
1 桑名 麻生田連合自治会
（一）東貝野南中津原丹生
川停車場線

いなべ市
北勢町麻生田

2 桑名 石槫の里コミュニティ 一般国道３０６号
いなべ市
大安町石槫南

3 桑名 梅戸自治会 （一）田光梅戸井停車場線
いなべ市
大安町梅戸

4 桑名 西方区自治会 （主）四日市員弁線
いなべ市
員弁町西方

5 桑名 下野尻ふるさとを語る会 一般国道３０６号他１線
いなべ市
藤原町下野尻

6 桑名 宇賀営農会 一般国道３０６号
いなべ市
大安町宇賀

7 桑名 七大字生産森林組合 一般国道４２１号
いなべ市
大安町石槫南

8 桑名 南中津原自治会
（一）東貝野南中津原丹生
川停車場線ほか１線

いなべ市
北勢町南中津原

9 桑名 阿下喜生産森林組合 （一）畑毛東貝野阿下喜線
いなべ市
北勢町阿下喜

10 桑名 野代地区を守る会 （一）多度長島線
桑名市
多度町大鳥居

11 桑名 石槫東区長OB会 一般国道４２１号
いなべ市
大安町石槫東

12 桑名 川合農家組合 （主）時下野尻線
いなべ市
藤原町川合

13 桑名 （特）多度自然育成の会 （主）四日市多度線
桑名市多度町
戸津、小山、多度、北猪飼

14 桑名 嘉例川農家組合 （主）四日市多度線 桑名市嘉例川

15 桑名 日内農家組合 （主）時下野尻線ほか１線
いなべ市
藤原町日内

1 四日市 日野親睦会
主要地方道
四日市鈴鹿環状線

四日市市西日野町

1 鈴鹿 長法寺町自治会 （主）鈴鹿環状線 鈴鹿市長法寺町

2 鈴鹿 西庄内工区水利組合 （主）四日市関線 鈴鹿市西庄内町

3 鈴鹿 両尾管理組合 （主）四日市関線 亀山市両尾町

4 鈴鹿 山下町自治会 （一）鈴鹿関線 亀山市山下町

1 津 仲之郷区 主要地方道亀山白山線
津市安濃町草生中之郷
～津市安濃町草生平尾

2 津 岩城区
一般県道草生窪田津線他１
線（草生曽根線）

津市安濃町草生岩城
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3 津 神田自治会 一般県道亀山安濃線
津市安濃町神田
～津市安濃町今徳

4 津 安濃区自治会
一般県道亀山安濃線他１線
（草生窪田津線）

津市安濃町安濃西
～津市安濃町安濃東

5 津 山出地区自治会
一般県道亀山白山線他１線
（草生窪田津線）

津市安濃町草生山出
～津市安濃町草生岩城

6 津 南神山自治会 一般県道穴倉南神山津線
津市安濃町南神山
～津市安濃町今徳橋

7 津 高座原自治会 主要地方道亀山白山線 津市美里町高座原

8 津 日南田営農グループ 一般県道穴倉南神山津線 津市美里町日南田

9 津 家所区自治会　辰ノ口上
一般県道穴倉南神山津線他
１線（家所阿漕停車場線）

津市美里町家所

10 津 船山環境保全会 主要地方道亀山白山線 津市美里町船山

11 津 穴倉区環境美化部会
主要地方道亀山白山線他１
線（穴倉南神山津線）

津市美里町穴倉

12 津 八ツ山自治・区長会
一般県道藤大三停車場線他
２線（亀山白山線、垣内御
城線、老ヶ野古田青山線）

津市白山町八ッ山

13 津 元取自治協議会
主要地方道松阪青山線他１
線（城立青山線）

津市白山町布引・大原～津
市白山町藤

14 津 元取昭和会
主要地方道松阪青山線他１
線

津市白山町布引・大原～津
市白山町藤

15 津 遠河自治会 主要地方道一志美杉線 津市一志町波瀬

16 津 津市片田長谷町営農組合 一般剣道家所阿漕停車場線 津市片田長谷町

1 松阪
丹生あじさい
ボランティア

勢和兄国松阪線
　茅原丹生線

多気町丹生

2 松阪 阿波曽町自治会 御麻生園豊原線 松阪市阿波曽

3 松阪 大字　岩内 多気停車場斉明線 明和町岩内

4 松阪 犬飼自治会 一般国道１６６号 松阪市飯高町森

5 松阪 嬉野宇気郷住民協議会 主要地方道嬉野美杉線 松阪市嬉野小原町

6 松阪 松阪市柚原町自治会 松阪青山線 松阪市柚原町

7 松阪 片野あぜみちクラブ 片野飯高線 多気町片野

8 松阪 与原町自治会 合ヶ野松阪線 松阪市伊勢寺町～与原町

9 松阪 与楽会 合ヶ野松阪線 松阪市与原町～飯福田町

10 松阪 西池上自治会 仁田多気停車場線 多気町西池上

11 松阪
木梶水呑渓谷
を楽しむ会

一般国道１６６号 松阪市飯高町木梶

12 松阪 道路美化グループ 飯南三瀬谷停車場線 松阪市飯南町向粥見～上相津

13 松阪 アイ.アイ.クラブ 飯南三瀬谷停車場線 松阪市飯南町向粥見



14 松阪 波留老人会 片野飯高線 松阪市飯南町向粥見

15 松阪 上小川自治会 嬉野美杉線 松阪市嬉野上小川町

16 松阪 粟野区 一般国道１６６号 松阪市飯高町粟野

17 松阪 七日市区 一般国道１６６号
松阪市飯高町
富永・七日市

18 松阪 宮本区 一般国道４２２号 松阪市飯高町宮本

19 松阪 乙栗子自治会 一般国道１６６号 松阪市飯高町乙栗子

20 松阪 大広世古組 辻原西町線 松阪市矢津町

21 松阪 嬉野林研グループ 嬉野美杉線
松阪市嬉野釜生田町～嬉野
小原地区

22 松阪 山村自治会 辻原西町線 松阪市笹川町

23 松阪 赤桶中自治会西奥組 一般国道４２２号 松阪市飯高町赤桶

24 松阪 上村自治会 多気停車場斉明線 明和町上村

25 松阪 大杉地域おこしの会 大台ヶ原線 大台町大杉地区

26 松阪 野々口区会計 一般国道１６６号 松阪市飯高町野々口

27 松阪 小原ゆめの会 主要地方道松阪青山線 松阪嬉野小原町

28 松阪 南井村町自治会 辻原西町線 松阪市井村町

29 松阪 美しい町づくりの会 一般国道１６６号 飯高町赤桶・作滝

30 松阪 阪内町自治会 松阪青山線 松阪市阪内町

31 松阪 丹生区 一般県道芧原丹生線 多気町丹生

32 松阪 地縁団体　栃川組 一般国道４２２号 飯高町宮本

33 松阪 深野自治会 一般国道１６６号 飯高町森・深野

1 伊勢 度会エンペラーズ 県道伊勢大宮線 度会郡度会町麻加江

2 伊勢 矢持町町内会 県道横輪南勢線 伊勢市矢持町

3 伊勢 切原区自治会 県道伊勢南勢線 南伊勢町切原

4 伊勢 南中村地域資源保全会 伊勢南島線、度会大宮線 度会郡度会町南中村

1 志摩 桃取町内会 一般県道答志桃取線 鳥羽市桃取町

2 志摩 ボランティアグループアラジン 一般国道２６０号 志摩市志摩町布施田



1 伊賀 東湯舟区
(主)伊賀信楽線
(主)東湯舟甲賀線

伊賀市東湯舟

2 伊賀 老川区 (一)種生奥鹿野線
 伊賀市老川

3 伊賀 上郡水利委員会 (一)上野島ヶ原線
 伊賀市上郡

4 伊賀 小杉区 (主)伊賀信楽線 伊賀市小杉

5 伊賀 布生上出区 (一)蔵持霧生線 名張市布生

6 伊賀 上小波田地域守りたい 国道１６５号 名張市上小波田

7 伊賀 上小波田区 (一)滝之原美旗(T)線 名張市上小波田

8 伊賀 西友会 (一)信楽上野線 伊賀市西山

9 伊賀 松原貸農園組合 (主)奈良名張線 名張市松原町

10 伊賀 鵜山区 (一)山添桔梗ヶ丘線
 名張市鵜山

11 伊賀 下小波田区 (一）滝之原美旗停車場線 名張市下小波田

12 伊賀 福川区 (一)種生奥鹿野線 伊賀市福川

13 伊賀 NALC伊賀名張生きがいクラブ 国道３６８号 名張市下比奈知

14 伊賀 霧生上出小場 (主)松阪青山線 伊賀市霧生

15 伊賀 地縁団体広刎小場 (一)蔵持霧生線 伊賀市霧生

16 伊賀 中村区 (一)観菩提寺線 伊賀市島ヶ原中村

17 伊賀 東条区 (一)高倉佐那具線 伊賀市東条

18 伊賀 枡川区会
(一)枡川青山線
(一)上野島ヶ原線

伊賀市枡川

19 伊賀 腰山区 (主)松阪青山線 伊賀市腰山

20 伊賀 上神戸区 (主)上野名張線 伊賀市上神戸

21 伊賀 布生下出区 (一)布生夏見線 名張市布生

22 伊賀 倉部区役員会 (主)伊賀信楽線
 伊賀市柘植町

23 伊賀 岡鼻美化クラブ
国道２５号
(一)加太柘植線

伊賀市岡鼻

24 伊賀 土橋区自治会 (一)高倉佐那具線 伊賀市土橋

25 伊賀 中馬野老人クラブ (主)伊賀青山線 伊賀市中馬野

26 伊賀
(特非)
赤目四十八滝渓谷保勝会 (一)赤目滝線 名張市赤目町長坂

27 伊賀 NPO滝之原
(一)滝之原美旗停車場線
(一)名張青山線

名張市滝之原



28 伊賀 槙山区
(一)甲南阿山伊賀線
(主)伊賀信楽線

伊賀市槙山

29 伊賀 滝之原区 (一）滝之原美旗停車場線 名張市滝之原

30 伊賀 神屋区中並集落団地グループ (一)蔵持霧生線 名張市長瀬

31 伊賀 庵、吉原区
(一)蔵持霧生線
(一)布生夏見線

名張市吉原

32 伊賀 里自治会 (主)上野名張線 名張市蔵持町里

33 伊賀 薦生区 (一)上笠間八幡名張線 名張市薦生

34 伊賀 倉部区 (主)草津伊賀線 伊賀市柘植

35 伊賀 子延区 (一)関大山田線 伊賀市子延

36 伊賀 下高尾区 (主)青山美杉線 伊賀市高尾

37 伊賀 丸柱地域まちづくり協議会 国道４２２号 伊賀市丸柱

38 伊賀 奥鹿野区 (一)城立青山線 伊賀市奥鹿野

39 伊賀 上高尾区 (一)老ヶ野古田青山線 伊賀市高尾

40 伊賀 喰代区 (主)上野大山田線 伊賀市喰代

41 伊賀 諏訪実年会 国道４２２号 伊賀市諏訪

42 伊賀 木落山林所有者連絡会 (一)加太柘植線 伊賀市柘植町

43 伊賀 馬田ふるさと保全会 (一)上友田円徳院線 伊賀市馬田

44 伊賀 黒田区 国道１６５号 名張市黒田

1 尾鷲 三木里地区会
一般国道３１１号
三木里インター線

尾鷲市三木里町

2 尾鷲 大原区 一般国道４２２号 紀北町大原～大原向井

3 尾鷲 十須区自治会 一般国道４２２号 紀北町十須

4 尾鷲 下河内区 一般国道４２２号 紀北町下河内

5 尾鷲 三戸区自治会 三戸紀伊長島停車場線 紀北町島原

6 尾鷲 ツヅラト峠を守る会
一般国道４２２号
多田ケ瀬山居線

紀北町島原～東長島

7 尾鷲 海山光グループ
矢口浦上里線
海山尾鷲港線

紀北町上里～小山浦

8 尾鷲 山雄会 一般国道４２５号 尾鷲市坂場何枚田

9 尾鷲 紀伊長島区自治会連合会 一般国道４２２号 紀北町島原

10 尾鷲 紀伊長島区自治会連合会 長島港古里線 紀北町古里



11 尾鷲 なぎさ会 一般国道４２５号 尾鷲市南浦

12 尾鷲 NPO　ＮＫＮグループ 大杉谷海山線 紀北町河内

13 尾鷲 錦城会 多田ケ瀬山居線 紀北町城ノ浜

1 熊野 新鹿区 新鹿佐渡線 熊野市新鹿町

2 熊野 クマノエコクラブ
国道311号
二木島港線

熊野市須野町
～二木島町

3 熊野 アスカエコクラブ 国道311号
熊野市二木島町
～大泊町

4 熊野 花知区 熊野矢ノ川線 熊野市神川町

5 熊野 瀬戸区 七色峡線 熊野市井戸町瀬戸

6 熊野 なんでも屋にこにこ会 熊野矢ノ川線 熊野市紀和町

7 熊野 楠の木会
国道311号
長尾板屋線

熊野市紀和町板屋、矢ノ川

8 熊野 長野区 熊野紀和線 熊野市紀和町

9 熊野 5人会 熊野川紀和線 熊野市紀和町

10 熊野 未来
国道309号
新鹿佐渡線

熊野市飛鳥町佐渡他

11 熊野 風伝グループ
国道311号
御浜紀和線

南牟婁郡御浜町川瀬他

12 熊野 里の会 小船紀宝線 南牟婁郡御浜町川瀬他

13 熊野 一族山会 小船紀宝線 熊野市紀和町

14 熊野 みどりの会 鵜殿熊野線 南牟婁郡紀宝町

15 熊野 蒼光の会 紀宝川瀬線 南牟婁郡紀宝町

16 熊野 環境を考える会 小船紀宝線 紀宝町浅里、瀬原境

17 熊野 ヤママサグループ 紀宝川瀬線 南牟婁郡御浜町

18 熊野 熊森会
御浜北山線
鵜殿熊野線

熊野市金山町他

19 熊野 大馬遊歩会
七色峡線
御浜紀和線

熊野市井戸町瀬戸

20 熊野 金山防犯灯の会
国道311号
御浜北山線

熊野市金山町

21 熊野 花街道花いっぱい
国道311号
上市木市木停車場線

南牟婁郡御浜町上市木

22 熊野 熊野市有馬町環境を守る会
国道311号
鵜殿熊野線

熊野市有馬町他

23 熊野 神上区
神川五郷線
国道169号
七色峡線

熊野市神川町神上

24 熊野 神木会 国道311号 南牟婁郡御浜町神木



25 熊野 長原区 七色峡線 熊野市神川町長原

26 熊野 長井区民ボランティア
熊野矢ノ川線
御浜北山線

熊野市育生町大井他

27 熊野 尾川区 御浜北山線 熊野市育生町

28 熊野 飛鳥の自然を守る会
国道309号
新鹿佐渡線

熊野市飛鳥町佐渡他

29 熊野 二木島環境会
国道311号
二木島港線

熊野市須野町～
二木島町

30 熊野 311号を考える会 国道311号 熊野市二木島町～大泊町

31 熊野 栃の木会
鵜殿熊野線
紀宝川瀬線

南牟婁郡紀宝町

32 熊野 クヌギの会
国道311号
御浜北山線
鵜殿熊野線

熊野市紀和町

33 熊野 松の木会 小船紀宝線 南牟婁郡紀宝町

34 熊野 神川区長会
神川五郷線
国道169号

熊野市神川町神上他

35 熊野 長原区 七色峡線 熊野市神川町長原

36 熊野 花知区 熊野矢ノ川線 熊野市神川町花知

37 熊野 新鹿区 新鹿佐渡線 熊野市新鹿町

38 熊野 丸山会 熊野矢ノ川線 熊野市紀和町

39 熊野 風伝グループ 国道311号 南牟婁郡御浜町川瀬

40 熊野 神木会 国道311号 南牟婁郡御浜町神木

41 熊野 防犯灯草刈り会
国道311号
御浜北山線

熊野市金山町

42 熊野 大馬遊歩会 七色峡線 熊野市井戸町

43 熊野 熊野道路清掃協力会
国道311号
鵜殿熊野線

熊野市有馬町他

44 熊野 311号花部会
国道311号
上市木市木停車場線

南牟婁郡御浜町上市木

45 熊野 浅里の郷の会 小船紀宝線 南牟婁郡紀宝町浅里

46 熊野 桃崎環境の会
国道169号
国道309号

熊野市五郷町桃崎


