
1 桑名 桑名市立明正中学校 国道４２１号 桑名市明正町

2 桑名 二之瀬自治会 南濃北勢線 いなべ市北勢町

3 桑名 山口自治会 国道306号 他 いなべ市藤原町

4 桑名 船着町第二自治会 桑名東員線 桑名市神成町

5 桑名 麻生田老人クラブ
東貝野南中津原丹生川停車
場線

いなべ市北勢町

6 桑名 東一色壮年会 大泉東停車場線 いなべ市員弁町

7 桑名 古野自治会 北勢多度線 桑名市多度町

8 桑名 中山町自治会 国道４２１号 桑名市中山町

9 桑名 川原自治会
鼎田辺線、川原北勢インター
線

いなべ市北勢町

10 桑名 田辺自治会 南濃北勢線、鼎田辺線 いなべ市北勢町

11 桑名 レインボー 田光梅戸井停車場線 いなべ市大安町

12 桑名 鼎クリーンロード 鼎田辺線 いなべ市藤原町

13 桑名 朝日クリーン会 桑名四日市線 桑名市萱町

14 桑名 ハート・フレンズ 北勢多度線 いなべ市員弁町

15 桑名 向平自治会 畑毛本郷線 いなべ市員弁町

16 桑名 其原自治会
東貝野南中津原丹生川停車
場線

いなべ市北勢町

17 桑名 麓村自治会 国道306号 いなべ市北勢町

18 桑名 いなべ市青少年育成市民会議 国道365号　他 いなべ市藤原町

19 桑名 南中津原自治会
東貝野南中津原丹生川停車
場線

いなべ市北勢町

20 桑名 治田小学校　育友会
西野尻垣内線、国道306号、
国道365号

いなべ市北勢町

21 桑名 東貝野自治会
畑毛東貝野阿下喜線、東貝
野南中津原丹生川停車場線

いなべ市北勢町

22 桑名 尾弓田自治会 桑名東員線 桑名市東方

23 桑名 三重の路　向上活動隊 桑名大安線 いなべ市大安町

24 桑名 福道建設株式会社 湾岸桑名インター線 桑名市立田町

25 桑名 睦美ヶ丘自治会 国道421号 桑名市森忠

26 桑名 奥村自治会 青川 いなべ市北勢町

1 四日市 小山町慶寿会 宮妻峡線 四日市市湖山町

2 四日市 田光クリーンロード 田光四日市線 菰野町大字田光

3 四日市 七つ屋町自治会「七宝会」（老人会） 四日市楠鈴鹿線 四日市市塩浜

4 四日市 花・レインボー 三畑四日市線 四日市市采女
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5 四日市 花を愛する会 三畑四日市線 四日市市小古曽

6 四日市 吉沢清掃美化ボランティア 菰野東員他 菰野町吉沢

7 四日市 菰野町田口新田区 四日市菰野大安線 菰野町大字田口新田

8 四日市 ㈱リョーケン 国道477号 四日市市小生町

9 四日市 三重の路向上活動隊 桑名大安線 菰野町大字田口新田

10 四日市 三重県建設業協会四日市支部 上海老茂福線 四日市市大矢知他

11 四日市 ミフジサービス 上海老茂福線 四日市市

12 四日市 ㈱五十嵐建設 宮妻峡線 四日市市水沢町

1 鈴鹿 朝日クリーン会 上野鈴鹿線 鈴鹿市稲生

2 鈴鹿 衣笠土木（有） 四日市鈴鹿環状線
鈴鹿市国分町 地区
木田橋から国道１号まで

3 鈴鹿
三重の路
向上活動隊

平野亀山線
井田川幼稚園付近から
639号合流まで

4 鈴鹿 庄野共進２丁目自治会 鈴鹿環状線 鈴鹿市共進地区

5 鈴鹿
富士ゼロックスマニュファクチュアリン
グ株式会社
鈴鹿事業所

神戸長沢線 鈴鹿市伊船地区

6 鈴鹿
旭化成株式会社
製造統括本部
鈴鹿製造所

鈴鹿環状線 鈴鹿市牧田・庄野地区

7 鈴鹿 鈴鹿市算所一丁目自治会
三行庄野線
鈴鹿環状線

鈴鹿市算所一丁目

8 鈴鹿 中箕田町自治会 南堀江須賀線
鈴鹿市中箕田一丁目から中
箕田二丁目

9 鈴鹿 北裏自治会 四日市関線 亀山市関町北裏地区

10 鈴鹿 三重県法面技術協会 神戸長沢線 鈴鹿市汲川原町

11 鈴鹿 吉田工業（株） 亀山停車場石水渓線 亀山市江ケ室町

12 鈴鹿 西条発展会 鈴鹿環状線 鈴鹿市西条

13 鈴鹿 鈴鹿勤労者連絡協議会
三行庄野線
亀山鈴鹿線

道伯町から御薗町まで
道伯町から国府町まで

14 鈴鹿 西条栄町自治会 鈴鹿環状線 鈴鹿市西条

15 鈴鹿 互近助の会 鈴鹿環状線
鈴鹿市庄野羽山地区
（羽山クリニックからアク
ロスプラザ西まで）

16 鈴鹿 出屋自治会 亀山安濃線 亀山市昼生

1 津 津市片田長谷町営農組合 県道家所阿漕停車場線
津市福田
～津市西谷



2 津 津市白山町岡　岡区 国道１６５号
津市白山町岡下
～津市白山町岡上

3 津 三重の路向上活動隊 県道松阪青山線
津市美杉町下之川
～嬉野小原町

4 津 八対野５区地区環境保全会
県道藤大三停車場線
県道垣内御城線

津市白山町八対野
～津市算所

5 津 三ヶ野老人クラブ 国道１６５号
津市白山町三ケ野
～津市白山町岡上

6 津 三重県赤十字血液センター 県道上浜高茶屋久居線 津市桜橋

7 津 波瀬まちづくり協議会 県道一志美杉線 津市一志町波瀬

8 津 西日本防災消防協力会 県道津香良洲線 津市香良洲町

9 津 小野連合区　中年会 県道久居美杉線 津市白山町川口

10 津 荒木区 県道津芸濃大山田線 津市安濃町荒木

11 津 安濃内多工業団地自治会
県道草生窪田津線、県道亀
山安濃線

津市安濃町内多

12 津 八ッ山老人クラブ親和会 県道藤大三停車場線
津市白山町古市
～津市白山町山田野

13 津 竹原自治会連合会 県道松阪青山線 津市美杉町八手俣

14 津 エヌエスディー株式会社 国道１６５号 津市庄田

15 津 一般社団法人三重県建設業協会一志支部
県道白山小津線、県道松阪
青山線

津市白山町関ノ宮～一志町
波瀬、津市美杉町八手俣

16 津 津市南立誠地区社会福祉協議会 県道津停車場線 津市羽所～栄町３丁目

17 津 倭地区老人クラブ連合会 国道１６５号 津市白山町上ノ村

18 津 津市一志町井ノ口自治会 県道一志美杉線 津市一志町井ノ口

19 津 三重県隊友会久居支部 県道松阪久居線 津市川方町

20 津 美杉町建設業組合
県道久居美杉線、松阪青山
線、一志美杉線、国道３６
８号、嬉野美杉線他

津市美杉町　町内７地区

1 松阪 松阪市野村町自治会
県道松阪嬉野線・
松阪第２環状線

松阪市野村町

2 松阪 中万町自治会
一般県道
御麻生園豊原線

松阪市中万町

3 松阪 山添町自治会
一般県道
御麻生園豊原線

松阪市山添町

4 松阪 下仁柿区連合自治会 一般国道368号線 松阪市下仁柿

5 松阪 三疋田ＴＳＵクラブ 勢和江国松阪線 多気町三疋田町

6 松阪 松阪市六軒町自治会 六軒鎌田線 松阪市松ヶ崎町

7 松阪 タムラグリーンロードクラブ 県道鳥羽松阪線 松阪市上川町～立田町



8 松阪
西日本防災
消防協力会

県道津三雲線 松阪市星合町

9 松阪 伊勢寺緑風会 県道合ケ野松阪線 松阪市伊勢寺町

10 松阪 松阪興産 松阪第２環状線 松阪市丹生寺町～伊勢寺町

11 松阪 （株）上山組 一般国道１６６号
飯高町富永
～乙栗子

12 松阪
「三重の路
向上活動隊」

県道松阪青山線
嬉野小原町～
下之川

13 松阪 （株）中井組 国道１６６号 飯高地区森～波瀬

14 松阪 宇野重工(株) 県道鳥羽松阪線 松阪市大津町地区

15 松阪 株式会社　松本組 主要地方道松阪久居線 松阪市上ノ庄町

16 松阪 株式会社　中建 県道茅原丹生 多気町丹生

17 松阪 株式会社　中建 松阪環状線 松阪市上川

18 松阪 株式会社　百木組 松阪多気線 多気町相可

19 松阪 ㈲三重パイピング工業 大淀東黒部松阪線 松阪市東町

20 松阪
橋本・ダイコウ・カネセ・大森地域維持
型建設共同企業体

川合大宮線
高奈上三瀬線
大宮宮川線

菅合～高奈

1 伊勢 田口区 県道伊勢大宮線 度会郡度会町田口

2 伊勢 村松町会
県道伊勢松阪線
村松明野停車場線

伊勢市村松町

3 伊勢 三重県立南伊勢高等学校南勢校舎
国道２６０号
中津浜浦五ヶ所浦線

南伊勢町各地区

4 伊勢 五ヶ所浦区
国道２６０号
県道伊勢南勢線

南伊勢町五ヶ所浦

5 伊勢 南伊勢町立南勢中学校 国道２６０号 南伊勢町五ヶ所地区

6 伊勢 遊友会 県道中津浜浦五ヶ所浦線 南伊勢町中津浜浦

7 伊勢 迫楽会 国道２６０号 南伊勢町迫間浦

8 伊勢 北浜まちづくり会議 伊勢松阪線 伊勢市北浜地区

9 伊勢 南伊勢町老人クラブ連合会 国道２６０号 南伊勢町全地区

10 伊勢 南伊勢路さくら活動隊
国道260号　南島大宮大台
線

南伊勢町小和浦～田曽浦

11 伊勢 南伊勢路さくら活動隊
国道260号　南島大宮大台
線

南伊勢町小和浦～田曽浦

1 志摩 花と緑を育てる会 国道１６７号
志摩市阿児町鵜方～志摩市
阿児町神明



2 志摩 道ちゃん塾 国道２６０号
志摩市志摩町和具～志摩市
志摩町片田

3 志摩 Ｒ２６０号阿児の会 国道２６０号
志摩市阿児町神明～志摩市
阿児町立神口

4 志摩 浜島町元気かい 県道１７号 志摩市浜島町迫子

5 志摩 鳥羽磯部漁協答志支所 県道７５９号 鳥羽市答志町地区

6 志摩 志摩市東海中学校
県道５１４号　　県道６１
号　　　　　県道７２８号

志摩市阿児町立神・志島・
甲賀・国府地区

7 志摩 桃取・答志・和具三町内会 県道７５９号 鳥羽市答志～桃取

8 志摩 波切自治会
国道２６０号　　県道６１
号　　　県道５１５号
県道６０２号

志摩市大王町波切地内

9 志摩 里心会 国道１６７号
鳥羽市白木町～鳥羽市松尾
町

10 志摩 畔蛸自治会 県道４７号 鳥羽市畔蛸町地内

11 志摩 茅原田推進委員会 県道４７号 鳥羽市相差・国崎地内

12 志摩 長岡地区自治会（相差町内会）
県道４７号　　　　県道１
２８号

鳥羽市松尾町

13 志摩 やまもも会 県道１７号 志摩市阿児町鵜方地内

14 志摩 志摩フロンティアスプリッツ 県道１６号 志摩市磯部町下之郷地内

15 志摩 三重の路向上活動隊 県道６１号
志摩市磯部町坂崎～阿児町
国府

16 志摩 志摩土方会
国道１６７号　　国道２６
０号

志摩市阿児町鵜方道～大王
町波切（大王埼入口）

1 伊賀 サウス緑の会 県道蔵持霧生線 名張市布生地区

2 伊賀 伊賀市上阿波区
国道１６３号
県道津芸濃大山田線 伊賀市上阿波地区

3 伊賀 青山高原を美しくする会 県道青山高原公園線 伊賀市伊勢路地区

4 伊賀 一般社団法人三重県産業廃棄物協会 県道上野名張線 名張市東町地区

5 伊賀 西原町区 
県道上野名張線 名張市西原町地区

6 伊賀 治田区自治会
国道２５号
県道治田山出線

伊賀市治田地区

7 伊賀 建設業協会伊賀支部 伊賀管内主要県管理道路 伊賀管内主要県管理道路

8 伊賀 阿山地区建設業協会 県道甲南阿山伊賀線 伊賀市石川地区

9 伊賀 才良区 国道４２２号 伊賀市才良地区

10 伊賀 青山高原を美しくする会 県道青山高原公園線 伊賀市伊勢路地区

11 伊賀 下友田区
県道伊賀甲南線
県道上友田円徳院線

伊賀市下友田地区



12 伊賀 石川ボランティア勇志会 県道河合丸柱線 伊賀市石川千貝地区

13 伊賀 白樫自治会
国道２５号
県道上野南山城線

伊賀市白樫地区

14 伊賀 白樫自治会 県道上野南山城線 伊賀市白樫地区

15 伊賀 一般社団法人地域交通研究会
国道２５号
県道上野大山田線

伊賀市柘植、長田、西明寺
地区

16 伊賀 高砂町内会 国道４２２号 伊賀市高砂地区

17 伊賀 大山田地区住民自治協議会連絡会
国道１６３号
県道伊賀青山線
県道上野大山田線

伊賀市大山田地区

18 伊賀 (株)大栄工業グループ 国道１６３号 伊賀市西明寺地区

19 伊賀 伊賀の自然環境を守る会 国道４２２号 伊賀市内

20 伊賀 ゆめが丘シャイニングクラブ 県道伊那具市部線 伊賀市ゆめが丘地区

21 伊賀 「伊賀路の景観をよくしたい隊」 国道４２２号 伊賀市沖地区

22 伊賀 大山田温泉福祉公社職員互助会
国道１６３号
県道関大山田線

伊賀市阿波地区

23 伊賀 上津地区住民自治協議会 国道１６５号 伊賀市上津地区

24 伊賀 長坂地域振興・環境保全会 県道赤目滝線 名張市赤目町長坂地区

25 伊賀 一般社団法人三重県トラック協会 国道３６８号 名張市蔵持町原出地区

26 伊賀 愛田子ども会 県道伊賀大山田線 伊賀市愛田地区

27 伊賀 菖界奉仕仲間 国道３６８号 伊賀市菖蒲池地区

28 伊賀 友生地区住民自治協議会 県道上野大山田線 伊賀市友生地区

29 伊賀 馬田区
県道甲南阿山伊賀線
県道上友田円徳院線

伊賀市馬田地区

30 伊賀 伊賀東照宮奉賛会 県道種生奥鹿野線 伊賀市老川地区

31 伊賀 余野公園管理協力会 県道草津伊賀線 伊賀市柘植町倉部地区

32 伊賀 大野木区 国道２５号 伊賀市大野木地区

1 尾鷲 ブルースカイ天満 県道海山尾鷲港線 尾鷲市天満浦地内

2 尾鷲 三木浦町内会 国道311号線 尾鷲市三木浦地内

3 尾鷲 尾鷲市建設業協会
県道尾鷲港尾鷲停車場線
他1路線

尾鷲市朝日町地内　他

4 尾鷲 三重県建設業協会尾鷲支部（尾鷲）
県道尾鷲港尾鷲停車場線
他1路線

尾鷲市朝日町地内他

5 尾鷲 三重県建設業協会尾鷲支部（紀北） 国道422号線　　他7路線
紀北町（海山地区、紀北町
長島地区）



6 尾鷲 ㈱東組 国道425号線 尾鷲市坂場西町地内

1 熊野 紀和町矢ノ川区 一般国道311号線 熊野市紀和町矢ノ川


