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かれがわふる里活動隊 桑名市嘉例川地域 1,910

上之輪を守る会 桑名市上之輪地域 2,018

上之郷環境保全向上部会 桑名市多度町上之郷地域 5,451

ななわ農地・水・環境保全会 桑名市五反田・芳ケ崎・森忠・星川地域 7,677

野代地区を守る会 桑名市多度町南之郷・大鳥居地域 9,305

坂井水土里ネットワーク 桑名市坂井地域 1,259

赤尾水土里ネットワーク 桑名市赤尾・島田地域 1,797

今島地区を守る会 桑名市今島地域 3,800

友村水土里ネットワーク 桑名市友村地域 1,617

播磨たけのこクラブ 桑名市播磨・西方・坂ノ下地域 1,856

大貝須農地水環境保全会 桑名市大貝須地域 1,244

香取地域資源保全会 桑名市多度町香取地域 1,680

長島町農地保全協議会 桑名市長島町地域 65,095

柚井のさとを守る会 桑名市多度町柚井地域 3,369

肱江の里を守る会 桑名市多度町肱江地域 1,882

戸津地区を守る会 桑名市多度町戸津地域 2,325

小貝須地域農地保全会 桑名市小貝須地域 1,523

御衣野地域資源保全会 桑名市多度町御衣野地域 4,924

力尾の里を守る会 桑名市多度町力尾地域 2,039

福地農地環境保全会 桑名市福地地域 1,476

古野地域資源保全会 桑名市多度町古野地域 2,030

野志里の会 桑名市多度町下野代地域 4,948

城南萱町資源環境保守会 桑名市萱町地域 624

東汰上保全会 桑名市東汰上地域 678

福江城南地域資源保全会 桑名市福江地域 850

志知地域資源保全会 桑名市志知地域 5,452

水土里ネット下深谷 桑名市下深谷地域 4,281

両猪飼の環境を守る会 桑名市多度町猪飼・北猪飼地域 2,938

小計 28 組織 144,048

いもり会 いなべ市北勢町瀬木地域 1,253

麻生田地区を守る会 いなべ市北勢町麻生田地域 4,853

中津の里を守る会 いなべ市北勢町南中津原地域 2,870

北中津原を守る会 いなべ市北勢町北中津原地域 1,256

平野新田地区を守る会 いなべ市北勢町平野新田地域 1,151

東貝野地区を守る会 いなべ市北勢町東貝野地域 4,156

向平里を守る会 いなべ市北勢町向平地域 1,478

田辺地区を守る会 いなべ市北勢町田辺地域 2,329

小原一色エコクラブ いなべ市北勢町小原一色地域 2,116

せんじぐれ地区を守る会 いなべ市北勢町千司久連地域 1,028

笠田新田地区を守る会 いなべ市員弁町笠田新田地域 954

下笠田地区を守る会 いなべ市員弁町下笠田地域 2,455

楚原緑を守る会 いなべ市員弁町楚原地域 1,895

北金井の農村環境を守る会 いなべ市員弁町北金井地域 3,865

大泉新田地区守る会 いなべ市員弁町大泉新田地域 8,125

畑新田地域を守る会 いなべ市員弁町畑新田地域 3,698

大泉の地域環境を守る会 いなべ市員弁町大泉地域 2,951

東一色環境保全会 いなべ市員弁町東一色地域 666

岡丁田地区を守る会 いなべ市員弁町岡丁田地域 4,792

梅戸地区を守る会 いなべ市大安町梅戸地域 2,607

宇賀しぜんを守る会 いなべ市大安町宇賀地域 2,167

大安新田地区を守る会 いなべ市大安町石榑東新田地域 2,572

丹生川久下地区を守る会 いなべ市大安町丹生川久下地域 3,357

桜川クラブ いなべ市大安町丹生川中地域 1,271

石川資源エコ隊 いなべ市藤原町石川地域 1,950

のじり村活動組織 いなべ市藤原町下野尻地域 5,769

西野尻地区を守る会 いなべ市藤原町西野尻地域 2,633

坂本環境を守る会 いなべ市藤原町坂本地域 1,885

清流の里　山口 いなべ市藤原町山口地域 4,089

本郷地区を守る会 いなべ市藤原町本郷地域 3,786

ドリームシティ市場 いなべ市藤原町市場地域 2,027

桑名市

桑名

いなべ市
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エコファーム篠立 いなべ市藤原町篠立地域 4,394

レインボー古田 いなべ市藤原町古田地域 2,790

上之山田の農業を守る会 いなべ市藤原町上之山田地域 1,122

どじょっ子くらぶ いなべ市藤原町長尾地域 2,696

川合藩 いなべ市藤原町川合地域 2,143

ふもとの里を守る会 いなべ市北勢町麓村、屋敷田、梨本及び五反田地域 3,303

西方地区を守る会 いなべ市員弁町西方地域 4,765

下平地区を守る会 いなべ市北勢町下平地域 5,159

東禅寺ふるさとを守る会 いなべ市藤原町東禅寺地域 2,760

高柳地区美土里農会 いなべ市大安町高柳地域 2,303

平石地区農地を守る会 いなべ市大安町平塚、石榑下地域 2,688

二之瀬の自然を守る会 いなべ市北勢町二之瀬地域 1,635

門前ふるさとを守る会 いなべ市大安町門前地域 1,660

川原を守る会 いなべ市北勢町川原地域 4,561

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 1,715

大貝戸環境を守る会 いなべ市藤原町大貝戸地域 2,658

飯倉地域資源保全会 いなべ市北勢町飯倉地域 1,854

塩崎地区資源保全会 いなべ市北勢町塩崎地域 1,707

片樋環境美化会議 いなべ市大安町片樋地域 3,050

一色戸井守る会 いなべ市大安町石榑東一色、戸井地域 4,316

上村・美土里を守る会 いなべ市大安町丹生川上北地域 2,150

米野くらぶ いなべ市藤原町上相場米野地域 1,330

阿下喜農地を守る会 いなべ市北勢町阿下喜地域 4,513

小計 54 組織 151,276

木曽岬町 木曽岬町農地･水･環境保全組織 桑名郡木曽岬町全地域 40,500

小計 1 組織 40,500

三和集落資源エコ隊 員弁郡東員町三和地域 18,077

ＥＣＯ贔屓
員弁郡東員町筑紫、穴太、瀬古泉、山田、
六把野新田、鳥取、八幡新田、大木、北大社地域

38,875

小計 2 組織 56,952

85 組織 392,776

東員町

4 市町

桑名

いなべ市
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緑ゆたかな北小松をまもる会 四日市市北小松地域 1,700

川向水路の会 四日市市西坂部町川向地域 1,780

山田町自然を守る会 四日市市山田町地域 9,010

下海老町の環境を守る会 四日市市下海老町地域 7,753

智積農地水環境を守る会 四日市市智積町地域 4,819

本郷資源環境保全会 四日市市楠町本郷地域 2,022

小山町自然環境を守る会 四日市市小山町地域 2,655

寺方町１区環境保全会 四日市市寺方町１区地域 4,386

うねめ未来へつなぐ会 四日市市采女町西部、中部地域 4,109

桜西農地用水環境を守る会 四日市市桜町西地域 1,968

大鐘町自然を守る会 四日市市大鐘町、西大鐘町、朝明町、山城町地域 1,928

北野町環境保全会 四日市市北野町、江村町地域 3,572

水沢みどりの会 四日市市水沢東町前沖、堂ヶ山町地域 1,804

六名町自然を守る会 四日市市六名町地域 1,293

波木町環境保全会 四日市市波木町地域 1,620

和無田町環境保全会 四日市市和無田町地域 2,800

南小松町農業を良くする会 四日市市南小松町地域 3,641

八王子地区地域資源保全会 四日市市八王子地域 1,395

鹿間稲作伝承会 四日市市鹿間町地域 3,414

北五味塚・水と緑を守る会 四日市市楠町北五味塚地域 1,687

小倉資源環境保全会 四日市市楠町小倉地域 2,906

金剛農地組合 四日市市川島町、西日野町地域 460

川島西部農地活動組合 四日市市川島町西部地域 1,218

川島東部農地水環境を守る会 四日市市川島町東部地域 1,255

西山町資源と環境を守る会 四日市市西山町地域 1,701

内山町地域資源保全会 四日市市内山町地域 903

川島土地改良農地水環境を守る会 四日市市川島町地域 5,814

御館環境保全会 四日市市西坂部町地域 3,697

西大鐘町地域資源保全会 四日市市西大鐘町地域 1,267

北山町環境保全協力会 四日市市北山町地域 3,551

堂ヶ山町農地を守る会 四日市市堂ヶ山町地域 5,947

水沢地域資源保全会 四日市市水沢町地域 3,972

朝明町自然を守る会 四日市市朝明町地域 2,543

小杉町農地保全会 四日市市小杉町地域 3,592

中村町アグリ会 四日市市中村町地域 2,739

桜北地域資源保全会 四日市市桜北地域 2,424

生桑町地域資源保全会 四日市市生桑町地域 1,834

茂福地区豊かな農地を守る会 四日市市茂福甲地域 2,403

上条地域資源保全会 四日市市西村町地域 4,568

小牧町北地域資源保全会 四日市市小牧町北地域 1,350

中野西地域資源保全会 四日市市中野土取、泥ヶ池、野畑地域 2,037

東坂部町環境保全会 四日市市東坂部町地域 3,521

羽津農地の環境を守る会 四日市市羽津、八田地域 5,421

高角町地域資源保全会 四日市市高角町地域 4,963

小牧南地域資源保全会 四日市市南地域 2,025

札場町地域環境資源保全会 四日市市札場町地域 1,125

おびら縁を守る会 四日市市尾平町地域 2,903

コモノウカ保全会 四日市市小生町地域 657

寺Ⅱ農地・水・環境保全会 四日市市寺方町2区、曽井町地域 1,085

水沢野田町「みずとみちの守人たち」 四日市市水沢野田町地域 4,214

新田地域資源保全会 四日市市西村町地域 4,246

小計 51 組織 149,697

四日市市
四日市市
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地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

深溝水土里を守る会 鈴鹿市深溝地域 15,359

稲生農地・水・環境を守る会 鈴鹿市稲生地域 9,221

玉垣農地・水・環境を守る会 鈴鹿市玉垣地域 27,127

甲斐町水郷会 鈴鹿市甲斐町地域 6,075

河田水・土・里会 鈴鹿市河田町地域 3,308

安塚農地・水・環境を守る会 鈴鹿市安塚町地域 3,208

木鎌農水会 鈴鹿市五祝町木鎌地域 2,924

地子町水土里会 鈴鹿市地子町地域 3,024

徳田水土里の会 鈴鹿市徳田地域 8,842

御薗水土里の会 鈴鹿市御薗町地域 10,243

西冨田町水郷会 鈴鹿市西冨田町地域 3,657

算栄会 鈴鹿市算所町地域 2,363

木田町農家組合水土里を守る会 鈴鹿市木田町地域 2,869

生水エリア友の会 鈴鹿市白子地域 815

野辺水土里会 鈴鹿市野辺地域 4,382

白子町和田地区環境保全会 鈴鹿市白子町和田地域 4,574

寺家農地区地域資源保全会 鈴鹿市寺家町地域 5,845

平野地域水土里の会 鈴鹿市平野町地域 5,580

美畑会 鈴鹿市西庄内町の一部地域 1,752

中箕田町水土里会 鈴鹿市中箕田町地域 3,420

住吉奈良環境を守る会 鈴鹿市住吉町奈良地域 800

伊船里井水会 鈴鹿市伊船町地域 5,584

津賀町みどりの会 鈴鹿市津賀町地域 3,560

汲川原町やぶつばき会 鈴鹿市汲川原地域 802

山花緑会 鈴鹿市上田町地域 1,097

小田みたから会 鈴鹿市小田町地区 2,405

小計 26 組織 138,836

太田みどりとくらしを守る会 亀山市太森町太田地域 4,047

どんこネット川合 亀山市川合町地域 3,801

山下環境保全会 亀山市山下町地域 4,395

三寺地域資源保全会 亀山市三寺地域 2,723

井尻町環境保全会 亀山市井尻町地域 2,850

中庄地域資源保全会 亀山市中庄町地域 2,132

西沖地域資源保全会 亀山市川崎町西沖地域 1,906

野村・中山地区資源保全会 亀山市野村、中山地域 1,845

海本保全会 亀山市海本町地域 3,566

阿野田農地維持保全会 亀山市阿野田町地域 3,452

小野(東浦)環境保全会 亀山市小野町東浦地域 810

中の山茶畑環境保全会 亀山市中の山地域 6,820

東久我保全会 亀山市関町荻原東久我地域 163

北山地域資源保全会 亀山市下庄町(北山池)地域 2,139

野尻福良沖水利保守・保全会 亀山市野尻福良沖地域 908

辺法寺農地保全組合 亀山市辺法寺地域 2,657

住山農地維持保全会 亀山市住山町地域 695

小計 17 組織 44,909

うがわら自然を守る会 三重郡菰野町川北、諏訪、下村地域 22,670

田光資源と環境を守る会 三重郡菰野町田光地域 10,820

福村環境保全部会 三重郡菰野町福村地域 1,036

宿野環境保全部会 三重郡菰野町宿野地域 2,290

菰野町水土里の郷の会
三重郡菰野町西菰野、谷南瀬古、神森、音羽、池底、
千草、大強原、吉沢、田口新田地域

65,527

田口自然と環境を守る会 三重郡菰野町田口地域 2,900

小島農地・自然を守る会 三重郡菰野町小島地域 10,230

竹成自然を守る会 三重郡菰野町竹成地域 11,120

里山切畑会 三重郡菰野町切畑地域 622

永井農地・水・環境保全会 三重郡菰野町永井地域 10,764

小計 10 組織 137,979

柿地区資源保全会 三重郡朝日町柿地域 2,764

埋縄地区資源保全会 三重郡朝日町縄生地域 270

なお地区農地・環境保全会 三重郡朝日町小向地域 1,560

小計 3 組織 4,594

107 組織 476,015

鈴鹿市

亀山市

四日市

菰野町

朝日町

5 市町
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H30認定面積
（a）

多面的機能支払交付金に取り組む活動組織

地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

緑のネットワークにのみ 津市新家町地域 6,978

北神山地域資源保全隊 津市芸濃町北神山地域 4,489

多門地域資源保全隊 津市芸濃町多門地域 2,566

下川地域資源保全隊 津市芸濃町雲林院下川地域 1,632

ＩＧＣ石橋グリーンクラブ 津市一志町石橋地域 1,844

南家城資源保全向上護る会 津市白山町南家城、藤地域 4,506

二本木地区環境保全会 津市白山町二本木地域 6,079

杉ヶ瀬資源保全会 津市白山町川口杉ヶ瀬地域 1,605

稲垣土夢会 津市白山町稲垣地域 2,270

すがぜＣＡＰ 津市須ヶ瀬町地域 9,365

美しい町中縄創世クラブ 津市芸濃町中縄地域 3,126

跡部街づくり協議会 津市安東町跡部地域 2,178

北家城資源保全向上護る会 津市白山町北家城地域 2,727

上稲葉むぎっこの会 津市稲葉町上稲葉地域 3,120

榊原みずすまし会 津市榊原町地域 14,063

平尾会 津市安濃町草生平尾地域 2,298

野田地区水土里協議会 津市大里野田町地域 5,039

アグリサポート２１ 津市木造町地域 10,737

川口資源保全向上護る会 津市白山町川口地域 11,793

やさしい町づくり楠原保全会 津市芸濃町楠原地域 3,313

南河路ふるさと保全会 津市南河路地域 2,714

岩城区環境保全会 津市安濃町岩城地域 1,829

三行保全会 津市河芸町三行地域 4,690

上ノ村環境保全プロジェクト 津市白山町上ノ村地域 4,087

東睦合自然を守る会 津市大里東睦合町地域 1,989

田中町梅林の里 津市片田田中町地域 5,276

高野尾・農地・水を守る会 津市高野尾町地域 7,539

桃園西部デンジ草保存会 津市牧町地域 3,060

椋本農地水保全管理組合 津市芸濃町椋本地域 10,763

豊野環境保全組合 津市一身田豊野地域 4,748

山室町みどりの会 津市大里山室町地域 3,883

太田地区環境保全会 津市安濃町太田地域 4,900

前田４Ｈクラブ 津市安濃町中川地域 2,532

清水地区環境保全会 津市安濃町清水地域 4,071

安部集落活動組織 津市安濃町安部、草生地域 3,158

神戸山田環境保全会 津市神戸石神池及び長池、新池地域 3,239

西睦合農地・水保全管理会 津市大里西睦合町地域 1,424

足坂農地・水保全組織 津市美里町足坂地域 1,777

小川町農業資源及び住環境保全会 津市栗真小川町地域 2,995

其村地域資源保全会 津市一志其村地域 2,580

日南田地域資源保全会 津市美里町日南田、家所地域 955

中ノ村地域資源保全会 津市白山町中ノ村地域 2,020

窪田地区地域保全会 津市大里窪田町地域 3,564

河辺地区農地保全環境部会 津市河辺町地域 4,468

渋見環境保全組合 津市渋見町地域 2,403

小野田環境保全会 津市大里小野田、睦合地域 1,451

上津部田地域資源保全会 津市一身田上津部田地域 3,370

観音寺町百匠会 津市観音寺町地域 1,404

一身田大古曽地域資源保全会 津市一身田大古曽地域 4,060

櫛形向井みどり保全会 津市分部地域 5,707

殿村地域資源保全会 津市殿村地域 4,414

一色町地域資源保全会 津市一色町地域 1,027

小舟地域資源保全会 津市小舟地域 1,930

南黒田保全会 津市河芸町南黒田大里山室町、小野田町地域 4,101

高座原地域資源保全会 津市美里町高座原地域 1,995

桂畑多面的機能 津市美里町桂畑地域 1,154

岡・並木地区環境保全会 津市白山町岡、並木地域 1,844

二子地域資源保全会 津市安濃町中川地域 1,743

岡南地域資源保全会 津市安濃町川西地域 2,995

井上営農保全会 津市安濃町川西、井上地域 2,350

津市津
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（平成３１年３月３１日現在）

黒文字：継続組織／青文字：H28新規組織
赤文字：H29新規組織／緑文字：H30新規組織

H30認定面積
（a）

多面的機能支払交付金に取り組む活動組織

地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

浄土寺環境を守る会 津市安濃町浄土寺地域 3,448

大塚農地を守る会 津市安濃町大塚地域 1,531

粟加環境保全会 津市安濃町粟加地域 4,578

戸島・農地まもり隊 津市安濃町戸島及び大塚、芸濃町北神山地域 4,212

一志中央地域資源保全会 津市一志町高野地域 10,520

佐野・大法田農地資源保全会 津市一志町佐野、大法田地域 1,679

南出環境保全会 津市白山町南出、二本木地域 1,590

三ヶ野地域資源保全会 津市白山町三ヶ野地域 2,733

三ケ野下農地保全管理組合 津市白山町三ヶ野下地域 2,549

口佐田地域資源保全会 津市白山町口佐田地域 1,981

なかむら地域資源保全会 津市中村町地域 2,085

森地域資源保全会 津市森町地域 3,431

大鳥地区地域資源保全会 津市大島町、稲葉町地域 1,544

久居一色農地保全会 津市久居一色町地域 4,683

下稲葉農地保全環境ネットワーク 津市下稲葉地域 1,895

北出地区資源保全会 津市稲葉町北出地域 1,746

家所地域資源保全会 津市美里町家所地域 5,399

穴倉農地保全会 津市美里町穴倉地域 4,572

北長野農地保全会 津市美里町北長野地域 979

上出地区環境保全活動組織 津市一志町大仰上出地域 1,658

田端上野地域資源保全会 津市安濃町田端上野地域 4,031

今徳環境保全会 津市安濃町今徳地域 2,604

仲の郷みどり会 津市安濃町草生仲の郷地域 2,749

八対野一二区地域保全会 津市白山町八対野一区、二区地域 2,568

八対野五区地区環境保全会 津市白山町八対野五区地域 1,092

川北農地・環境保全会 津市大里川北町、窪田町の一部、睦合町の一部地域 2,286

片田町農地保全会 津市片田町地域 764

薬王寺町守る会 津市片田薬王寺町地域 980

片田久保町地域資源・環境保全会 津市片田久保町地域 1,250

片田長谷地区農地保全環境部会 津市片田長谷町地域 440

志袋地域資源保全会 津市片田志袋町地域 2,513

長岡地区農地保全環境部会 津市長岡町地域 1,738

井戸町守る会 津市片田井戸町地域 1,660

北黒田地域資源保全会 津市河芸町北黒田地域、浜田地域 1,878

神田環境保全会 津市安濃町神田地域 832

南長野営農グループ 津市美里町南長野瓜生地域 121

ふる里を守る会いおの 津市美里町五百野地域 3,202

奥村環境保全会 津市美杉町川上地域 247

グリーンネット産品 津市産品地域 3,239

一身田平野地域資源保全会 津市一身田平野地域 2,188

高佐地域里山保全会 津市河芸町高佐地域 3,832

古市地域環境資源保全会 津市白山町古市地域 1,496

入野池地域資源保全会 津市白山町二本木（浜城、徳田）地域 338

片山地区環境保全会 津市一志町大仰片山地域 1,194

小原地区環境保全会 津市美杉町小原地域 563

上野南部農業環境推進協議会 津市河芸町上野地域 1,109

伊倉津地区・農地保全会 津市雲出伊倉津地域 2,035

連部環境保全会 津市安濃町連部地域 1,920

安濃水土里会 津市安濃町安濃地域 5,218

内多地域資源保全会 津市安濃町内多地域 6,855

荒木環境保全会 津市安濃町荒木地域 3,183

半田環境保全会 津市半田地域 2,218

中屋敷水利組合 津市一志町八太地域、田尻地域 307

小計 113 組織 359,400

113 組織 359,400

津市
津

1 市町
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（平成３１年３月３１日現在）

黒文字：継続組織／青文字：H28新規組織
赤文字：H29新規組織／緑文字：H30新規組織

H30認定面積
（a）

多面的機能支払交付金に取り組む活動組織

地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

山添木・水・土・里ネット 松阪市山添町地域 4,595

伊勢寺地域環境保全向上活動をする会 松阪市伊勢寺町地域 12,035

清菅ＳＨＫクラブ 松阪市清水町、菅生町地域 5,807

美濃田環境保全会 松阪市美濃田地域 10,616

こいしろクリンネット２１協議会Ⅱ
松阪市早馬瀬町、目田町、横地町、法田町、伊勢場
町、稲木町、高木町地域

27,812

八重田農地・水・環境保全向上委員会 松阪市八重田町地域 7,157

殿村環境保全組合 松阪市殿村町地域 3,875

六根環境を考える会 松阪市六根町地域 3,996

腹太環境保全チーム 松阪市腹太町地域 3,170

笠松環境保全協議会 松阪市笠松町地域 6,560

権現前環境向上会 松阪市嬉野権現前町地域 3,769

藤之木地区農地・水・環境保全会 松阪市藤之木町地域 5,655

上ノ庄環境保全会 松阪市上ノ庄町地域 4,580

上久米区環境保全協議会 松阪市久米町上久米地域 1,181

小阿坂農村活性化協議会 松阪市小阿坂町地域 12,221

星合環境保全協議会 松阪市星合町地域 3,776

くしだ地区環境保全倶楽部 松阪市櫛田町地域 5,182

豊原南地区環境保全会 松阪市豊原町地域 1,230

須賀地域環境保全活動を推進する会 松阪市須賀町地域 5,707

下村町環境保存会 松阪市下村町地域 4,236

大平尾環境保全会 松阪市大平尾町地域 2,055

立田町農地維持会 松阪市立田町地域 5,135

井口中地域保全会 松阪市井口中町地域 2,199

中河原田園会 松阪市井口中町中河原地域 1,551

機殿下農夢創グループ 松阪市川島町、魚見町、東久保町地域 9,110

小野町地域資源保全会 松阪市小野町地域 4,150

塚本地域資源保全会 松阪市塚本町地域 1,415

田牧町環境保全会 松阪市田牧町地域 1,268

広瀬の環境を守る会 松阪市広瀬町地域 1,472

嬉野野田地域資源保全会 松阪市嬉野野田町、嬉野中川新田２丁目地域 1,171

算所地域農業資源保全会 松阪市嬉野算所町地域 2,298

嬉野須賀領町環境保全会 松阪市嬉野須賀領町、津屋城町地域 2,008

津屋城農地・水・環境改善委員会 松阪市嬉野津屋城町地域 4,832

黒野地域資源保全会 松阪市嬉野黒野町地域 9,550

下之庄多面的機能保全会 松阪市嬉野下之庄町地域 2,546

八田環境保全会 松阪市嬉野八田町地域 2,136

島田環境保全会 松阪市嬉野島田町地域 3,751

新屋庄環境保全会 松阪市嬉野新屋庄町地域 4,831

嬉野小村農環境保全協議会 松阪市嬉野小村町地域 2,455

川北環境保全会 松阪市嬉野川北町地域 4,577

矢下松川原地域保全会 松阪市嬉野矢野下町地域 666

森本地域資源保全会 松阪市嬉野森本町地域 4,406

中ノ庄地域資源保全会 松阪市中ノ庄町、上ノ庄町、市場庄町地域 7,959

曽原新田環境保全協議会 松阪市曽原町地域 6,481

中道農と水資源保全会 松阪市中道町地域 3,168

曽原茶屋水資源保全会 松阪市曽原町地域 488

小津地域資源保全会 松阪市小津町地域 4,203

肥留地域資源保全会 松阪市肥留町地域 2,061

西肥留町地域資源保全会 松阪市西肥留町地域 2,278

宮本栃川農地維持協議会 松阪市飯高町宮本栃川地域 868

谷野・柏野農地保全組合 松阪市飯高町宮本谷野、飯高町森、柏野地域 1,464

久保田地域保全会 松阪市久保田町地域 653

佐久米美創農輪会 松阪市佐久米町地域 3,500

朝田町地域資源保全会 松阪市朝田町地域 6,633

和屋アグリネット倶楽部 松阪市和屋町地域 4,895

上七見環境フロンティアクラブ 松阪市上七見町地域 5,748

下七見保全会 松阪市下七見町地域 3,818

安楽地区環境保全会 松阪市安楽町地域 1,445

新開地域保全会 松阪市新開町地域 2,227

岩内資源環境保全会 松阪市岩内町地域 2,763

松阪 松阪市
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（平成３１年３月３１日現在）

黒文字：継続組織／青文字：H28新規組織
赤文字：H29新規組織／緑文字：H30新規組織

H30認定面積
（a）

多面的機能支払交付金に取り組む活動組織

地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

大阿坂環境保全協議会 松阪市大阿坂町地域 9,662

船江環境保全協議会 松阪市船江町地域 1,955

見永地域資源保存会 松阪市嬉野見永町地域 1,556

嬉野三郷環境保全会 松阪市嬉野天花寺町、嬉野宮古町、嬉野平生町地域 9,845

レインボー 松阪市嬉野田村町地域 2,780

釜生田地域資源保全会 松阪市嬉野釜生田町地域 2,090

滝之川地域資源保全会 松阪市嬉野滝之川町、宮野町地域 1,121

新松ヶ島町環境保全会 松阪市新松ヶ島町地域 3,039

条里制水田の里環境保全会 松阪市新屋敷町地域 3,072

伊賀町環境保全会 松阪市豊原町地域 2,495

保津町環境保全会 松阪市保津町地域 2,962

西黒部・高須農地部会すまいる 松阪市高須町地域 12,930

高須町後藤地域保全会 松阪市高須町、高町地域 1,192

まとかた環境保全会 松阪市東黒部町地域 18,518

忘れ井の里環境保全協議会 松阪市市場庄町地域 3,142

高束環境保全会 松阪市飯南町粥見地域 1,230

西野々町農地保全会 松阪市西野々町地域 3,715

グリーン中万 松阪市中万町地域 7,394

井谷池下地域資源保全会 松阪市小片野町井谷池下地域 1,035

寺井環境保全会 松阪市笹川町寺井地域 2,000

ユートピア有馬野 松阪市飯南町有間野地域 1,838

桜新田農地維持協議会 松阪市飯南町粥見下郷地域 878

大足地域資源保全会 松阪市大足町阪内川左岸地域 2,655

矢津アグリの会 松阪市矢津町地域 619

上久保農業資源保全会 松阪市久保町地域 679

虻野農地維持協議会 松阪市飯高町下滝野地域 670

小計 86 組織 366,466

自然を守る会 多気郡多気町四疋田地域 4,082

兄国水と緑を守り隊 多気郡多気町兄国地域 3,307

西池上やまびこ会 多気郡多気町西池上地域 4,817

べこじ倶楽部 多気郡多気町西山地域 2,721

油夫の水土里を育む会 多気郡多気町油夫地域 2,957

四神田区「美化・環境保全推進委員会」 多気郡多気町四神田地域 2,159

仁田地域環境保全会 多気郡多気町仁田地域 2,062

野中地域環境保全向上会 多気郡多気町野中地域 2,590

多気町勢和地域資源保全・活用協議会
多気郡多気町波多瀬、片野、朝柄、古江、色太、土屋、
車川、上出江、下出江、丹生地域 70,000

五桂地区「B・E・I」 多気郡多気町五桂地域 2,363

牧・集落営農部会、地域資源保全会 多気郡多気町牧地域 2,650

成川地域環境保存会 多気郡多気町野中成川区地域 1,790

森荘美郷会 多気郡多気町森荘地域 1,841

未来につなげる地域資源保全会 多気郡多気町相鹿瀬地域 537

田中区農地保全会 多気郡多気町田中地域 1,737

笠木喜楽クラブ 多気郡多気町笠木地域 4,417

小計 16 組織 110,030

松阪

多気町

松阪市

8



（平成３１年３月３１日現在）

黒文字：継続組織／青文字：H28新規組織
赤文字：H29新規組織／緑文字：H30新規組織

H30認定面積
（a）

多面的機能支払交付金に取り組む活動組織

地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

むらおこし・さいくう祓川 多気郡明和町斎宮地域 8,761

むらおこし・しもみいと 多気郡明和町下御糸地域 13,756

むらおこし・かみみいと 多気郡明和町上御糸地域 16,326

むらおこし・おいず 多気郡明和町大淀地域 12,415

勝見地域環境保全協議会 多気郡明和町勝見、東野地域 8,941

本郷地域自然水会 多気郡明和町本郷地域 5,620

有爾中区緑の会 多気郡明和町有爾中地域 5,200

坂本みどりの会 多気郡明和町坂本地域 5,800

花水貴の会 多気郡明和町志貴地域 4,788

むらおこし・みょうじょう 多気郡明和町明星地域 5,416

蓑村農・水環境を守る会 多気郡明和町蓑村地域 3,070

新茶屋すみよい環境を守る会 多気郡明和町新茶屋地域 2,717

上野地域環境を守る会 多気郡明和町上野地域 3,983

ひろお農地を守る会 多気郡明和町平尾地域 1,923

むらおこし・なこみ 多気郡明和町上御糸中海地域 1,226

八木戸農地を守る会 多気郡明和町八木戸地域 4,361

浜田喜楽会 多気郡明和町浜田地域 5,248

みくりの保全 多気郡明和町御厨野地域 1,120

中村えびす会 多気郡明和町中村地域 3,795

川尻農地を守る会 多気郡明和町川尻地域 6,151

小計 20 組織 120,617

新田地区農地・水・環境保全会 多気郡大台町新田地域 528

神瀬環境保全協議会 多気郡大台町神瀬地域 1,442

上三瀬環境保全協議会 多気郡大台町上三瀬地域 599

長ケ区農地・水・環境保全の会 多気郡大台町長ケ地域 1,369

薗平野環境保全協議会 多気郡大台町薗平野地域 225

茂原環境保全協議会 多気郡大台町茂原地域 878

熊内区農地・水・環境保全向上対策協議会 多気郡大台町熊内地域 1,019

本田木屋環境保全協議会 多気郡大台町本田木屋地域 536

薗本郷環境保全協議会 多気郡大台町薗本郷地域 806

柳原地域資源保全会 多気郡大台町柳原地域 454

本郷地域資源保全会 多気郡大台町栃原本郷地域 124

栃原大林地域資源保全会 多気郡大台町栃原大林地域 261

弥起井地域資源保全会 多気郡大台町弥起井地域 161

上菅地域資源保全会 多気郡大台町上菅地域 388

大ヶ所地域資源保全会 多気郡大台町大ヶ所地域 520

下真手地域資源保全会 多気郡大台町下真手地域 587

菅木屋地域資源保全会 多気郡大台町菅木屋地域 503

南地域資源保全会 多気郡大台町南地域 278

栗谷地域資源保全会 多気郡大台町栗谷地域 211

川合地域資源保全会 多気郡大台町菅合地域 499

栃原杉山地域資源保全会 多気郡大台町栃原地域 114

小計 21 組織 11,502

143 組織 608,615

松阪

明和町

大台町

4 市町
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（平成３１年３月３１日現在）

黒文字：継続組織／青文字：H28新規組織
赤文字：H29新規組織／緑文字：H30新規組織

H30認定面積
（a）

多面的機能支払交付金に取り組む活動組織

地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

こころ豊かなあわの村 伊勢市粟野町、玉城町小社曽根地域 7,324

上野町日向野里 伊勢市上野町地域 5,159

弁天様協議会 伊勢市円座町地域 3,680

森区ふるさと保全活動隊 伊勢市西豊浜町森区地域 7,915

有滝の自然を守る会 伊勢市有滝町地域 2,273

柏町みのり会 伊勢市柏町地域 4,892

鹿海町農地・水保全活動組織 伊勢市鹿海町地域 8,045

村松ふるさと保全会 伊勢市村松町地域 14,022

一色資源等保全協議会 伊勢市一色町地域 4,506

伊勢北部地区自然を守る会 伊勢市北部地域 7,150

上地・水・土・里グループ 伊勢市上地町地域 17,778

水土里プロジェクトおばた 伊勢市小俣町地域 28,095

佐八地区農地・水・環境保全会活動組織 伊勢市佐八町地域 3,342

楠部地区農地・水・環境保全会 伊勢市楠部町地域 3,343

津村町地区農地・水・環境保全会 伊勢市津村町地域 2,962

中須町農地・水保全会 伊勢市中須町地域 3,460

まぜ創生グループ 伊勢市馬瀬町地域 2,466

通町ふるさと再生活動隊 伊勢市通町地域 2,201

磯地区地域資源保全会 伊勢市磯町地域 4,436

上区資源環境保全プロジェクト 伊勢市西豊浜町上区地域 11,482

東大淀を守る会 伊勢市東大淀町地域 19,091

小川地域環境保全会 伊勢市西豊浜町地域 3,839

田尻町農地管理会 伊勢市田尻町地域 2,240

黒瀬町農地保全会 伊勢市黒瀬町地域 1,500

西環境保全会 伊勢市二見町西地域 3,930

小木町農地管理会 伊勢市小木町地域 2,610

荘田園環境を守る会 伊勢市二見町荘地域 1,448

朝熊町地域資源保全会 伊勢市朝熊町地域 2,424

小計 28 組織 181,613

今浦農業活動組織 鳥羽市浦村町地域 1,840

茅原田推進委員会 鳥羽市相差町地域 2,256

小計 2 組織 4,096

南張美農里保全会 志摩市浜島町南張地域 2,929

恵利原沖田保全会 志摩市磯部町恵利原地域 3,100

穴川３地区合同保全会 志摩市磯部町穴川地域 2,231

築地農地保全会 志摩市磯部町築地地域 1,628

小計 4 組織 9,888

茶屋みどりの会 度会郡玉城町上田辺茶屋地域 2,670

冨岡の土と水、環境を守る会 度会郡玉城町冨岡地域 2,390

山神資源環境保全会 度会郡玉城町山神地域 2,468

三郷の土と水を守る会 度会郡玉城町小社、山岡、曽根地域 10,550

朝久田の水土里を守る会 度会郡玉城町朝久田地域 3,634

蚊野水と緑を守る会 度会郡玉城町蚊野地域 10,290

中角環境保全チーム 度会郡玉城町中角地域 2,733

原農水環境を守る会 度会郡玉城町原地域 12,440

すくらむ日向 度会郡玉城町日向地域 2,054

美しい郷上玉川 度会郡玉城町上玉川地域 2,673

岩出グリーンズ７５ 度会郡玉城町岩出地域 4,750

田宮寺地区農地水環境を守る会 度会郡玉城町田宮寺地域 2,270

野篠みどり水環境保全会 度会郡玉城町野篠地域 4,074

矢野資源保全協議会 度会郡玉城町矢野地域 4,032

宮古区清流会 度会郡玉城町宮古地域 6,210

勝田大地の絆会 度会郡玉城町勝田地域 10,428

清し有田佐田沖環境保全会
度会郡玉城町長更、井倉、世古、門前、坂本、下玉川、
岡村、妙法寺、中楽、久保、佐田、湯田地域

33,278

岡出・農地と環境を守る会 度会郡玉城町岡出、宮古、勝田、佐田地域 6,263

積良幸せの郷保存会 度会郡玉城町積良地域 3,344

下田辺農地を守る会 度会郡玉城町下田辺地域 1,750

蚊野茶屋地域資源保全会 度会郡玉城町蚊野茶屋地域 530

小計 21 組織 128,831

伊勢

伊勢市

鳥羽市

志摩市

玉城町
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（平成３１年３月３１日現在）

黒文字：継続組織／青文字：H28新規組織
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H30認定面積
（a）

多面的機能支払交付金に取り組む活動組織

地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

麻加江農地・水・環境を守る会 度会郡度会町麻加江地域 1,529

長原農業施設保全委員会 度会郡度会町長原地域 1,170

かづら地水会 度会郡度会町葛原地域 1,423

牧水会 度会郡度会町牧戸地域 2,090

田口農水会 度会郡度会町田口地域 2,672

農地・水・環境保全組織立誠会 度会郡度会町立岡地域 1,260

ひだまりの郷注連指保全会 度会郡度会町注連指地域 1,787

下久具地域資源保全会 度会郡度会町下久具地域 1,172

五ヶ町地域資源保全会 度会郡度会町五ヶ町地域 220

市場地域資源保全会 度会郡度会町市場地域 610

南中村地域資源保全会 度会郡度会町南中村地域 3,539

小計 11 組織 17,472

片山出活動組織 度会郡大紀町阿曽片山出地域 620

打見環境保全組合活動組織 度会郡大紀町打見地域 1,560

櫃井原組活動組織 度会郡大紀町金輪櫃井原地域 970

グリーン古里活動組織 度会郡大紀町古里地域 3,560

神原会活動組織 度会郡大紀町神原地域 1,870

滝原活動組織 度会郡大紀町滝原頓登、中村地域 860

野原区保全会 度会郡大紀町野原地域 1,998

大原野保全会 度会郡大紀町阿曽大原野地域 241

村出・神地地区地域資源保全会 度会郡大紀町阿曽村出、神地地域 1,151

垣内後地区保全会 度会郡大紀町柏野垣内後地域 1,533

笠木地区農地・水・環境保全会 度会郡大紀町崎笠木地域 213

長野田土保全会 度会郡大紀町崎長野地域 430

三ケ野農地保全会 度会郡大紀町崎三ケ野地域 740

駒地区地域資源保全会 度会郡大紀町大内山駒地域 947

向駒地域資源保全会 度会郡大紀町大内山向駒地域 416

不動野保全会 度会郡大紀町大内山不動野地域 911

細野奥の野圃場資源保全会 度会郡大紀町大内山細野奥の野地域 634

中野定沖地域資源保全会 度会郡大紀町大内山中野定沖地域 444

岩船保全会 度会郡大紀町柏野岩船地域 291

三十郎・畑ケ野集落保全会 度会郡大紀町崎三十郎、畑ケ野地域 458

胡桃・五所ヶ谷 ・久右衛門保全会 度会郡大紀町柏野胡桃、崎五所ヶ谷、久右衛門沖地域 111

小計 21 組織 19,958

道方みどりグループ 度会郡南伊勢町道方地域 1,525

内瀬農業ふれあい活動組織 度会郡南伊勢町内瀬地域 370

伊勢路農村保全会 度会郡南伊勢町伊勢路地域 1,150

東宮農地保全グループ 度会郡南伊勢町東宮地域 1,995

大江農地をまもる会 度会郡南伊勢町大江地域 974

小計 5 組織 6,014

92 組織 367,872

伊勢

度会町

大紀町

南伊勢町

7 市町

11



（平成３１年３月３１日現在）

黒文字：継続組織／青文字：H28新規組織
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H30認定面積
（a）

多面的機能支払交付金に取り組む活動組織

地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

服部地域資源環境保全会 伊賀市服部地域 6,424

才良農地・水・環境向上会 伊賀市才良地域 3,659

羽根環境保全委員会 伊賀市羽根地域 4,067

コスモスの里比自岐保全協議会 伊賀市比自岐地域 13,352

蓮池農地水保全会 伊賀市蓮池地域 4,366

川西保全会 伊賀市川西、西之澤地域 10,237

楯岡地域資源環境保全会 伊賀市楯岡地域 2,124

西之澤農地水環境を守る会 伊賀市西之澤地域 4,298

山畑環境をまもる会 伊賀市山畑地域 8,130

小杉ふるさと保全会 伊賀市小杉地域 5,361

川東農地環境保全会 伊賀市川東地域 9,700

下友田ふる里保全隊 伊賀市下友田地域 5,553

西湯舟地域保全クラブ 伊賀市西湯舟地域 7,465

みのっち保全会 伊賀市真泥地域 11,426

炊村環境保全会議 淅の里 伊賀市炊村地域 8,310

畑エコクラブ 伊賀市畑村地域 4,611

甲野地域環境まもり隊 伊賀市甲野地域 8,812

市部環境保全会 伊賀市市部地域 6,143

龍王山麓下友生地域資源保全隊 伊賀市下友生地域 9,263

川北農水環保全会 伊賀市川北地域 1,707

出後地域保全隊 伊賀市出後地域 4,549

富岡地域水土里保全会 伊賀市富岡地域 2,013

印代保全会 伊賀市印代地域 2,629

みずすまし 伊賀市千戸地域 6,200

中島グリーンネット 伊賀市平田中島地域 6,884

中友田地区農地・水・環境保全会 伊賀市中友田地域 2,676

田中環境保全会 伊賀市田中地域 2,571

大野木環境保全会 伊賀市大野木地域 4,628

依那具の環境を守る会 伊賀市依那具地域 3,220

鳳凰寺農地いきいきプロジェクト 伊賀市鳳凰寺地域 2,503

諏訪中山間地域 伊賀市諏訪地域 2,467

馬場環境保全会 伊賀市馬場地域 2,196

東湯舟農水環境保全会 伊賀市東湯舟地域 2,152

上荒木地区環境保全会 伊賀市荒木地域 1,401

倉部農地・水保全会 伊賀市柘植町倉部地域 3,650

上友生農地水保全会 伊賀市上友生地域 5,338

湯屋谷農地水管理組合 伊賀市湯屋谷地域 537

大内環境保全会 伊賀市大内地域 5,270

眞木山水明の会 伊賀市槇山地域 5,929

高瀬上出地区農地・水・環境保全会 伊賀市比土高瀬、上出地域 1,761

喰代ふるさと保全隊 伊賀市喰代地域 3,718

三軒家区地域資源保全会 伊賀市長田三軒家地域 1,352

ねのび地域資源保全会 伊賀市上阿波子延地域 1,807

一之宮保全会 伊賀市一之宮地域 4,063

音羽地域資源保全会 伊賀市音羽地域 2,302

神戸大井手保全会
伊賀市上神戸出屋敷・上小場・森小場、下神戸古市場
小場・大北小場・森小場地域

5,889

種生地域資源保全会 伊賀市種生地域 1,756

勝地ふるさと守り隊 伊賀市勝地及び北山の一部地域 2,519

瀧ふるさと守り隊 伊賀市瀧地域 1,017

朝屋地域資源保全会 伊賀市朝屋地域 5,857

中村環境保全会 伊賀市島ヶ原中村地域 1,981

高山げんき村づくり協議会 伊賀市高山地域 2,381

市場地域資源保全会 伊賀市長田市場地域 1,098

上林保全会 伊賀市上林地域 2,780

岡田農地・水・環境保全会 伊賀市岡田地域 1,402

西山ふるさと保全会 伊賀市西山地域 6,352

川南地域資源保全会 伊賀市島ヶ原川南地域 1,931

富永・須原地域資源保全会 伊賀市富永、須原地域 2,930

森寺環境保全会 伊賀市森寺地域 1,839

中矢の郷　環境保全会 伊賀市島ヶ原中矢治地域 2,145

伊賀 伊賀市
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（平成３１年３月３１日現在）

黒文字：継続組織／青文字：H28新規組織
赤文字：H29新規組織／緑文字：H30新規組織

H30認定面積
（a）

多面的機能支払交付金に取り組む活動組織

地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

妙楽地地域保全会 伊賀市妙楽地及び勝地の一部地域 1,102

山神保全会 伊賀市山神地域 2,592

平尾・寺内地域資源保全会 伊賀市長田地域 1,672

平松地域資源保存会 伊賀市上阿波地域 1,335

小天狗の里やまで 伊賀市山出地域 5,901

百田区地域資源保全会 伊賀市長田字百田地域 1,879

上之庄環境保全会 伊賀市上之庄地域 5,964

下川原ふるさと守り隊 伊賀市下川原地域 1,336

小田地区環境保全会 伊賀市小田地域 6,400

上友田環境保全会 伊賀市上友田地域 5,764

猪田田中農地環境保全会 伊賀市猪田田中地域 3,112

東高倉農地保全会 伊賀市東高倉地域 4,932

山生田農地水保全会 伊賀市玉瀧地域 3,298

土橋環境保全会 伊賀市土橋及び西条の一部地域 3,975

愛田地域資源保全会 伊賀市愛田、下拓植、山畑、川東地域 3,502

界外地域保全会 伊賀市界外地域 3,518

守田町守会 伊賀市守田町地域 589

白樫環境保全会 伊賀市白樫地域 3,511

四十九グリーンネット 伊賀市四十九町地域 5,358

猪田西出環境保全の里 伊賀市猪田地域 3,538

笠部環境保全会 伊賀市笠部地域 2,675

下阿波地域資源保全会 伊賀市下阿波地域 3,452

丸柱地域資源保全会 伊賀市丸柱及び石川の一部地域 1,439

新堂地域資源保全会 伊賀市新堂、下拓植、卸代、柏野、楯岡の一部地域 4,228

高尾実農里会 伊賀市高尾及び露生、種生の一部地域 3,694

おおひがし環境保全会 伊賀市猪田地域 5,458

たかはた農村・農業振興保全会 伊賀市高畑地域 3,639

南部環境保全会 伊賀市下郡、上郡地域 1,262

北山ふるさと守り隊 伊賀市北山及び伊勢路の一部地域 1,875

前川地区地域資源保全会 伊賀市柘植町前川地域 1,720

猿野環境保全の里　 伊賀市猿野地域 1,556

石川地域資源保全会 伊賀市石川地域 4,889

鈴鹿地域資源保全会 伊賀市玉瀧鈴鹿地域 2,809

円徳院環境保全会 伊賀市円徳院地域 3,284

木興農地・水保全会 伊賀市木興町地域 4,698

中友生保全会 伊賀市中友生地域 5,937

波敷野多面的機能活動組織 伊賀市波敷野及び馬場、川合の一部地域 4,134

宇都可多面的機能保全会 伊賀市内保地域 2,346

下荒木地区環境保全会 伊賀市荒木地域 3,040

菖界地域資源保全会 伊賀市古山界外及び鍛冶屋地域 1,124

奥鹿野地域資源保全会 伊賀市奥鹿野地域 737

沖地区資源保全会 伊賀市沖地域 4,000

なかむら地域資源保全会 伊賀市中村地域 2,870

平田保全会 伊賀市平田地域 3,004

馬田ふるさと保全会 伊賀市馬田地域 2,800

枅川環境保全会 伊賀市枅川地域 3,296

奥村地域保全会 伊賀市島ヶ原奥村地域 1,912

小計 107 組織 409,857

伊賀
伊賀市
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（平成３１年３月３１日現在）
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H30認定面積
（a）

多面的機能支払交付金に取り組む活動組織

地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

短谷美土里倶楽部 名張市短野、下三谷地域 1,171

丈六農地・水・環境保全隊 名張市赤目町丈六地域 2,102

滝之原農地・水・環境保全活動隊 名張市滝之原地域 6,717

結馬地区農地・水・環境保全会 名張市結馬地域 1,047

矢川環境保全会 名張市矢川地域 2,826

黒田地区環境保全会 名張市黒田地域 3,193

布生上出地区農地・水保全管理組合 名張市布生上出地域 1,204

井手地区内農地・水保全管理組合 名張市井手地域 775

長坂地域振興・環境保全会 名張市赤目町長坂地域 685

新田地域多面的機能保全会 名張市新田地域 5,247

西原町地域多面的機能保全会 名張市西原町地域 2,317

上小波田地域多面的機能保全会 名張市上小波田地域 2,556

東田原地域多面的機能保全会 名張市東田原地域 3,946

八幡・薦生地域多面的機能保全会 名張市八幡、薦生地域 2,557

美旗中村農地まもりたい 名張市美旗中村地域 3,879

下小波田農地管理組合 名張市下波田地域 4,985

西田原地域多面的機能保全会 名張市西田原地域 2,341

星川地域多面的機能保全会 名張市赤目町星川地域 1,624

矢ノ田地域多面的機能保全会 名張市夏見矢ノ田地域 538

一ノ井地域多面的機能保全会 名張市赤目町一ノ井地域 1,689

檀地域多面的機能保全会 名張市赤目町檀地域 1,595

吉原地域多面的機能保全会 名張市神屋吉原地域 397

相楽地域多面的機能保全会 名張市赤目町相楽地域 1,699

坂之下地域多面的機能保全会 名張市安部田坂之下地域 1,397

小計 24 組織 56,487

131 組織 466,344

伊賀
名張市

2 市
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H30認定面積
（a）

多面的機能支払交付金に取り組む活動組織

地域機関 市町名 活動組織名 認定（旧：協定）の位置

尾鷲市 三木里花と緑の会 尾鷲市三木里町地域 277

小計 1 組織 277

中桐地域保存会 北牟婁郡紀北町中桐地域 1,553

馬瀬水利地域保全会 北牟婁郡紀北町馬瀬地域 1,661

大原地域保存会 北牟婁郡紀北町大原地域 595

向井地域保存会 北牟婁郡紀北町向井地域 1,269

中里地区保存会 北牟婁郡紀北町中里地域 1,023

十須と活きる会 北牟婁郡紀北町十須地域 958

小山浦地区保存会 北牟婁郡紀北町小山浦地域 923

小計 7 組織 7,982

8 組織 8,259

五郷環境をまもる会 熊野市五郷地域 900

平本郷溝組合 熊野市飛鳥町小阪地域 516

佐渡環境をまもる会 熊野市飛鳥町佐渡地域 221

千間平水路管理組合 熊野市飛鳥町佐渡地域 426

小計 4 組織 2,063

御浜地域環境活動組織[御浜]
南牟婁郡御浜町神木、志原、上市木、阿田和、中立、
引作地域

26,124

市木地区みどりの会 南牟婁郡御浜町下市木地域 5,790

阪本活動組織 南牟婁郡御浜町阪本地域 1,441

小計 3 組織 33,355

大里農村環境活動組織 南牟婁郡紀宝町大里地域 1,945

高岡環境活動会 南牟婁郡紀宝町高岡地域 3,808

御浜地域環境活動組織[紀宝] 南牟婁郡紀宝町大里、神内地域 2,070

子安の里の会 南牟婁郡紀宝町神内地域 3,258

浅里環境保全協議会 南牟婁郡紀宝町浅里地域 1,313

広田農地保全活動会 南牟婁郡紀宝町井田地域 499

平見池農地保全活動会 南牟婁郡紀宝町井田地域 1,128

平尾井環境保全協議会 南牟婁郡紀宝町平尾井地域 788

小計 7 組織 14,809

14 組織 50,227

693 組織 2,729,508

3 市町

28市町

2 市町

熊野

熊野市

御浜町

紀宝町

尾鷲
紀北町
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