
平成２７年度　多面的機能支払交付金　認定組織

NO 地域名 活動組織名

1 八幡 小那比・野々倉環境保全の会

2 八幡 初音３区農地活動組織

3 八幡 林地区農地活動組織

4 八幡 洲河農地活動組織

5 八幡 中之保西部農地活動組織

6 八幡 河鹿２区農地維持活動組織

7 八幡 上原・深皿農地活動組織

8 八幡 下原農地活動組織

9 八幡 印雀農地活動組織

10 八幡 初音二区農地活動組織

11 八幡 小瀬子農地活動組織

12 八幡 坪佐農業活動組織

13 八幡 東乙原農地活動組織

14 八幡 北阿瀬尾農地活動組織

15 八幡 森・黒佐農地活動組織

16 八幡 寺本地区活動組織

17 八幡 有穂農地活動組織

18 八幡 中下農地活動組織

19 八幡 中保東部農地活動組織

20 八幡 貢間農地活動組織

21 八幡 夕谷農地活動組織

22 八幡 門原農地共同活動組合

23 八幡 高畑農地活動組織

24 八幡 西乙原農地活動組織

25 八幡 鬼谷農地活動組織



NO 地域名 活動組織名

26 八幡 鈴原農地維持活動組織

27 大和 剣用水系地域農地・水・環境を守る会

28 大和 万場用水系地域農地・水・環境を守る会

29 大和 島用水系地域農地・水・環境を守る会

30 大和 口神路農地活動組織

31 大和 中神路農地活動組織

32 大和 上神路農地活動組織

33 大和 牧下農地活動組織

34 大和 牧三田農地活動組織

35 大和 下古道農地活動組織

36 大和 下栗巣農地活動組織

37 大和 上栗巣農地活動組織

38 大和 口大間見下農地活動組織

39 大和 口大間見上５農地活動組織

40 大和 小間見農地活動組織

41 大和 大間見助平農地活動組織

42 大和 洞口農地活動組織

43 大和 落部農地活動組織

44 大和 河辺農地活動組織

45 大和 口大間見上１農地活動組織

46 大和 牧田畑農地活動組織

47 白鳥 二日町農地・水・環境を守る会

48 白鳥 中津屋環境保全活動

49 白鳥 大島下段農地・水・環境を守る会

50 白鳥 野添農地活動組織



NO 地域名 活動組織名

51 白鳥 六ノ里農地活動組織

52 白鳥 中西農地活動組織

53 白鳥 阿多岐農地活動組織

54 白鳥 恩地農地活動組織

55 白鳥 那留農地活動組織

56 白鳥 前谷農地活動組織

57 白鳥 歩岐島農地活動組織

58 白鳥 干田野農地活動組織

59 白鳥 長滝農地活動組織

60 白鳥 越佐農地活動組織

61 白鳥 為真向島農地活動組織

62 高鷲 上野高原の農地・水・環境を守る会

63 高鷲 長野農地活動組織

64 高鷲 中洞１農地活動組織

65 高鷲 中洞２農地活動組織

66 高鷲 正ヶ洞農地活動組織

67 高鷲 鷲見１農地活動組織

68 高鷲 鷲見５農地活動組織

69 高鷲 切立１農地活動組織

70 高鷲 切立２農地活動組織

71 高鷲 切立３農地活動組織

72 高鷲 切立５農地活動組織

73 高鷲 神道１農地活動組織

74 高鷲 神道２農地活動組織

75 高鷲 大洞農地活動組織



NO 地域名 活動組織名

76 高鷲 鮎走１農地活動組織

77 高鷲 鮎走６農地活動組織

78 高鷲 西洞１農地活動組織

79 美並 根村農地活動組織

80 美並 下田農地活動組織

81 美並 高原農地活動組織

82 美並 粥川農地活動組織

83 美並 赤池農地活動組織

84 美並 杉原農地活動組織

85 美並 くじ本農地活動組織

86 美並 門福手農地活動組織

87 美並 梅原農地活動組織

88 美並 深戸農地活動組織

89 美並 三日市農地活動組織

90 美並 上苅安農地活動組織

91 美並 大矢農地活動組織

92 美並 福野農地維持活動組織

93 明宝 小川環境保全の会

94 明宝 大谷農地活動組織

95 明宝 寒水農地活動組織

96 明宝 野口農地活動組織

97 明宝 柏尾農地活動組織

98 明宝 西気良上活動組織

99 明宝 田口農地維持活動組織

100 明宝 小保木農地活動組織



NO 地域名 活動組織名

101 明宝 鎌辺水路組合

102 明宝 畑佐地域活動組織

103 明宝 二間手農地活動組織

104 明宝 奥長尾農地活動組織

105 和良 宮地地域資源保全管理組合

106 和良 宮代農地活動組織

107 和良 野尻農地活動組織

108 和良 東野３農地活動組織

109 和良 横野農地活動組織

110 和良 上沢農地活動組織

111 和良 法師丸農地活動組織

112 和良 下洞農地活動組織

113 和良 上土京農地活動組織

114 和良 方須農地活動組織

115 和良 鹿倉農地活動組織


