
津市 野田みどりネットワーク 津市神戸野田集落

緑のネットワークにのみ 津市新家町集落

北神山地域資源保全隊 津市芸濃町北神山集落

多門地域資源保全隊 津市芸濃町多門集落

下川地域資源保全隊 津市芸濃町雲林院下川集落

ＩＧＣ石橋グリーン・クラブ 津市一志町石橋集落

南家城資源保全向上護る会 津市白山町南家城集落

二本木･岡地区環境保全会 津市白山町二本木・岡集落

杉ヶ瀬資源保全会 津市白山町川口杉ヶ瀬集落

稲垣土夢会 津市白山町稲垣集落

すがぜＣＡＰ 津市須ヶ瀬町集落

八上環境保全組合 津市白山町八対野１，２，３区集落

美しい町中縄創世クラブ 津市芸濃町中縄集落

跡部街づくり協議会 津市安東町跡部集落

北家城資源保全向上護る会 津市白山町北家城集落

上稲葉むぎっこの会 津市稲葉町上稲葉集落

山出保全活動組織 津市美里町家所山出

榊原みずすまし会 津市榊原町一帯

山田野美農里会 津市白山町

平尾会 津市安濃町草生平生平尾集落

野田地区水土里協議会 津市大里野田地区

うぶ湯の里グリーンクラブ 津市産品集落

アグリサポート２１ 津市木造町集落

川口資源保全向上護る会 津市川口集落

やさしい町づくり楠原保全会 津市芸濃町楠原集落

南河路ふるさと保全会 津市南河路地域

岩城区保全会 津市安濃町岩城区域

中瀬地区農地・水・環境保全会 津市河芸町中瀬地内

三行地区農地・水・環境保全会 津市河芸町三行集落

上ノ村環境保全プロジェクト 津市白山町上ノ村地内

分部みどりの愛好会 津市分部（長田・十王・地下）

四日市市 西村地域のふるさとを守る会 四日市市西村集落

市場町の環境を守る会 四日市市市場町集落

緑ゆたかな北小松をまもる会 四日市市北小松集落

川向水路の会 四日市市西坂部町川向集落

上条自然保存会 四日市市西村町上条集落

山田町自然を守る会 四日市市山田町集落

下海老町の環境を守る会 四日市市下海老町集落

北五味塚資源環境保全会 四日市市楠町北五味塚地区

南川資源環境保全会 四日市市楠町南川地区

北一色資源環境保全会 四日市市楠町北一色地区

本郷資源環境保全会 四日市市楠町本郷集落

小倉資源環境保全会 四日市市楠町小倉地区

上海老資源環境保全会 四日市市上海老町集落

智積農地水環境を守る会 四日市市智積町

伊勢市 こころ豊かなあわの村 伊勢市粟野集落

上野町日向野里 伊勢市上野町字日向・大津野集落

弁天様協議会 伊勢市円座町集落

森区ふるさと保全活動隊 伊勢市西豊浜町森区集落

有滝の自然を守る会 伊勢市有滝町集落

ふるさと東大淀の自然環境を守る会 伊勢市東大淀集落

柏町みのり会 伊勢市柏町

鹿海資源等保全協議会 伊勢市鹿海町集落

村松資源等保全協議会 伊勢市村松町集落

一色資源等保全協議会 伊勢市一色町集落

伊勢北部地区自然を守る会
伊勢市植山町、有滝町、西豊浜町、東
豊浜町、村松町集落

上地・水・土・里グループ 伊勢市上地町地内集落

（参考）地域ぐるみで農地・水・環境保全向上対策を行っている活動組織
（1期対策分）

市町
名

活動組織名 協定の位置
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市町
名

活動組織名 協定の位置

おばた資源．環境保全協議会 伊勢市小俣町地域

佐八地区農地・水・環境保全会 伊勢市佐八町地域

楠部地区農地・水・環境保全会 伊勢市楠部町地域

津村町地区農地・水・環境保全会 伊勢市津村町地域

中須町きよさと会 伊勢市中須町集落

馬瀬町環境整備委員会 伊勢市馬瀬町、御薗町地域

通町ふるさと再生活動隊 伊勢市通町地域

磯地区農地・水・環境保全会 伊勢市磯町集落

三津地区農地・水・環境保全会 伊勢市二見町三津地域

西環境保全会 伊勢市二見町西集落

松阪市 山添木・水・土・里ネット 松阪市山添集落

伊勢寺地域環境保全向上活動をする会 松阪市伊勢寺集落

精魂の郷・保全・管理クラブ 松阪市櫛田・清水・菅生集落

美濃田環境保全会 松阪市美濃田集落

こいしろクリンネット２１協議会 松阪市漕代地区集落

八重田農地・水・環境保全向上委員会 松阪市八重田集落

殿村環境保全組合 松阪市殿村集落

六根環境を考える会 松阪市六根町集落

腹太環境保全チーム 松阪市腹太町集落

笠松環境保全協議会 松阪市笠松町集落

久米町環境保全組合 松阪市久米町集落

五主楽農会 松阪市五主町集落

藤之木地区農地・水・環境保全会 松阪市藤之木町集落

与原むらおこし会 松阪市与原町集落

権現前環境向上会 松阪市嬉野権現前町集落

忘れ井の里環境保全協議会 松阪市市場庄町集落

上ノ庄環境保全会 松阪市上ノ庄町集落

上久米環境保全協議会 松阪市久米町上久米集落

小阿坂農村活性化協議会 松阪市小阿坂町集落

星合環境保全協議会 松阪市星合町集落

桑名市 長島地域資源保全会 桑名市長島町内

かれがわふる里活動隊 桑名市大字嘉例川集落

上之輪を守る会 桑名市大字上之輪集落

上之郷環境保全向上部会 桑名市多度町上之郷集落

野代地区を守る会 桑名市多度町大鳥居、南之郷地区

ななわ農地・水・環境保全会 桑名市五反田、芳ケ崎、森忠、星川

坂井水土里ネットワーク 桑名市坂井全域と友村の一部の地域

赤尾水土里ネットワーク 桑名市赤尾、島田の一部の地域

今島地区を守る会 桑名市今島地内

柚井のさとを守る会 桑名市多度町柚井の地域

深谷農地・水・環境保全会 桑名市下深谷部地域

友谷水土里ネットワーク 桑名市友村の地域

鈴鹿市 深溝水土里を守る会 鈴鹿市深溝集落

稲生農地・水・環境を守る会 鈴鹿市稲生集落

玉垣農地・水・環境を守る会 鈴鹿市玉垣集落

甲斐町水郷会 鈴鹿市甲斐集落

国府南部活動組織 鈴鹿市国府集落

河田水・土・里会 鈴鹿市河田集落

安塚農地・水・環境を守る会 鈴鹿市安塚集落

寺井池用水保全会 鈴鹿市下大久保集落

岸田地区農地・水・環境保全会 鈴鹿市岸田集落

木鎌農水会 鈴鹿市五祝町木鎌集落

地子町水土里会 鈴鹿市地子町集落

徳田水土里の会 鈴鹿市徳田集落

津賀地区農地・水・環境保全会 鈴鹿市津賀、高塚集落

石薬師一里塚環境美化保全会 鈴鹿市上野、山の原集落

秋永農地水環境保全会 鈴鹿市秋永集落

名張市 短谷美土里倶楽部 名張市短野・下三谷集落

丈六農地・水・環境保全隊 名張市赤目町丈六集落

滝之原農地・水・環境保全活動隊 名張市滝之原集落

鵜山みどりの会 名張市鵜山地域

結馬地区農地・水・環境・保全会 名張市結馬地域

矢川環境保全会 名張市矢川地域

上三谷地区保全会 名張市上三谷集落

亀山市 徳原土っ子活動組織 亀山市徳原集落

太田みどりとくらしを守る会 亀山市太田集落

どんこネット川合 亀山市川合集落

山下環境保全会 亀山市山下集落

三寺地域資源保全会 亀山市三寺集落

長明寺クリーンクラブ 亀山市長明寺集落

関上田環境保全会 亀山市関町木崎

熊野市 金山環境を守る会 熊野市金山町集落

五郷環境をまもる会 熊野市五郷町
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市町
名

活動組織名 協定の位置

いなべ市 いもり会 いなべ市北勢町瀬木集落

麻生田地区を守る会 いなべ市北勢町麻生田集落

中津の里を守る会 いなべ市北勢町南中津原集落

北中津原を守る会 いなべ市北勢町北中津原集落

平野新田地区を守る会 いなべ市北勢町平野新田集落

東貝野地区を守る会 いなべ市北勢町東貝野集落

向平里を守る会 いなべ市北勢町向平集落

田辺地区を守る会 いなべ市北勢町田辺集落

小原一色エコクラブ いなべ市北勢町小原一色集落

せんじぐれ地区を守る会 いなべ市北勢町千司久連新田集落

笠田新田地区を守る会 いなべ市員弁町笠田新田集落

下笠田地区を守る会 いなべ市員弁町下笠田集落

楚原緑を守る会 いなべ市員弁町楚原集落

平古地区を守る会 いなべ市員弁町平古集落

北金井の農村環境を守る会 いなべ市員弁町北金井集落

大泉新田地区守る会 いなべ市員弁町大泉新田集落

畑新田地域を守る会 いなべ市員弁町畑新田集落

大泉の地域環境を守る会 いなべ市員弁町大泉集落

東一色環境保全会 いなべ市員弁町東一色集落

松之木地区を守る会 いなべ市員弁町松之木集落

岡丁田地区を守る会 いなべ市員弁町岡丁田集落

暮明地区を守る会 いなべ市員弁町暮明集落

梅戸地区を守る会 いなべ市大安町梅戸集落

大井田地区農地･水･環境保全活動組織 いなべ市大安町大井田集落

宇賀しぜんを守る会 いなべ市大安町宇賀集落

戸井地区農地･水･環境を守る会 いなべ市大安町戸井集落

大安新田地区を守る会 いなべ市大安町石榑東新田集落

片樋環境美化会議 いなべ市大安町片樋集落

丹生川久下地区を守る会 いなべ市大安町丹生川久下集落

桜川クラブ いなべ市大安町丹生川中集落

石川資源エコ隊 いなべ市藤原町石川集落

のじり村 いなべ市藤原町下野尻集落

西野尻地区を守る会 いなべ市藤原町西野尻集落

坂本環境を守る会 いなべ市藤原町坂本集落

清流の里山口 いなべ市藤原町山口集落

本郷地区を守る会 いなべ市本郷集落

ドリーム．シティ市場 いなべ市藤原町市場集落

エコファーム篠立 いなべ市藤原町篠立集落

レインボー古田 いなべ市藤原町古田集落

上之山田の農業を守る会 いなべ市藤原町上之山田集落

どじょっ子くらぶ いなべ市藤原町長尾集落

日内っ子くらぶ いなべ市藤原町日内集落

であいば下相場地区活動組織 いなべ市藤原町下相場集落

川合藩 いなべ市藤原町川合集落

ふもとの里を守る会 いなべ市北勢町麓村集落

西方地区を守る会 いなべ市員弁町西方集落

下平地区を守る会 いなべ市北勢町下平集落

東禅寺ふるさとを守る会 いなべ市藤原町東禅寺集落

高柳地区美土里農会 いなべ市大安町高柳集落

湟川環境向上会 いなべ市大安町石榑東湟川集落

平石地区農地を守る会 いなべ市大安町平塚、石榑下集落

二之瀬の自然を守る会 いなべ市北勢町二之瀬地内

門前ふるさとを守る会 いなべ市大安町門前集落

川原を守る会 いなべ市北勢町川原集落

治田外面地域の里を守る会 いなべ市北勢町治田外面地域

志摩市 南張美農里保全会 志摩市浜島町南張地域

伊賀市 服部地域資源環境保全会 伊賀市服部集落

才良農地・水・環境向上会 伊賀市才良集落

羽根環境保全委員会 伊賀市羽根集落

コスモスの里比自岐保全協議会 伊賀市比自岐集落

蓮池地域環境資源保全会 伊賀市蓮池集落

川西保全会 伊賀市川西集落

柏野地域資源保全隊 伊賀市柏野集落

楯岡地域資源環境保全会 伊賀市楯岡集落

西之澤農地水環境を守る会 伊賀市西之澤集落

山畑環境をまもる会 伊賀市山畑集落

小杉ふるさと保全会 伊賀市小杉集落
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市町
名

活動組織名 協定の位置

川東農地・環境保全会 伊賀市川東集落

下友田ふる里保全隊 伊賀市下友田集落

西湯舟地域農地・水・環境保全向上対策活動組織 伊賀市西湯舟集落

湯舟農地・水・環境保全協議会 伊賀市湯舟集落

みどろ農地・水・環境保全向上会 伊賀市真泥集落

淅の里 伊賀市炊村集落

畑エコクラブ 伊賀市畑村集落

甲野地域環境まもり隊 伊賀市甲野集落

市部環境保全会 伊賀市市部集落

龍王山麓下友生地域資源保全隊 伊賀市下友生集落

円徳院環境保全向上会 伊賀市円徳院集落

川北農水環保全会 伊賀市川北集落

出後地域保全隊 伊賀市出後集落

富岡地域水土里保全会 伊賀市富岡集落

印代保全会 伊賀市印代地区

みずすまし 伊賀市千戸集落

中島グリーンネット 伊賀市平田（中島地区）

中友田農地･水･環境保全会 伊賀市中友田集落

田中環境保全会 伊賀市田中

大野木環境保全会 伊賀市大野木集落

依那具の環境を守る会 伊賀市依那具地域

鳳凰寺農地いきいきプロジェクト 伊賀市鳳凰寺地区

木曽岬町 木曽岬町農地･水･環境保全向上対策連絡協議会 木曽岬町

東員町 三和集落資源エコ隊 東員町三和集落

ＥＣＯ贔屓 東員町神田・稲部集落

菰野町 うがわら自然を守る会 菰野町大字川北、大字諏訪集落

田光資源と環境を守る会 菰野町大字田光集落（田光集落）

奥郷自然を守る会 菰野町大字千草集落(奥郷集落)

福村環境保全部会 菰野町大字福村集落

宿野環境保全部会 菰野町大字宿野集落

菰野町水土里の郷の会
菰野町大字菰野（西菰野、谷南瀬古）
大字神森、音羽、池底、榊集落

多気町 自然を守る会 多気町四疋田集落

荒蒔水土里の会 多気町荒蒔集落

兄国水と緑を守り隊 多気町兄国集落

朝長環境保全会 多気町上朝長集落

東池上水土里会 多気町東池上集落

西池上やまびこ会 多気町西池上集落

べこじ倶楽部 多気町西山集落

油夫の水土里を育む会 多気町油夫集落

四神田区「美化・環境保全推進委員会」 多気町四神田集落

仁田地域環境保全会 多気町仁田集落

野中地域環境保全向上会 多気町野中集落

多気町勢和地域資源保全・活用協議会
多気町波多瀬、片野、朝柄、古江、色
太、土屋、車川、上出江、下出江、丹生
集落

五桂地区「Ｂ・Ｅ・Ｉ」 多気町五桂集落

明和町 むらおこし・さいくう祓川
明和町大字竹川・金剛坂・麻生上村・
岩内

むらおこし・しもみいと 明和町大字根倉・前野・養川・田屋

むらおこし・かみみいと 明和町大字佐田・馬之上

むらおこし・おいず 明和町大字大淀・山大淀

勝見地域環境保全協議会 明和町勝見集落

本郷地域自然水会 明和町本郷集落

有爾中区緑の会活動組織 明和町有爾中集落

上村みどりの会 明和町上村集落

坂本みどりの会 明和町坂本集落

みくりの保全 明和町御厨野集落

花水貴の会 明和町志貴集落

むらおこし・みょうじょう 明和町明星集落

蓑村農・水環境を守る会活動組織 明和町大字蓑村集落

新茶屋すみよい環境を守る会 明和町大字新茶屋集落

上野地域環境を守る会活動組織 明和町大字上野集落
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市町
名

活動組織名 協定の位置

大台町 新田地区農地・水・環境保全会 大台町新田集落

神瀬の農地・水・環境を守る会 大台町神瀬集落

下三瀬地域農地・水・環境保全グループ 大台町下三瀬集落

上三瀬環境保全会 大台町上三瀬集落

高奈集落農地・水・環境保全会 大台町高奈集落

長ヶ区農地・水・環境保全の会 大台町長ヶ集落

和の邑滝広 大台町滝広集落

粟生やまびこ会 大台町粟生集落

薗平野環境保全協議会 大台町薗平野集落

江馬環境保全協議会 大台町江馬集落

茂原環境保全協議会 大台町茂原集落

熊内区農地・水・環境保全向上対策協議会 大台町熊内集落

下真手環境向上活動組織 大台町下真手集落

天ヶ瀬環境保全協議会 大台町天ヶ瀬集落

本田木屋環境保全協議会 大台町本田木屋集落

上菅環境保全協議会 大台町上菅集落

薗本郷環境保全協議会 大台町薗本郷集落

玉城町 茶屋みどりの会 玉城町上田辺 茶屋地区

冨岡の土と水、環境を守る会 玉城町冨岡

山神資源環境保全会 玉城町山神

三郷の土と水を守る会 玉城町小社・山岡・曽根

朝久田の水土里を守る会 玉城町朝久田集落

蚊野水と緑を守る会 玉城町蚊野集落

中角環境保全チーム 玉城町中角

原農水環境を守る会 玉城町原集落

すくらむ日向 玉城町日向集落

美しい郷上玉川 玉城町上玉川集落

岩出環境保全チーム 玉城町岩出

田宮寺地区農地水環境を守る会 玉城町田宮寺地内

度会町 麻加江農地・水・環境を守る会 度会町麻加江集落

立花の農地・水・環境を未来に紡ぐ会 度会町立花集落

長原農業・生活環境施設保全促進委員会 度会町長原

かづら地水会 度会町葛原集落

茶屋広農地環境保全会 度会町鮠川（茶屋広）集落

牧水会 度会町牧戸集落

田口農・水・会 度会町田口集落

大紀町 片山出活動組織 大紀町片山出集落

打見環境保全組合活動組織 大紀町打見集落

金輪本郷活動組織 大紀町金輪本郷集落

櫃井原組活動組織 大紀町金輪櫃井原集落

ふじクラブ活動組織 大紀町藤集落

野原活動組織 大紀町野原集落

野添クリーンサークル活動組織 大紀町野添集落

グリーン古里活動組織 大紀町古里集落

黒坂活動組織 大紀町黒坂集落

梅ヶ谷組活動組織 大紀町梅ヶ谷集落

神原会活動組織 大紀町神原集落

南伊勢町 道方みどりグループ 南伊勢町道方

斎田環境保全会 南伊勢町斎田

内瀬農業ふれあい活動組織 南伊勢町内瀬川向井

伊勢路農村保全会 南伊勢町伊勢路

道行竈農地を守る会 南伊勢町道行竈

押渕農村保全会 南伊勢町押渕

東宮農地保全グループ 南伊勢町東宮集落

御浜町 市木地区田んぼを守ろう会
御浜町上市木区の集落（下市木区の一
部を含む）

神木の里
御浜町神木集落内の長通、木和田、杉
山、東地地域

紀宝町 大里農村環境活動組織 紀宝町大里（西・東）集落

高岡環境活動会 紀宝町高岡

田代クラブ 紀宝町大里小字田代

315地区
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