
1 桑名 大泉農家組合 二級河川員弁川
いなべ市
員弁町大泉

2 桑名 麻生田連合自治会 二級河川員弁川
いなべ市
北勢町麻生田

3 桑名 南大社里を守る会 二級河川三孤子川
員弁郡東員町
南大社

4 桑名 古田自治会 一級河川赤尾川
いなべ市
藤原町古田

5 桑名 坂井自治会 二級河川員弁川 桑名市坂井

6 桑名 中山町自治会 二級河川嘉例川 桑名市中山町

7 桑名 星川農家組合 二級河川嘉例川 桑名市星川

8 桑名 門前自治会 二級河川養父川
いなべ市
大安町門前

9 桑名 上之山田総代 二級河川相場川
いなべ市
藤原町上之山田

10 桑名 星川自治会 二級河川嘉例川 桑名市星川

11 桑名 志知区連合自治会 二級河川三孤子川 桑名市志知

12 桑名 上之山田友の会
二級河川相場川
二級河川小解田川

いなべ市
藤原町上之山田

13 桑名 播磨東自治会 一級河川大山田川 桑名市播磨

14 桑名 相場川・地区内竹林除去有志の会 二級河川相場川
いなべ市
藤原町西山田
及び上相場

1
四日
市

山分町自治会 二級河川朝明川 四日市市山分町

2
四日
市

小牧町北自治会 二級河川朝明川左岸 四日市市小牧町

3
四日
市

西坂部町山之平自治会 二級河川海蔵川左岸 四日市市西坂部町

4
四日
市

菰野町永井区 二級河川朝明川 三重郡菰野町大字永井

5
四日
市

竹谷川を愛する会 二級河川竹谷川 四日市市下海老町

6
四日
市

菰野町小島区 二級河川田光川左岸 三重郡菰野町大字小島

7
四日
市

竹谷川の蛍と桜を守る会 二級河川竹谷川 四日市市赤水町

8
四日
市

尾平町自治会 二級河川三滝川左岸 四日市市尾平町

9
四日
市

尾平町南自治会 二級河川三滝川 四日市市尾平町

建設
事務
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10
四日
市

尾平町西組 二級河川三滝川左岸 四日市市尾平町

11
四日
市

智積町たのし会 二級河川矢合川 四日市市智積町

12
四日
市

貝家町自治会 二級河川鎌谷川左岸 四日市市貝家町

13
四日
市

曽井町自治会
１６番組

二級河川三滝川左岸 四日市市曽井町

14
四日
市

高角町草刈り会 二級河川三滝川 四日市市高角町

15
四日
市

中村町自治会 二級河川朝明川左岸 四日市市中村町

16
四日
市

上海老町自治会 二級河川海蔵川 四日市市上海老町

17
四日
市

千代田町自主防災支援隊 二級河川朝明川左岸 四日市市千代田町

1 鈴鹿 北畑自治会
一級河川八島川
一級河川源明川

鈴鹿市西庄内町

2 鈴鹿 南条自治会
一級河川八島川
一級河川寺川

鈴鹿市東庄内町

3 鈴鹿 上田町山の原自治会 一級河川椎山川 鈴鹿市上田町

4 鈴鹿 安知本町自治会 二級河川中ノ川 亀山市安知本町

5 鈴鹿 寺井池水利組合 一級河川浪瀬川
鈴鹿市石薬師町
～下大久保町

6 鈴鹿 クラブいもこじ 二級河川中ノ川 亀山市下庄町

7 鈴鹿 川合町自治会 一級河川椋川 亀山市川合町

8 鈴鹿 石薬師土地改良区 一級河川蒲川 鈴鹿市石薬師町

9 鈴鹿 クリーン中ノ川を守る会 二級河川中ノ川 鈴鹿市御薗町

10 鈴鹿 八島川を守る会 一級河川八島川 鈴鹿市東庄内町

11 鈴鹿
社会福祉法人伊勢亀鈴会鈴鹿社会的事業
所まかせ太君

一級河川浪瀬川 鈴鹿市木田町

12 鈴鹿
社会福祉法人伊勢亀鈴会鈴鹿社会的事業
所まかせ太君

一級河川八島川 亀山市川崎町

13 鈴鹿 両尾管理組合 一級河川安楽川 亀山市両尾町

14 鈴鹿 安楽川除草組合 一級河川安楽川 亀山市辺法寺町

1 津 安濃川右岸堤防を守る会 二級河川安濃川 津市安濃町浄土寺字北中砂

2 津 大井キッズクラブ 一級河川雲出川 津市一市町大井

3 津 野田自治会 二級河川三泗川 津市野田

4 津 上稲葉自治会 一級河川長野川 津市稲葉町



5 津 川添町自治会 二級河川岩田川 津市川添町

6 津 市場垣内自治会 一級河川榊原川 津市榊原

7 津 三ケ野老人クラブ 一級河川三ケ野川 津市白山町三ケ野

8 津 小野連合区中年会 一級河川弁天川 津市白山町川口

9 津 片田町自治会 二級河川岩田川 津市片田町

10 津 北神山区自治会　　花街道 二級河川安濃川 津市芸濃町北神山

11 津 森町自治会 一級河川長野川・榊原川 津市森町

12 津 君ケ野ダム周辺環境保全協議会
一級河川八手俣川
（君ケ野ダム公園）

津市美杉町八手俣

13 津 下稲葉自治会 一級河川長野川 津市稲葉町下稲葉

14 津 榊原１自治会 一級河川榊原川 津市榊原

15 津 岡南区自治会 二級河川安濃川 津市安濃町岡南

16 津 曽根農家組合 二級河川安濃川 津市安濃町曽根

17 津 清水ヶ丘自治会 二級河川美濃屋川 津市安濃町清水ヶ丘

18 津 太田地区自治会 二級河川美濃屋川 津市安濃町太田

19 津 内多地区自治会 二級河川美濃屋川 津市安濃町内多

20 津 連部営農組合
二級河川穴倉川
・北大谷川

津市安濃町連部

21 津 井上営農保全会 二級河川北大谷川 津市安濃町井上

22 津 粟加区自治会 二級河川安濃川 津市安濃町粟加

23 津 大塚区自治会 二級河川安濃川 津市安濃町大塚

24 津 戸島区自治会 二級河川安濃川 津市安濃町戸島

25 津 仲之郷区 二級河川北大谷川 津市安濃町仲之郷

26 津 中村町自治会 一級河川榊原川 津市中村町

27 津 八対野財産管理会 一級河川八対野川 津市白山町八ツ山

28 津 八ツ山自治・区長会 一級河川山田野川 津市白山町八ツ山

29 津 一色農家組合 一級河川榊原川 津市久居一色町

30 津 北家城自治会 一級河川雲出川 津市白山町北家城

31 津 家所区自治会
二級河川穴倉川他１川（久
保川）

津市美里町家所

32 津 片田薬王寺町自治会 二級河川岩田川 津市片田久保町・薬王寺



33 津 西豊野自治会 二級河川志登茂川 津市一身田西豊野

34 津 家城ライン活性会　南家城連合区 一級河川雲出川 津市白山町南家城

35 津 榊原２区東山老人クラブ 一級河川榊原川 津市榊原町東山

36 津 片田田中町自治会 二級河川岩田川 津市片田田中町

37 津 片田井戸町自治会 二級河川岩田川 津市片田井戸町

38 津 リバーパーク真見管理組合 一級河川雲出川 津市白山町真見

39 津 大鳥町自治会 一級河川榊原川 津市大鳥町

1 松阪 阪内川漁業協同組合 阪内川 松阪市丹生寺町

2 松阪 八重田町自治会 堀坂川 松阪市八重田町

3 松阪 寺井自治会 阪内川 松阪市笹川町寺井

4 松阪 七美会 阪内川 松阪市桜町

5 松阪 東野自治会 笹笛川 明和町東野地区

6 松阪 天花寺営農組合 駒返川 松阪市嬉野天花寺町

7 松阪 勝見自治会 笹笛川 明和町斎宮

8 松阪 桂瀬町自治会 阪内川 松阪市桂瀬町

9 松阪 矢下自治会東組 中村川 松阪市嬉野矢下町

10 松阪 矢下集落部会 中村川 松阪市嬉野矢下町

11 松阪 嬉野宮野町自治会 中村川 松阪市嬉野宮野町

12 松阪 須賀領自治会 三渡川 松阪市嬉野須賀領町

13 松阪 阪内町自治会 阪内川 松阪市阪内町

14 松阪 伊勢寺町自治会 堀坂川 松阪市伊勢寺町

15 松阪 嬉野矢下自治会 中村川 松阪市嬉野矢下町

16 松阪 嬉野上野町自治会 大谷川 松阪市嬉野上野町

17 松阪 南井村自治会 阪内川 松阪市井村町

18 松阪 東黒部地区連合自治会 中の川 松阪市東黒部町

19 松阪 中郷地区活性化協議会 中村川 松阪市嬉野森本町

20 松阪 祓川ダイヤクリーン 祓川 明和町金剛坂



21 松阪 松ヶ崎まちづくり協議会 百々川 松阪市松ヶ崎町

22 松阪 嬉野滝之川町自治会 中村川 松阪市嬉野滝之川町

23 松阪 大河内町自治会 阪内川 松阪市大河内町

24 松阪 前野自治会 祓川 明和町前野町

25 松阪 阪内川親水会 阪内川 松阪市丹生寺町

26 松阪 田牧町自治会 堀坂川 松阪市田牧町

27 松阪 須田自治会有志会 祓川 明和町須田町

28 松阪 矢津町自治会 矢津川 松阪市矢津町

29 松阪 矢津町自主防災会 矢津川 松阪市矢津町

30 松阪 辻原町自治会 阪内川 松阪市辻原町

31 松阪 勢津町自治会 矢津川 松阪市勢津町

32 松阪 阪内川遊漁同好会 阪内川 松阪市阿形・田村町

33 松阪 本町まちづくりの会 阪内川 松阪市西町・本町

34 松阪
農事組合法人
笠松営農組合

碧川 松阪市笠松町

35 松阪 ふるこ草刈の会 阪内川 松阪市大足町

36 松阪 上ノ庄自治会 堀坂川・岩内川 松阪市上ノ庄町

37 松阪 上野自治会 笹笛川 明和町上野町

38 松阪 桜町八町会 阪内川 松阪市桜町

39 松阪 曲町自治会堀坂川堤防保全会 堀坂川 松阪市曲町

40 松阪 大堀川を守る会 大堀川 明和町大淀

41 松阪 蛭ノ沢を守る会 笹笛川 明和町斎宮

42 松阪 立山橋左岸を守る会 笹笛川 明和町佐田

43 松阪 三渡川を美しくする会 三渡川 松阪市嬉野田村地区

44 松阪 外五曲町自治会 阪内川 松阪市外五曲町

45 松阪 阪内町草刈隊 阪内川 松阪市阪内町

46 松阪 浜田喜楽会 祓川 明和町浜田

47 松阪 花の郷クラブ 中村川 嬉野小原町



1 伊勢 大江区 二級河川大江川左右岸 南伊勢町大江区

2 伊勢 河内区 二級河川河内川 南伊勢町河内地区

3 伊勢 長野町内会 一級河川大内山川左岸 大紀町崎地区

4 伊勢 元崎町内会 一級河川大内山川右岸 大紀町崎地区

5 伊勢 新田中瀬農事組合 一級河川大内山川 大紀町駒

6 伊勢 津村団地自治会 二級河川横輪川右岸 津村団地自治会

7 伊勢 円座町「横輪川河川敷を守る会」 一級河川横輪川左岸 伊勢市円座町

8 伊勢 中野定沖地域資源保存会 一級河川大内山川 大紀町中野・米ヶ谷地区

9 伊勢 森区自治会 一級河川外城田川左岸 伊勢市西豊浜町

1 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

2 志摩 迫間区自治会 二級河川大谷川・池田川 志摩市磯部町迫間

3 志摩 後沖圃場整備事業管理組合 二級河川後沖川 志摩市阿児町鵜方

1 伊賀 須原区 一級河川服部川 伊賀市須原地内

2 伊賀 比土区上出小場 一級河川木津川 伊賀市比土上出地内

3 伊賀 阿保西部区自治会 一級河川城川 伊賀市阿保西部地内

4 伊賀 川東中野井子土地改良区 一級河川滝川 伊賀市川東地内

5 伊賀 新堂区 一級河川御代川 伊賀市新堂地内

6 伊賀 西之澤区 一級河川柘植川 伊賀市西之澤地内

7 伊賀 大野木区 一級河川岩根川 伊賀市大野木地内

8 伊賀 出後区 一級河川服部川 伊賀市出後地内

9 伊賀 土橋区 一級河川柘植川 伊賀市土橋地内

10 伊賀 比自岐区 一級河川比自岐川 伊賀市比自岐地内

11 伊賀 諏訪住民自治会 一級河川払子川 伊賀市諏訪地内

12 伊賀 上友生区 一級河川久米川 伊賀市上友生地内

13 伊賀 佐那具町自治会 一級河川柘植川 伊賀市佐那具地内

14 伊賀 短野区 一級河川三谷川　 名張市短野地内



15 伊賀 前川区 一級河川崩川 伊賀市柘植町地内

16 伊賀 羽根区 一級河川服部川　 伊賀市羽根地内

17 伊賀 森井堰水利組合依那具支部 一級河川木津川 伊賀市笠部地内

18 伊賀 物堂区 一級河川柘植川 伊賀市下柘植地内

19 伊賀 柏野区 一級河川柘植川 伊賀市柏野地内

20 伊賀 川東・内垣内井子 一級河川滝川 伊賀市川東地内

21 伊賀 比土古郡水利組合 一級河川木津川 伊賀市比土地内

22 伊賀 笠部第四区 一級河川砂川 伊賀市笠部地内

23 伊賀 上郡区 一級河川木津川 伊賀市上郡地内

24 伊賀 比土里小場 一級河川北川　 伊賀市比土里地内

25 伊賀 比土市場小場 一級河川木津川 伊賀市比土地内

26 伊賀 古郡区 一級河川木津川 伊賀市古郡地内

27 伊賀 中村区 一級河川大谷川 伊賀市島ヶ原中村地内

28 伊賀 平田区 一級河川平田川　 伊賀市平田地内

29 伊賀 下阿波区 一級河川服部川 伊賀市下阿波地内

30 伊賀 川東 勧進辻井子 一級河川滝川 伊賀市川東地内

31 伊賀 川東 宮ノ東井子 一級河川宮川 伊賀市川東地内

32 伊賀 上内垣内地区土地改良区 一級河川滝川 伊賀市川東地内

33 伊賀 畑村区 一級河川赤川 伊賀市畑村地内

34 伊賀 上市場区 一級河川柘植川 伊賀市下柘植地内

35 伊賀 鳳凰寺区 一級河川高砂川 伊賀市鳳凰寺地内

36 伊賀 下三谷区 一級河川三谷川 名張市下三谷地内

37 伊賀 柘植地区 一級河川倉部川 伊賀市柘植町地内

38 伊賀 山畑区 一級河川滝川 伊賀市山畑地内

39 伊賀 山神区 一級河川柘植川 伊賀市山神地内

40 伊賀 鞆田川流域６地区協議会 一級河川鞆田川　 伊賀市玉滝地内

41 伊賀 川合区 一級河川河合川 伊賀市川合地内

42 伊賀 北出農家組合 一級河川滝川 伊賀市川東地内



43 伊賀 小波田川改修促進期成同盟会 一級河川小波田川 名張市滝之原～西田原地内

44 伊賀 西明寺区 一級河川矢谷川 伊賀市西明寺地内

45 伊賀 出屋敷庄田小場 一級河川出屋敷川 伊賀市上神戸地内

46 伊賀 下郡区 一級河川矢田川 伊賀市下郡地内

47 伊賀 枅川区会 一級河川比自岐川 伊賀市枅川地内

48 伊賀 西条区 一級河川柘植川 伊賀市西条地内

49 伊賀 下荒木区 一級河川矢谷川　 伊賀市下荒木地内

50 伊賀 上神戸区 一級河川木津川 伊賀市上神戸地内

51 伊賀 喰代区 一級河川中野川　 伊賀市喰代地内

52 伊賀 丸柱区 一級河川丸柱川　 伊賀市丸柱地内

53 伊賀 槙山区 一級河川河合川 伊賀市槙山地内

54 伊賀 御代区 一級河川柘植川 伊賀市御代地内

55 伊賀 中友生区 一級河川久米川 伊賀市中友生地内

56 伊賀 長瀬区 一級河川名張川 名張市長瀬地内

57 伊賀 西山自治会 一級河川西出川　 伊賀市西山地内

58 伊賀 千歳区 一級河川柘植川 伊賀市千歳地内

59 伊賀 摺見区 一級河川比自岐川 伊賀市摺見地内

60 伊賀 沖区 一級河川木津川　 伊賀市沖地内

61 伊賀 下郡南自治会 一級河川木津川　 伊賀市下郡地内

62 伊賀 高山区 一級河川高山川 伊賀市高山地内

63 伊賀 小杉区西組 野田川管理事業者 一級河川野田川　 伊賀市小杉地内

64 伊賀 川西区 一級河川滝川 伊賀市川西地内

65 伊賀 愛田区 一級河川愛田川 伊賀市愛田地内

66 伊賀 上村区 一級河川上市場川 伊賀市上村地内

67 伊賀 山出区 一級河川崩川 伊賀市柘植町地内

68 伊賀 蓮池区 一級河川久米川 伊賀市蓮池地内

69 伊賀 森寺区 一級河川矢田川 伊賀市森寺地内

70 伊賀 東高倉区 一級河川東高倉川 伊賀市東高倉地内



71 伊賀 丈六区 一級河川滝川 名張市赤目町丈六地内

72 伊賀 才良区 一級河川木津川　 伊賀市才良地内

73 伊賀 高畑区 一級河川服部川 伊賀市高畑地内

74 伊賀 下郡地区開発実行委員会 一級河川木津川　 伊賀市下郡地内

75 伊賀 大内区 一級河川岩根川　 伊賀市大内地内

76 伊賀 下比奈知区 一級河川名張川　 名張市下比奈知地内

77 伊賀 奥村区 一級河川小山川 伊賀市島ヶ原地内

78 伊賀 西条自治会荒堀 一級河川柘植川 伊賀市西条地内

79 伊賀 大道区 一級河川大谷川 伊賀市島ヶ原地内

80 伊賀 音羽区 一級河川払子川 伊賀市音羽地内

81 伊賀 界外区 一級河川久米川 伊賀市界外地内

82 伊賀 馬場区自治会 一級河川河合川 伊賀市馬場地内

83 伊賀 中友田区 一級河川鞆田川　 伊賀市中友田地内

84 伊賀 下神戸大北小場木津川左岸草刈 一級河川木津川 伊賀市下神戸地内

85 伊賀 下友田区 一級河川鞆田川 伊賀市下友田地内

86 伊賀 西湯舟区 一級河川鞆田川 伊賀市西湯舟地内

87 伊賀 服部町自治会 一級河川服部川 伊賀市服部町地内

88 伊賀 円徳院環境保全会 一級河川河合川 伊賀市円徳院地内

89 伊賀 比土高瀬小場 一級河川木津川 伊賀市比土高瀬地内

90 伊賀 上友田区 一級河川野田川　 伊賀市上友田地内

1 尾鷲 志子自治会 二級河川赤羽川 紀北町島原～志子

2 尾鷲 田山区 二級河川田山川 紀北町田山

3 尾鷲 ツヅラト峠を守る会 二級河川志子川 紀北町島原

4 尾鷲 便ノ山区 二級河川銚子川 紀北町便ノ山

5 尾鷲 出垣内自治会 二級河川赤羽川 紀北町長島

6 尾鷲 中里区 二級河川往古川 紀北町中里

7 尾鷲 認可地縁団体矢口浦区 二級河川元谷川 紀北町矢口浦



8 尾鷲 キャニオンカンパニー 二級河川田山川 紀北町田山

9 尾鷲 小末をきれいにする会 二級河川船津川 紀北町上里

10 尾鷲 三木里地区会 二級河川沓川 尾鷲市三木里町

11 尾鷲 三戸川を守る会 二級河川三戸川 紀北町島原

12 尾鷲 海山クラブ 二級河川銚子川 紀北町相賀

1 熊野 小阪区 一級河川大又川 熊野市飛鳥町小阪

2 熊野 佐渡区 一級河川大又川 熊野市飛鳥町佐渡

3 熊野 井戸川愛桜会 二級河川井戸川 熊野市井戸町

4 熊野 湯ノ口環境美化ボランティア 一級河川北山川 熊野市紀和町湯ノ口

5 熊野 所山区 一級河川板屋川 熊野市紀和町所山

6 熊野 相野谷小学校保護者会 一級河川相野川 南牟婁郡紀宝町井内

7 熊野 神山区 一級河川大又川 熊野市飛鳥町神山

8 熊野 ＡＭドリームス
二級河川尾呂志川
二級河川広田川

南牟婁郡御浜町阿田和

9 熊野 小栗須区 一級河川矢倉川 熊野市紀和町小栗須

10 熊野 奥有馬自治会 二級河川産田川 熊野市有馬町

11 熊野 友視の会 一級河川板屋川 熊野市紀和町大栗須

12 熊野 市木川沿岸作業チーム 二級河川市木川 南牟婁郡御浜町下市木

13 熊野 野口区 一級河川大又川 熊野市飛鳥町野口

14 熊野 小船区 一級河川北山川 熊野市紀和町小船

15 熊野 市木川上市木草刈り会 二級河川市木川 南牟婁郡御浜町上市木

16 熊野 飯森を美しくする会 二級河川神内川 南牟婁郡紀宝町成川


