
1 桑名 木曽三川ゴミの会、長島河川の会 新堀川、員弁川 桑名市福岡町

2 桑名 田辺自治会（田辺営農組合） 田切川、二ノ瀬川 いなべ市北勢町

3 桑名 老人クラブ小山ことぶき会 多度川 桑名市多度町

4 桑名 力尾自治会 落合川 桑名市多度町

5 桑名 多度中学校及び桑北会（ＰＴＡ） 多度川 桑名市多度町

6 桑名 南中津原自治会 小穴谷、山田川 いなべ市北勢町

7 桑名 麓村自治会 青川 いなべ市北勢町

8 桑名 東貝野自治会 貝野川 いなべ市北勢町

9 桑名 (株)三和工務店 員弁川 桑名市町屋

10 桑名 桑名地区砂利協同組合 員弁川 いなべ市北勢町

11 桑名 桑部・在良連合自治会 員弁川 桑名市

12 桑名 三重県建設業協会桑員支部 員弁川 桑名市、いなべ市、東員町

13 桑名 桑員河川漁業協同組合 員弁川 桑名市

14 桑名 北勢町其原自治会 山田川 いなべ市北勢町

15 桑名 桑名市立正和中学校及び正和中学校PTA 員弁川 いなべ市北勢町

16 桑名 東員町長深自治会 三狐子川 員弁郡東員町

17 桑名 員弁川環境保全有志の会 員弁川 桑名市安永

1
四日
市

海蔵地区社会福祉協議会 ２級河川海蔵川・三滝川 四日市市東阿倉川

2
四日
市

NPO菰野を良くする会 ２級河川三滝川 菰野町

3
四日
市

マこもの里自然に親しむ会 ２級河川三滝川、赤川 菰野町

4
四日
市

ふるさと散歩道除草隊（東坂部町自治
会）

２級河川海蔵川 四日市市東坂部町

5
四日
市

桜町南農家組合及び桜町南自治会 ２級河川矢合川 四日市市桜町

6
四日
市

菰野町杉谷区 ２級河川杉谷川 菰野町杉谷

7
四日
市

内部地区社会福祉協議会 １級河川内部川 四日市市波木町

令和元年度活動団体名簿

河川美化ボランティア活動助成事業

活動場所
建設
事務
所名

河川名団体名



8
四日
市

大矢台知地区連合自治会　まちづくり構
想推進委員会

２級河川朝明川 四日市市川北

9
四日
市

川原町第一自治会 ２級河川三滝川 四日市市川原町

10
四日
市

当新田区自治会 ２級河川員弁川 川越町当新田

11
四日
市

朝日クリーン会 ２級河川三滝川 四日市市橋北

12
四日
市

クリーンロード ２級河川金渓川 菰野町菰野

13
四日
市

レインボー ２級河川朝明川 四日市市保々

14
四日
市

田光クリーンリバー ２級河川田光川 菰野町田光

1 鈴鹿 野尻自治会 竜川 亀山市布気町

2 鈴鹿 加太梶ケ坂自治会 加太川
亀山市加太梶ケ坂
（猪の元堰堤から梶ケ坂橋
下流）

3 鈴鹿
加太地区まちづくり協議会　地域づくり
部会

加太川 亀山市加太地区

4 鈴鹿 大久保町自治会 内部川 鈴鹿市大久保町

5 鈴鹿 中ノ川清掃ボランティア協議会 中ノ川 鈴鹿市栄地区

6 鈴鹿 農地 水 環境を守る会　岸岡支部 金沢川 鈴鹿市岸岡町

7 鈴鹿 川崎地区自治会連合会 安楽川 亀山市川崎町

1 津 納所和楽会 ２級河川安濃川 津市納所町

2 津 雲出川漁業協同組合　河川清掃事業 １級河川雲出川
津市美杉町八幡～久居及び
美里

3 津 岩城区 ２級河川北大谷川 津市安濃町岩城

4 津 東観音寺自治会 ２級河川北大谷川 津市安濃町東観音寺

5 津 安濃区自治会 ２級河川美濃屋川 津市安濃町安濃

6 津 山出地区自治会 ２級河川北大谷川 津市安濃町山出

7 津 三行自治会 ２級河川田中川 津市河芸町三行

8 津 公益社団法人　津青年会議所 ２級河川岩田川 津市丸之内

9 津
下稲葉自治会（野田垣内）長野川を美し
くし隊

１級河川長野川 津市稲葉町

10 津 室ノ口自治会 １級河川波瀬川 津市一志町波瀬

11 津 有限会社　安芸土木 ２級河川安濃川 津市安濃町

12 津 白山町上ノ村自治会 １級河川大村川 津市白山町上ノ村



1 松阪 七美会 阪内川 松阪市桜町

2 松阪 東村組自治会 櫛田川 松阪市飯南町深野

3 松阪
天白マリンクラブ
（曽原新田自治会）

碧川 松阪市曽原町

4 松阪 阪内町自治会 阪内川 松阪市阪内町

5 松阪 小津町自治会 三渡川 松阪市小津町

6 松阪 喜多村新田自治会 三渡川 松阪市喜多村新田町

7 松阪 曲町自治会 堀坂川 松阪市曲町

8 松阪 下之庄自治会 大谷川 松阪市嬉野下之庄町

9 松阪 蒼川の自然・環境を守る会 碧川 松阪市曽原町

10 松阪 与原町自治会 大谷川 松阪市与原町

11 松阪
大河内地区
まちづくり協議会

阪内川 松阪市阪内町～笹川町

12 松阪 嬉野薬王寺町自治会 大谷川
松阪市
嬉野薬王寺町

13 松阪 桜町八町会 阪内川 松阪市桜町

14 松阪 辻原町自治会 阪内川 松阪市辻原町

15 松阪 出曲町自治会 堀坂川 松阪市曲町

16 松阪
松ヶ崎
まちづくり協議会

三渡川 松阪市松ヶ島町

17 松阪
松ヶ崎
まちづくり協議会

百々川 松阪市松崎浦町

18 松阪 伊勢寺町自治会 堀坂川 松阪市伊勢寺町

19 松阪
桂瀬ボランティア
グループ

阪内川 松阪市桂瀬町

20 松阪 大石町自治会 櫛田川 松阪市大石町

21 松阪 金剛川美川会 金剛川 金剛川

22 松阪 高町をきれいにする会 愛宕川左岸 愛宕川左岸

23 松阪 阪内川を美しくする会 阪内川左右岸 阪内川左右岸

24 松阪 宇野重工(株) 金剛川 金剛川

25 松阪 （株）中井組 櫛田川 櫛田川

1 伊勢 矢持町自治会 一級河川横輪川 伊勢市矢持町下村



2 伊勢 一般社団法人三重県建設業協会伊勢支部 一級河川五十鈴川 伊勢市宇治浦田町～館町

3 伊勢 勢田町町内会 一級河川勢田川 伊勢市勢田町

4 伊勢 伊勢市小俣町中小俣自治区 二級河川汁谷川 伊勢市小俣町中小俣他

5 伊勢 伊勢路区 二級河川伊勢路川 南伊勢町伊勢路

6 伊勢 泉区 二級河川泉川 南伊勢町泉

7 伊勢 押渕区 二級河川押渕川 南伊勢町押渕

8 伊勢 神津佐区 一級河川神津佐川 南伊勢町神津佐

9 伊勢 始神区 二級河川始神川 南伊勢町始神

10 伊勢 斎田区 二級河川斎田川 南伊勢町斎田

11 伊勢 大江区 二級河川大江川 南伊勢町大江

12 伊勢 内瀬区 二級河川伊勢路川 南伊勢町内瀬

13 伊勢 當津区 一級河川宮川 度会町當津

14 伊勢 ＭＧ 一級河川宮川 度会町大野木

15 伊勢 麻加江親和クラブ 一級河川宮川 度会町麻加江

16 伊勢 平生区ボランティア 一級河川宮川 度会町平生

17 伊勢 穂原連絡協議会
二級河川押淵川
左岸

南伊勢町伊勢路

18 伊勢 公共施設美化ボランティア活動隊 二級河川伊勢路川 南伊勢町伊勢路

1 志摩 檜山路区自治会 二級河川檜山路川 水谷橋～墓地前堤防

2 志摩 築地老人クラブ 二級河川池田川 志摩市磯部町築地地内

3 志摩 奥の野耕作者組合 二級河川奥の野川 志摩市阿児町鵜方地内

4 志摩 地縁団体下之郷区 二級河川野川 志摩市磯部町下之郷地内

5 志摩 迫間第一区自治会 二級河川大谷川 志摩市磯部町迫間地内

6 志摩 英虞湾の水質を考える会 二級河川前川 志摩市阿児町鵜方地内

1 伊賀 高畑区 一級河川服部川 伊賀市高畑

2 伊賀 下郡南区 一級河川木津川 伊賀市上郡、下郡

3 伊賀 大野木区 一級河川岩根川 伊賀市大野木



4 伊賀 諏訪住民自治会 一級河川払子川、青木川 伊賀市諏訪

5 伊賀 枅川区 一級河川比自岐川 伊賀市枅川

6 伊賀 喰代区 一級河川久米川 伊賀市喰代

7 伊賀 摺見区 一級河川比自岐川 伊賀市摺見

8 伊賀 下荒木区 一級河川矢谷川 伊賀市荒木

9 伊賀 西明寺区 一級河川矢谷川 伊賀市西明寺

10 伊賀 伊賀市東部地区住民自治協議会 一級河川矢谷川 伊賀市上野東部地区

11 伊賀 中出区 一級河川下柘植川、柘植川 伊賀市中出

12 伊賀 中友田区 一級河川鞆田川、野田川 伊賀市中友田

13 伊賀 上友田区 一級河川野田川 伊賀市上友田

14 伊賀 馬田区 一級河川鞆田川 伊賀市馬田

15 伊賀 馬場区自治会 一級河川河合川 伊賀市馬場

16 伊賀 妙楽地区 一級河川木津川 伊賀市妙楽地

17 伊賀 種生区 一級河川前深瀬川、川上川 伊賀市種生

18 伊賀 北山区 一級河川木津川 伊賀市北山

19 伊賀 瀧区 一級河川木津川 伊賀市瀧

20 伊賀
高尾住民自治協議会
草刈ボランティアグループ

一級河川前深瀬川 伊賀市高尾原池

21 伊賀 別府区 一級河川木津川 伊賀市別府

22 伊賀 別府老人クラブ 一級河川木津川 伊賀市別府

23 伊賀 伊勢路区 一級河川青山川 伊賀市伊勢路

24 伊賀 勝地区 一級河川木津川、奥山川 伊賀市勝地

25 伊賀 青山羽根区
一級河川木津川、前深瀬
川、三谷川

伊賀市青山羽根

26 伊賀 岡田区 一級河川木津川 伊賀市岡田

27 伊賀 伊賀市阿保東部区 一級河川木津川 伊賀市阿保

28 伊賀 下川原区 一級河川木津川 伊賀市下川原

29 伊賀 ＮＰＯ法人　伊賀の自然環境を守る会 一級河川木津川 伊賀市阿保

30 伊賀 名張市土地改良区八幡工区 一級河川小波田川 名張市薦生、八幡

31 伊賀 布生下出区（河川を守る会） 一級河川折戸川 名張市布生下出



32 伊賀 柏原みのり会 一級河川滝川 名張市赤目町柏原

33 伊賀 比奈地ゆめづくり委員会 一級河川名張川 名張市下比奈知

34 伊賀 名張クリーン大作戦 一級河川名張川ほか 名張市美旗中村ほか

1 熊野 三重県立木本高等学校 二級河川西郷川 熊野市木本町

2 熊野 熊野市社会福祉協議会井戸支所 二級河川井戸川 熊野市井戸町

3 熊野
熊野市育生町（尾川区、長井区、大井
区）

一級河川尾川川 熊野市育生町

4 熊野
飛鳥町区長会（大又区、小阪区、佐渡
区、神山区、野口区）

一級河川大又川 熊野市飛鳥町

5 熊野 五郷区長会 一級河川大又川 熊野市五郷町寺谷～桃崎

6 熊野 神川町長原区 一級河川神上川 熊野市神川町長原

7 熊野 神川町神上区 一級河川神上川 熊野市神川町神上

8 熊野 熊野宮川を守る会 二級河川熊野宮川 熊野市大泊町

9 熊野 上地区自治会 二級河川尾呂志川
南牟婁郡御浜町大字阿田和
上地

10 熊野 下市木　片地田人 二級河川市木川 南牟婁郡御浜町大字下市木

11 熊野 下市木　片芝田人 二級河川市木川 南牟婁郡御浜町大字下市木

12 熊野 紀宝町浅里自治会 一級河川西ノ谷川 南牟婁郡紀宝町浅里

13 熊野 紀宝町大里自治会 一級河川相野谷川 南牟婁郡紀宝町大里

14 熊野 紀宝町桐原自治会 一級河川相野谷川 南牟婁郡紀宝町桐原

15 熊野 相野谷中学校育友連絡会 一級河川相野谷川 南牟婁郡紀宝町

16 熊野 鵜殿老人クラブ賛寿会 二級河川神内川 南牟婁郡紀宝町鵜殿

17 熊野 飯盛を美しくする会 二級河川神内川 南牟婁郡紀宝町飯盛

18 熊野 高岡環境活動会 一級河川野添川 南牟婁郡紀宝町高岡


