
市町 団体名
認定

年月日
河川名 区間（自） 区間（至）

特定非営利活動法人  森のおさるさん H20.03.06
二級河川沼田川水系梨
和川

北方小学校前 梨羽橋付近

平木谷町内会 H20.06.24
二級河川沼田川水系沼
田川

松本貢様宅前の水門 紙中美奈子様東側100ｍ先の三差路

三原市本郷町船木郷原地区 対策協議会 H20.06.30
二級河川沼田川水系沼
田川

下畑橋 河内方面

後谷会 H21.04.23
二級河川沼田川水系徳
良川

中央橋 後谷橋

三原市本郷町船木　下中筋上町内会 H22.05.19
二級河川沼田川水系沼
田川

船木橋北詰 ㈲新栄商事付近

泉会11組 H22.05.21
一級河川芦田川水系指
定区間泉川

下谷橋 北落合橋

泉会13組 H22.05.21
一級河川芦田川水系指
定区間泉川

大横田橋 下谷橋

沖谷仏通寺川保全会 H22.05.21
二級河川沼田川水系仏
通寺川

唐松井堰 沖谷橋

仏通寺川保全会 H22.05.21
二級河川沼田川水系仏
通寺川

沖谷橋 志御美橋

帝中株式会社 H22.06.17
一級河川芦田川水系指
定区間御調川

帝中㈱製造部進入橋 上流約５０ｍ

里山を愛する会 H23.05.27
一級河川芦田川水系指
定区間御調川

篝渓谷甌穴群の石碑 篝大橋

下中筋下町内会 H23.05.31
二級河川沼田川水系沼
田川

舟木排水機場 （有）新栄商事付近

仏通寺川鳥落保全会 H23.05.20
二級河川沼田川水系仏
通寺川

鳥落２号橋 野間橋上流60ｍ地点

中野東上仏通寺川美化クラブ H23.05.31
二級河川沼田川水系仏
通寺川

唐松堰 市営住宅

本郷緑と水を守る会 H24.04.06
二級河川沼田川水系沼
田川

本郷橋 小原橋（左岸）

三原本郷ライオンズクラブ 環境保全委員会 H25.06.25
二級河川沼田川水系指
定区間沼田川

船木雇用促進住宅 本郷大橋周辺

船木さくら保存会A H25.06.28
二級河川沼田川水系指
定区間沼田川

船木橋 中筋下交差点

らくらく会本郷 H26.02.04
二級河川沼田川水系沼
田川

三原市本郷南６丁目30-1前 上流法面（幅約80ｍ）

東部建設事務所三原支所管内　ラブリバー認定団体一覧（令和４年６月30日現在）

三原市



市町 団体名
認定

年月日
河川名 区間（自） 区間（至）

清流の郷　泉　保全会 H26.05.22
一級河川芦田川水系指
定区間泉川

市道泉田打線付近 県道大和久井線付近

農事組合法人　清流の郷　泉 H26.05.22
一級河川芦田川水系指
定区間泉川

市道泉中通線付近 市道泉田内線付近

もみじの郷 H26.05.22
二級河川沼田川水系仏
通寺川

佛通寺 昇雲の滝

清井町内会ラブリバー H26.06.06
二級河川沼田川水系菅
川

佐用橋 清井橋

前谷地区　泉川保全会 H26.06.06
一級河川芦田川水系指
定区間泉川

泉川接続農道 黒郷橋

菅川ラブリバー H26.06.06
二級河川沼田川水系菅
川

佐用橋（左岸） 堂谷橋（左岸）

リバーサイド地域振興会 H27.04.07
二級河川沼田川水系沼
田川

宗郷大橋 三原大橋

茅田地区保全会 H27.05.26
二級河川沼田川水系菅
川

佐用橋 堂張橋

有限会社誠和開発 H27.05.26
二級河川沼田川水系沼
田川

沼田大橋 三原大橋（右岸）

宮沖五丁目町内会 H29.06.01
二級河川沼田川水系沼
田川

沼田大橋北詰 呉線橋梁

旭鉄工株式会社 H30.06.01 二級河川和久原川 西田橋上流50ｍ 西田橋下流50ｍ

株式会社 金光組 H30.06.13 二級河川和久原川
極東橋南側下流50ｍ（くわはらひろば）付
近

下流へ100ｍ（左岸護岸）

沼田建設株式会社 H30.06.13
二級河川沼田川水系沼
田川

亀津橋 下流へ100ｍ

井上建設株式会社 H31.02.19
一級河川芦田川水系御
調川

西原橋 ＪＡ三井久井出張所裏付近の橋

仏通寺川土取保全会 R1.05.13
二級河川沼田川水系仏
通寺川

鳥落橋 野間橋上流60ｍ地点

重宗仏通寺川保全会 R1.05.14
二級河川沼田川水系仏
通寺川

志御美橋 峠谷橋2号

広島電気工事株式会社 R1.06.11
二級河川沼田川水系沼
田川（左岸）

沼田大橋北詰 並木通り

株式会社セイム R3.03.01
二級河川沼田川水系天
井川

三原市宗郷１丁目１－１住宅前付近 江南北公園北東角

株式会社津田建設 R3.03.10
二級河川沼田川水系沼
田川

本郷大橋東詰中土手 本郷橋下流100ｍ付近中土手

三原市
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河川名 区間（自） 区間（至）

株式会社水みらい広島 R3.08.05
二級河川沼田川水系沼
田川

本郷取水場取水口付近 南方150ｍ付近（ヒロシマコープ）

仏通寺川なかぐみラブリバー R3.04.01
二級河川沼田川水系仏
通寺川

三原市久井町山中野鳥落橋 三原市営久井山中野住宅前

免開町内会 R4.02.15
二級河川沼田川水系沼
田川

本郷町船木528-1付近 沼田川堤防・免開橋西

仏通寺川左岸保全会 R4.03.15
二級河川沼田川水系仏
通寺川

三原市久井町沖谷橋の左岸側 三原市久井町志御美橋の左岸側

仏通寺川沖谷左岸保全会 R4.03.15
二級河川沼田川水系仏
通寺川

三原市久井町唐松井堰の左岸側 三原市久井町沖谷橋の左岸側

仏通寺川重宗左岸保全会 R4.03.15
二級河川沼田川水系仏
通寺川

三原市久井町志御美橋の左岸側 三原市久井町峠谷橋2号の左岸側

船木さくら保存会B（ラブリバー） R4.05.13
二級河川沼田川水系沼
田川

中筋下交差点 船木排水機場

コクゾウクラブ R4.05.24
二級河川沼田川水系仏
通寺川

高下電気前 羽倉1039番地田の端

仏通寺川岩村谷保全会 R4.06.13
二級河川沼田川水系仏
通寺川

久井町羽倉1121-2 南へ８０ｍ（右岸）

おおしもモウイングチーム R4.06.13
一級河川芦田川水系御
調川

久井町下津東時宗24-1 久井町下津大坪427-1（左岸）

株式会社鶴田電設コンサルタント R4.06.20
二級河川沼田川水系沼
田川

三原大橋 上流100ｍ（左岸）

南方連合町内会 R4.06.28
二級河川沼田川水系三
次川

本郷給食センター 姿沖橋

下野間部落 H21.03.09
一級河川芦田川水系指
定区間野間川

高森宅下 重谷宅下

株式会社今井土木 H22.03.25
二級河川藤井川水系藤
井川

成楽橋100ｍ下流 成楽橋１５０下流

サンキュー御調川会 H22.04.19
一級河川芦田川水系指
定区間御調川

尾道市御調町丸河南　丸河南橋 尾道市御調町大田　いきいき橋

ラブリバー延倉 H24.01.26
二級河川藤井川水系藤
井川

延倉橋下流約60ｍ 西藤大橋下流約120ｍ

大町振興区 H24.02.14
一級河川芦田川水系指
定区間江国川

御調川との合流点 上流側540ｍ

下西町内会 H25.09.04
二級河川藤井川水系藤
井川

河原橋 高西保育所

アマノ企業株式会社（尾道地区） H30.06.01 二級河川藤井川 河原橋（右岸側） 兵庫橋（右岸側）

三原市

尾道市



市町 団体名
認定

年月日
河川名 区間（自） 区間（至）

株式会社 青木組 H30.06.26
二級河川栗原川水系栗
原川

日小橋 観涛橋

株式会社田中組 H30.08.07
二級河川沖田川水系沖
田川

カンガチ池南方60ｍ付近 カンガチ池南方160ｍ付近

ラブリバー横山 R2.04.24
一級河川芦田川水系御
調川

丸門田橋 上流へ300ｍ

株式会社加納屋建設 R3.04.28
二級河川重井川水系重
井川

東西橋 大川橋

株式会社井上道路 R3.10.07
二級河川藤井川水系藤
井川

小川橋左岸側 中野バス停付近左岸側

株式会社セラケン H19.11.13
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

町道大田道線　大田橋 上流へ100ｍ

株式会社丸正商会 H20.06.27
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

世羅町大字西上原西上原橋 世羅町大字西上原島矢橋

白梅コミュニティ推進協議会 H20.06.27
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

島矢橋 延信橋

有限会社坂上建設 H20.09.26
一級河川芦田川水系指
定区間宇津戸川

信宗橋 上流,，下流

重永前振興会 H21.06.09
一級河川芦田川水系指
定区間田打川

田打・重永前境 重永後境

株式会社山平組 H21.08.28
一級河川芦田川水系指
定区間砂田川

㈱山平組資材置き場 山田川合流地点

田打振興会 H21.08.28
一級河川芦田川水系指
定区間田打川

世羅町重永三浦卓夫宅前 世羅町田打（久井町境）

中原振興会 H22.06.03
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

広瀬橋 堀越場正面橋

拝下振興区 H22.06.14
一級河川江の川水系指
定区間美波羅川

世羅町黒川687番地地先 世羅町黒川3645番地地先

拝上振興区 H22.06.17

一級河川江の川水系指
定区間美波羅川
一級河川江の川水系指
定区間上後川

上後川　永谷橋 美波羅川　早立八幡神社前

堀越振興会 H22.06.24
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

夕霧橋 月空橋

矢熊川を美しくする会 H23.05.20
一級河川芦田川水系指
定区間矢熊川

世羅町大笹875-1 世羅町明正1138-1

クリーンよこいち H23.06.14
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

鳴滝橋 石堂橋

尾道市

世羅町



市町 団体名
認定

年月日
河川名 区間（自） 区間（至）

箱コミュニティ推進協議会 H23.06.24
一級河川芦田川水系指
定区間宇津戸川

世羅町大字宇津戸2378-2 世羅町大字宇津戸2756

竹薮伐採環境奉仕団 H24.02.17
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

堀道昭様宅 下流側200の右岸

重永河川清掃友の会 H24.05.08

一級河川芦田川水系芦
田川
一級河川芦田川水系田
打川

城ヶ鼻橋 八幡橋

さぶろうラブリバー H24.05.30
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

夕霧堰付近
世羅町大字西神崎字カキウチ5-1地先（右
岸）

栄町組合 H24.05.30
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

榎橋下流へ３０ｍ 神崎橋

甲山地区　公衆衛生推進協議会 H24.06.11
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

島矢橋 甲山橋

伊尾小谷地区コミュニティづくり推進協議会 H24.06.29
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

田谷橋から上流へ45ｍ付近 矢多田川合流地点

里山を守る会 H25.06.13
一級河川芦田川水系指
定区間芦田川

エスポワール賀茂西 上方（西方向両岸）

下陰地振興区 H26.06.18
一級河川江の川水系指
定区間美波羅川

下陰地橋 五斗田橋

三日市上振興区 H26.06.26
一級河川江の川水系指
定区間美波羅川

①夷免橋（左岸）
②夷免橋下流300ｍ

①竹添橋（左岸）　（926ｍ）
②的場橋（左岸）　（650ｍ）

がんじょう草刈チーム H27.05.26
一級河川江の川水系指
定区間美波羅川

世羅町小国鳴戸5365堤防面の川上 世羅町小国鳴戸5365堤防面の川下

津口交通安全会 H27.06.18
一級河川江の川水系美
波羅川

津久志高齢者創作館 津久志郵便局

神崎大池組合 H28.01.13
一級河川芦田川水系神
崎川

町営神崎住宅付近 神崎橋付近

農事組合法人　ひまわり H30.06.13
一級河川江の川水系馬
洗川

森屋橋 森屋橋上流505ｍ

農事組合法人　いきいき高田 R1.06.21 一級河川芦田川 三川大橋 竜王橋北方100ｍ付近

成藤組 R2.05.15
一級河川芦田川水系砂
田川

天神迫 成藤3号橋西へ40ｍ付近

農事組合法人きらり狩山 R2.05.15
一級河川江の川水系美
波羅川

新屋橋 小国橋

青水村作り推進委員会 R3.05.31
一級河川江の川水系美
波羅川

青水下組金高正明様宅前 下流へ約100ｍ

世羅町


