
市町 団体名
認定

年月日
河川名 区間（自） 区間（至）

川井ホタルを育てカジカを守る会 H16.01.24

一級河川芦田川水系指
定区間神谷川
一級河川芦田川水系指
定区間見谷川

川井堰 追坂堰

堂々川ホタル同好会 H18.01.19
一級河川芦田川水系指
定区間堂々川

御領・新市線交点 ６番砂留

六反田川と川西を美しくする会 H18.02.16
一級河川芦田川水系指
定区間六反田川

福山市神辺町西中条中川790番地先 福山市神辺町西中条中川798番2地先

遊歩道愛護の会 H18.02.27
一級河川芦田川水系指
定区間神谷川

福山市新市町下安井下井橋 福山市新市町下藤森橋

富士建設株式会社 H20.09.29
一級河川芦田川水系指
定区間瀬戸川

天神橋 観音橋

服部本郷町内会 H21.06.09
一級河川芦田川水系指
定区間服部川

服部小学校正門付近 野々倉上り口付近

サロン臼原 H21.07.09

一級河川芦田川水系指
定区間神谷川
一級河川芦田川水系指
定区間父尾川

高橋利定宅
神谷川合流点

大村晴造宅
平木木材

芦田川水系本永谷川を愛する会 H21.08.18
二級河川沼田川水系本
永谷川

駅家服部コミュニティ館 北へ700ｍ

福山市駅家町新山町内会 H22.07.16
一級河川芦田川水系指
定区間服部川

服部橋 新市境

兼近町内会 H22.12.21
一級河川芦田川水系指
定区間加茂川

下沼橋下流 新川橋下流

柏迫建設有限会社 H23.09.14
二級河川山南川水系山
南川

アリスト橋 安広橋

五組　ボランティアの会 H23.12.07
一級河川芦田川水系指
定区間神谷川

安井橋上流リバーパーク端 渡上橋下流ふじわら井堰下ポンプ小屋近傍

神辺町上御領中組 老人クラブ H24.05.23
一級河川芦田川水系指
定区間高屋川

道城橋 横路橋

門前自治会 H24.05.30
一級河川芦田川水系指
定区間服部川

服部永谷境 服部本郷境

小田川西田中橋付近を守る会 H26.09.12
一級河川芦田川水系指
定区間小田川

小田川西田中橋北30ｍ 小田川西田中橋南20ｍ

平松町内会 H26.10.19
二級河川手城川水系手
城川

福山市春日町浦上甲2256-3 福山市春日町浦上甲2256-1
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竹田ぼたるを守る会 H27.04.16
一級河川芦田川水系指
定区間狭間川

山崎橋 狭間池上

南松永町連合自治会 H27.06.17 二級河川　本郷川 機織橋 佐伯商店

神辺町上御領中組シニアクラブ H27.06.24 一級河川　高屋川 横路橋 福崎橋

神辺町上御領中組クラブＡ H28.05.13
一級河川芦田川水系指
定区間高屋川

やまさき橋 野々上橋

神辺町上御領中組クラブＢ H28.05.13
一級河川芦田川水系指
定区間高屋川

野々上橋 道城橋

有地川フラワーロードの会 H29.03.28
一級河川芦田川水系指
定区間有地川

田中橋 瓜原橋下流

六反田河川を守る会 H30.01.18
一級河川芦田川水系神
谷川

六反田井堰 福老池たまり

アマノ企業株式会社 H30.05.14
二級河川羽原川水系羽
原川

羽原橋 金負橋

占部建設工業株式会社 H30.06.01
一級河川芦田川水系小
田川

湯伝橋下流40ｍ 湯伝橋上流30ｍ

株式会社栗本 H30.06.01
二級河川手城川水系手
城川

東手城町１丁目５の市立一ツ橋中学校境 一ツ橋右岸

エイワックス株式会社 H30.06.04
二級河川羽原川水系羽
原川

国道２号線羽原橋交差点 ＪＲ山陽本線羽原橋東堤踏切

瀬戸嫁田ラブリバーの会 R1.11.13
一級河川芦田川水系瀬
戸川・猪之子川

①瀬戸川天端～裏法面先・猪之子川（表法
面）嫁田橋
②猪之子川裏法面青葉出版駐車場

①日の出木工北西
②高浦ポンプ場入口

深水川を守ろう会 R1.12.27
一級河川芦田川水系深
水川

山王山登り口馬崎橋 国道４８６号線大宮橋

下御領下組町内会ラブリバー R2.05.12
一級河川芦田川水系
堂々川

下御領新市線県道181号堂々川橋東詰 南へ国道486号湯ノ口交差点艮橋

三島産業株式会社 R2.08.18
一級河川芦田川水系吉
野川

右岸　万能倉橋下流200ｍ地点 右岸　万能倉橋下流255ｍ地点

東洋プラント株式会社車輛部 R2.12.22
一級河川芦田川水系河
手川

東部運転免許センター前交差点「こうく橋」
片河川南側

片河川南側100ｍ

カワセミの飛ぶ里 R3.06.07
一級河川芦田川水系論
田川

坂根橋 福山市道熊野５号線橋梁

ホタルの舞う里 R3.06.07
一級河川芦田川水系論
田川

福山市道熊野５号線橋梁 下流90ｍ
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福山市 八尋下自治会唐橋公園ラブリバー R3.06.10
一級河川芦田川水系高
屋川

唐橋 新唐橋

天領ホタルを育てる会 H15.10.22
一級河川江の川水系指
定区間上下川

年切橋 水神橋

久文給 H21.05.29
一級河川江の川水系指
定区間上下川

府中市上下町政城裕明耕作地 谷口博敏耕作地（河川法面及び河川管理道）

早田 H22.04.09
一級河川江の川水系指
定区間上下川

府中市上下町小堀　山崎橋 くもんきゆばし

後藤土木株式会社 H27.01.27
一級河川芦田川水系指
定区間砂川

中須大橋南詰砂川左岸 中須町府中家具の館前左岸

後藤建設株式会社府中支店 H27.10.26
一級河川芦田川水系指
定区間砂川

たけやす橋下 グランド下

小塚下Ｂ H29.05.11
一級河川江の川水系上
下川

小塚後下 小塚中

出口川をきれいにする会 H29.06.22
一級河川芦田川水系出
口川

末広橋 横井新橋

株式会社武田組 R1.05.29
一級河川芦田川水系指
定区間砂川

府中市高木町稲荷橋砂川左岸 下流へ約133ｍ砂川左岸

千葉建設株式会社 R4.04.05
一級河川芦田川水系指
定区間砂川

府中市高木町鵜飼橋砂川左岸 府中市高木町高木橋砂川左岸

アダプト国安 R4.06.06
一級河川江の川水系上
下川

府中市上下町小堀1758-3 府中市上下町小堀1669-1

神石高原町 上組楽勇会 R1.05.21
一般河川高梁川水系小
田川

こばたけ保育所前 河森橋

府中市


