西部建設事務所東広島支所管内
市町

東広島市

ラブリバー認定団体一覧（令和３年９月30日現在）

団体名

認定
年月日

道路名
二級河川沼田川水系沼

区間（自）

沼田川を愛する戸野区民の会

H15.03.26 田川

NPO法人シンクネットワーク

H15.06.09 瀬川

明るい社会づくり運動東広島協議会

H16.09.24 瀬川

東子ふれあいの会

H17.08.12 瀬川

吉川下横野地区

H18.07.14 河川

大河内さくらの会

二級河川黒瀬川水系黒
瀬川
惣原橋上流200ｍ
H19.08.01 二級河川黒瀬川水系小 槙本橋下流
田山川

今田地区黒瀬川クリーン隊

H19.09.05 瀬川

株式会社明成

H19.10.18 瀬川

東広島市公衆衛生協議会 安芸津支部 木谷地
区公衆衛生推進委員会

H20.01.09 木谷郷川

大谷区華の会

H20.04.25 坂川

株式会社西ノ池建設

H20.05.13 野川

ラブリバー原・後休

一級河川太田川水系指
定区間関川
後休橋
H20.06.12 一級河川太田川水系指 東川橋
定区間東川

アワタ工業株式会社

H20.06.27 瀬川

株式会社後藤組

H20.09.30 比川

しゃくなげ湖を愛する ボランティアの会

H20.12.25 田川

東亜道路工業株式会社 広島営業所

H22.01.12 野川

区間（至）

大字戸野字中河原888地先

大字戸野字中河原885地先

二級河川黒瀬川水系黒 西条橋
松ヶ瀬橋上流50ｍ（右岸）

西条橋下流50m（右岸）
松ヶ瀬橋下流50ｍ（右岸）

二級河川黒瀬川水系黒
二級河川黒瀬川水系黒
二級河川黒瀬川水系古

二級河川黒瀬川水系黒
二級河川黒瀬川水系黒

西条橋

和泉橋

東橋

黄幡橋

観音橋付近

弘法橋付近

今田地区ミニライスセンター

トヨタカローラ広島テクノセンター

御条橋

西條橋と左岸側上流５０ｍ

二級河川木谷郷川水系 東広島市安芸津町木谷字市後3577-１地先
（木谷橋上）
二級河川黒瀬川水系松
二級河川沼田川水系入

二級河川黒瀬川水系黒
二級河川黒瀬川水系原
二級河川沼田川水系沼
二級河川瀬野川水系瀬

惣原橋下流500ｍ
黒瀬川合流点

東広島市安芸津町木谷字市後3577-3地先
（土居橋）

赤木商店様前

大谷区ゴミステーション

溝口川合流点

下流３００ｍ
原橋
関川合流点

東子ふれあい橋

消防庫前

西条町土与丸歌田商店前の橋

下流方向150ｍ

市道福富中学校線静学館橋

福富ダム堤体下流100ｍ

ＪＲ鉄橋下

冠橋下流150ｍ

市町

団体名

認定
年月日

道路名
二級河川沼田川水系椋

区間（自）

水と緑と自然の会

H21.05.12 梨川

ほたると半川を守る会

H21.06.30 定区間半川

すいすい倶楽部

H22.03.05 田川

諏訪建設株式会社

H22.05.11 木谷郷川

株式会社本田春荘商店 東広島営業所

H22.06.16 瀬川

有限会社織田建設

H22.06.17 定区間半川

門集会所

二級河川沼田川水系門
谷川
新和田橋
H23.02.23 二級河川沼田川水系大 次郎丸橋
谷川

上河内行政区「平原組」

H23.07.01 田川・平原谷川

東広島市 元兼里山保全部

一級河川太田川水系指
二級河川沼田川水系沼
二級河川木谷郷川水系
二級河川黒瀬川水系黒
一級河川太田川水系指

二級河川沼田川水系沼
二級河川賀茂川水系葛

H24.01.12 子川

二級河川高野川水系高

高野川を生かす会

H24.06.15 野川

下原地区会

H24.06.20 梨川

河内中学校ラブリバー

H25.03.01 田川

包丁川を美しくする会

H25.04.01 丁川

刈安組

H25.05.21 谷川

小谷桜の会

H25.06.28 定区間入野川

丸山ほたるの会一同

H26.04.03 洗川

カワセミロード

H26.05.15 野川

ＬＯＶＥ

H27.05.27 河川

二級河川沼田川水系椋
二級河川沼田川水系沼
二級河川沼田川水系包
二級河川沼田川水系大
二級河川沼田川水系指

古河

二級河川黒瀬川水系神
二級河川沼田川水系入
二級河川黒瀬川水系古

区間（至）

椋梨ダム堰堤下流側

沼田川本流合流点

半川橋

蛍光橋

福富町金口1493-3地内

福富町金口1493-3地内

木谷橋

下流に向け100ｍ地点

和泉橋

下流方向へ約７０ｍ

半川橋

下流側

関川合流地点

菊光宅前
新岡広橋

沼田川登橋

平原谷川河口付近

山田家前

三原市境

郷六橋

昭和橋川下

上反田川

下原川

河内中学校南側の東

河内中学校南側の西

沼田川合流点

包丁川終点（上流）

新岡広橋下井堰

高橋幸恵方下井堰

富田屋橋

八幡橋

丸山井手ノ下農道分

昭和橋

鍵谷橋

ＪＲトンネル手前

古河橋

新武士橋

市町

団体名

認定
年月日

道路名
二級河川黒瀬川水系古

双合建設工業株式会社

H27.10.07 河川

大渡二班

H28.03.31 田川

上戸野地区住民自治協議会

H28.04.18 田川

馬木会

H28.05.11 板川

半尾川再生まちづくり倶楽部

H28.11.02 尾川

広島県立広島中学校・広島高等学校

H29.07.19 原川

株式会社上垣組

H30.06.05 脇川

株式会社山村興業

H30.06.05 板川

区間（自）

区間（至）

龍王橋

龍王橋上流100ｍ（左岸）

新大渡橋

堀江信之宅先

造賀川合流点

貞助橋下流

藤九郎橋付近

明神橋

仮屋橋

河隅橋

京免橋

旭橋

下三永吉川線地点

菅原八郎邸前

市道森近２号線交差部

下流側（松井博雄宅裏）

H30.08.27 川

志和町内川大崎橋

志和町内川大崎橋上流100ｍ

谷河内川を美しくする会

R1.05.14 沼田川水系谷河内川

福富ダム

国道375号交差点

認可地縁団体河内西条南自治会

R2.04.27 岸）

旧篁橋跡

JR山陽本線沼田川鉄橋下

中国ニチレキ工事株式会社

R2.04.22 川

東広島市志和町別府735-6

下流

株式会社東豊建設

R2.06.19 梨川

シンクコンストラクション株式会社

R3.03.19 野川

アマノ企業株式会社

R3.04.22 野川

エイワックス株式会社

東広島市 藤原メセナ建設株式会社

二級河川沼田川水系沼
二級河川沼田川水系沼
二級河川黒瀬川水系松
二級河川黒瀬川水系半
二級河川沼田川水系杵
二級河川黒瀬川水系角
二級河川黒瀬川水系松
一級河川太田川水系内

二級河川沼田川（左護
一級河川太田川水系関

二級河川沼田川水系椋 東広島市豊栄町安宿霜降川起点（椋梨川合流
東広島市豊栄町安宿霜降川上流50ｍ地点
点）
二級河川沼田川水系入

入野川上流端

高屋町檜山949-1行正宅手前

入野大橋（左岸）

長照寺橋（下流）中間点付近

R3.04.22 野川

長照寺橋（左岸）

入野大橋（上流）中間点付近

三津大川清掃クラブ

R3.09.14 二級河川三津大川

田川橋

広島県三津大川水道橋

賀茂川 吉崎土手美化推進委員会

H15.01.15 茂川

賀茂川大橋北

賀茂川大橋南

(社)広島県測量設計業協会 ㈱セトウチ

H15.07.14 茂川

上条橋

大福地橋

竹原市

二級河川沼田川水系入
二級河川沼田川水系入

二級河川賀茂川水系賀
二級河川賀茂川水系賀

市町

団体名

認定
年月日

道路名
二級河川賀茂川水系賀

朝日クラブ

H20.06.16 茂川

株式会社浜本組

H20.07.30 茂川

株式会社増田組

H21.08.13 茂川

株式会社中国工業開発

H21.08.26 万里川

梅王クラブ

H22.06.29 茂川

賀茂川草刈隊

H23.05.26 茂川

有限会社ハートランド
有限会社竹親建設

竹原市

区間（自）

区間（至）

竹原中学校前

賀茂川土手西側グランド北側

上成井橋右岸

上成井橋右岸上流60ｍ地点

朝日橋

朝日橋上流

末宿橋

宮渡橋

梅王館横兼安井出

大井出

宝器橋

金九郎橋

H23.04.20 茂川

湯坂温泉入口

上流へ50ｍ

H28.04.20 二級河川本川

柿井商店

番屋橋

二級河川賀茂川水系賀
二級河川賀茂川水系賀
二級河川賀茂川水系田
二級河川賀茂川水系賀
二級河川賀茂川水系賀
二級河川賀茂川水系賀

