYM合同会社 事業者 非公開

19 （一社）　宮崎県造園緑地協会　日南支部 その他法人 日南市

20 フローラルレディース 任意団体 延岡市

21 酒谷むらおこし株式会社 事業者 日南市 http://michinoeki-sakatani.com/

22 一般財団法人みやざき公園協会 その他法人 宮崎市 http://mppf.or.jp/

23 NPO法人都城大淀川サミット その他法人 都城市

24 辞退 － － －

25 中川チューリップの里づくり協議会 任意団体 日之影町 Facebook[瀧川　宗利］

26 旭建設株式会社 事業者 日向市 http://www.construction.co.jp

27 株式会社　共同技術コンサルタント 事業者 宮崎市 http://www.kg-consul.co.jp

28 スミちゃんラーメン　萩の茶屋 事業者 小林市

29 株式会社　別当設計 事業者 宮崎市 http://bettoh-sekkei.co.jp/

30 大淀川山桜の里づくりの会 任意団体 宮崎市
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31 本郷まちづくり推進委員会 任意団体 宮崎市

32 山崎川を清流にもどす有志の会 任意団体 宮崎市

33 宮崎空港ビル株式会社 事業者 宮崎市 http://www.miyazaki-airport.co.jp

34 株式会社ながとニコニコネット 事業者 宮崎市 nico2.co.jp

35 道の駅なんごう　ジャカランダプロジェクト 任意団体 日南市

36 和石地区田園の景観を守る会 任意団体 宮崎市

37 株式会社南郷包装 事業者 日南市 http://www.nango-hoso.com

38 くしままちづくり協議会 任意団体 串間市

39 株式会社　西の丸（一善の会） 任意団体 門川町 https://nishinomaru.jp/

40 紙屋地区有志会 任意団体 小林市

41 日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会 任意団体 宮崎市 http://www.kirameki-line.com/

42 法元高齢者クラブ 任意団体 西都市

43 株式会社　西部技建コンサルタント 事業者 小林市 www.seibugiken-c.com

44 株式会社　ジーアイエス南九州 事業者 都城市
http://www.geocities.jp/gisminamikyu
shu

45 ランドスケーププロジェクト 任意団体 非公開 http://www.landscape-project.net/

46 小林地区造園組合 任意団体 小林市

47 串間のみちを考える女性の会 任意団体 串間市

48 株式会社　竹尾組 事業者 高千穂町 www.takeogumi.co.jp/

49 宮崎高砂工業株式会社 事業者 都城市 http://www.takasago-renga.net/

50 川坂川を守る会 任意団体 延岡市 http://kitagawashitsugen.com

51 小川作小屋村運営協議会 任意団体 西米良村

52 宮崎日南生活ロード女性の会 任意団体 日南市

53 飫肥に灯りをともす会 任意団体 日南市

54 高鍋まちづくりを考える草の根会 任意団体 高鍋町
http://takanabeiimachi.blog53.fc2.co
m

55 株式会社　藤元建設 事業者 国富町 http://fujimotokensetu.com

56 有限会社　藤商 事業者 宮崎市

57 宮崎をひかりで変える委員会 任意団体 宮崎市

58 社会福祉法人　ときわ会 事業者 小林市 http://www.tokiwa-kai.or.jp/

59 阿萬建設株式会社 事業者 西都市

60 梶舎 任意団体 宮崎市 http://www.facebook.com/konaratei/
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61 宮崎「橋の日」実行委員会 任意団体 非公開 www.hashinohi.jp

62 Flower Boutique アナーセン 事業者 宮崎市 andersen-flower.com

63 丸目地区環境美化委員会 任意団体 宮崎市

64 橘通４丁目地区花のまちづくり実行委員会 任意団体 宮崎市

65 桜会 任意団体 高千穂町

66 NPO法人オープンガーデンサンフラワー宮崎 その他法人 宮崎市
http://www.miyazaki-
catv.ne.jp/^sunflopgarden/index.htm

67 造園まちづくり塾 任意団体 高鍋町
http://www.facebook.com/zouenmac
hi/

68 一般社団法人　宮崎県建築士会　延岡支部 女性委員会　「きらら延岡」 任意団体 延岡市

69 みやざきインテリアコーディネーター協会 任意団体 日向市 http://www.m-ica.jp

70 西都地区建設業協会 その他法人 西都市

71 都農町環境保全協議会 任意団体 都農町

72 特定非営利活動法人　宮崎文化本舗 その他法人 宮崎市 http://www.bunkahonpo.or.jp/

73 みんなのくらしターミナル 任意団体 宮崎市 http://minnanokurashi.org/

74 平岩遊歩道御名崎ヶ鼻の会 任意団体 日向市

75 一般社団法人　宮崎県造園緑地協会　日向支部 その他法人 日向市

76 ブリヂストンBRM株式会社　 南九州営業所 事業者 都城市 https://bs-brm.jp

77 桑野内地区　道路整備促進協力会 任意団体 五ヶ瀬町

78 庄手の自然を守る会 任意団体 日向市

79 にっこばまちづくり協議会 任意団体 小林市
http://www.facebook.com/nishikobay
ashi/

80 赤とんぼ 任意団体 木城町

81 日本一の干し大根と大根やぐら日本農業遺産推進協議会 任意団体 宮崎市 http://www.daikon-no1.jp/

82 敬愛会 任意団体 西都市

83 株式会社　サン・ルーム 事業者 延岡市
http://care-net.biz/45/sun-
room/index.html

84 長田峡　きらめき隊 任意団体 三股町

85 綾町建友会 任意団体 綾町

86 清武荒平山再生ボランティアの会 任意団体 宮崎市

87 高鍋自然愛好会 任意団体 高鍋町

88 日向共栄会 任意団体 日向市

89 NPO法人　一日向 その他法人 日向市

90 荘内商工会 その他法人 都城市
http://www.miya-
shoko.or.jp/sounai/top.html
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91 宮崎安全施設事業協同組合 その他法人 宮崎市

92 西日本電信電話株式会社　宮崎支店 事業者 宮崎市 http://www.ntt-west.co.jp/miyazaki/

93 前目温故知新の会 任意団体 三股町

94 日之影町森林セラピー推進協議会 その他法人 非公開 http://hinokage-therapy.com/

95 妻北地域づくり協議会 任意団体 西都市 http://tsumakita.org

96 フェニックスの苗木を贈る会 任意団体 宮崎市

97 幸の里まちづくり協議会 任意団体 日向市

98 日栄建設株式会社 事業者 国富町

99 許斐建設株式会社 事業者 綾町

100 大島町笹原自治会 任意団体 宮崎市

101 青少年育成協議会有明支部 任意団体 串間市

102 有限会社　薬師建設 事業者 宮崎市

103 株式会社　中馬建設 事業者 宮崎市

104 庭師二十日会 任意団体 西都市

105 ボランティア　団体あじさいで町づくり 任意団体 高原町

106 九州電力株式会社　宮崎支社 事業者 宮崎市
http://www.kyuden.co.jp/company_o
utline_branch_miyazai_index.html

107 特定非営利活動法人　ひむか感動体験ワールド その他法人 延岡市 http://nobe-star.com

108 九州工営株式会社 事業者 宮崎市 http://ww.k-kouei.co.jp

109 青島地域まちづくり推進委員会 任意団体 宮崎市

110 土木写真部　宮崎支部 任意団体 宮崎市
https://dobokuphoto.wixsite.com/ind
ex

111 株式会社ヤマウ　宮崎営業所 事業者 宮崎市 http://www.yamau.co.jp

112 日測コンサルタント株式会社 事業者 国富町

113 九州電力送配電株式会社　宮崎支社 事業者 宮崎市
https://www.kyuden.co.jp/td_index.ht
ml

114 建和会 任意団体 日向市

115 桜チルチル平兵衛酢満チルの会 任意団体 美郷町

116 おこびらつつじ保存会 任意団体 えびの市

117 認可地縁団体　小野田区自治会 その他法人 日向市

118 ささゆりの里　辰の元活性化グループ 任意団体 非公開

119 有限会社　宮崎植木市場 事業者 宮崎市

120 株式会社　九州土木設計コンサルタント 事業者 宮崎市 https://9do.co.jp



ホームページ等

美しい宮崎づくり活動団体登録一覧

登録番号 団体名 種別
事務所又は
活動場所

121 株式会社スカイフォレスト宮崎 事業者 宮崎市

122 株式会社　晃和コンサルタント 事業者 宮崎市 https://www.kouwa-cnsl.co.jp

123 一般社団法人　宮崎県法面保護協会 その他法人 宮崎市 https://www.miya-ken.jp/norimen

124 日南地区建設業協会 その他法人 日南市

125 松本建設株式会社 事業者 宮崎市 https://www.matuken.co.jp

126 一般財団法人　日本造園修景協会宮崎県支部 その他法人 宮崎市

127 西米良村観光協会 任意団体 西米良村 https://www.vill.nishimera.lg.jp

128 日本たばこ産業株式会社 宮崎支店 事業者 宮崎市 https://www.jti.co.jp/

129 一般社団法人　日向市観光協会 その他法人 日向市 http://www.hyuga.or.jp/

130 石貫自治公民館 任意団体 西都市

131 苗鉢物で町を彩る推進会議 任意団体 小林市

132 株式会社　南九州みかど 事業者 宮崎市 http://www.mikado-kk.jp/

133 大平公園整備委員会 任意団体 三股町

134 寺岡左官工業 任意団体 都城市

135 一丁田地区自治会 任意団体 新富町

136 一般社団法人美郷町観光協会 その他法人 美郷町 http://www.visit-misato.jp

137 岩渕地区花愛会 任意団体 木城町

138 株式会社　日南造園 事業者 日南市 https://nichinanzouen.jp/

139 一般社団法人　木城町ふるさと振興協会 その他法人 木城町 http://service.kijo.jp/~yurara/

140 宮崎花菖蒲協会 任意団体 宮崎市

141 鹿児山景観美化協議会 任意団体 高原町

142 ひむかYOUゆうクラブ 任意団体 日向市

143 小松川見守り隊 任意団体 宮崎市

144 花植屋　草色 任意団体 宮崎市


