
「グリーンウェイブ2011」参加団体一覧
別添１

（383団体）
都道府県 参加団体名
北海道 愛の国さくらまつり実行委員会
北海道 株式会社アレフ
北海道 えこりん村株式会社
北海道 帯広国際カントリークラブ

＊ 北海道 北留萌漁協羽幌女性部
北海道 こどもエコクラブくしろ
北海道 札幌市
北海道 中小企業家同友会釧路支部
北海道 道立羽幌高校
北海道 とかちサンタランドツリーの会
北海道 特定非営利活動法人トラストサルン釧路
北海道 羽幌みんなでつくる自然空間協議会
北海道 広尾スタイルウェディング
北海道 広尾丸山保育所
北海道 北海道旭川商業高等学校
北海道 北海道クラシックゴルフクラブ
北海道 北方圏交流振興会
北海道 宮島沼の会
北海道 室蘭測量山桜ロード実行委員会
岩手県 紫波町役場環境課
岩手県 特定非営利活動法人　紫波みらい研究所
宮城県 TOTO東北販売株式会社
宮城県 大崎市立田尻中学校
宮城県 大島地区振興協議会
宮城県 特定非営利活動法人　田んぼ
宮城県 富谷町立日吉台小学校
福島県 はぜっ子倶楽部

＊ 宮城県 宮城教育大学
秋田県 特定非営利活動法人　冒険の鍵クーン
秋田県 南秋田カントリークラブ
秋田県 森吉山ブナ林再生応援隊
茨城県 いけ！エコフィールドクラブ
茨城県 石岡市
茨城県 石岡市立北小学校
茨城県 潮来市立大生原小学校
茨城県 潮来ジャランボプロジェクト
茨城県 特定非営利活動法人　茨城教育ネットワーク
茨城県 茨城県県南農林事務所
茨城県 茨城県鹿行農林事務所
茨城県 茨城県緑化推進機構
茨城県 茨城ゴルフ倶楽部
茨城県 いばらき森林クラブ
茨城県 キリンビール茨城支社
茨城県 キリンビール取手工場
茨城県 佐藤造園土木株式会社
茨城県 潮来市
茨城県 セブンイレブン石岡鹿の子店

＊ 茨城県 つくば市立手代木南小学校
＊ 茨城県 つくばね森林組合

茨城県 やちよエコクラブ
茨城県 横浜ゴム茨城工場

＊ 栃木県 株式会社Seeders
栃木県 宇都宮カンツリークラブ
栃木県 塩那森林管理所
栃木県 新宇都宮カントリークラブ
栃木県 都賀カンツリー倶楽部
栃木県 永野ゴルフ倶楽部
栃木県 西那須野カントリー倶楽部
栃木県 日本野鳥の会栃木
栃木県 凮月カントリー倶楽部
栃木県 ホウライカントリー倶楽部
栃木県 レイクランドカントリークラブ
栃木県 渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会
群馬県 富岡ゴルフ倶楽部
埼玉県 県立上尾鷹の台高等学校
埼玉県 石坂ゴルフ倶楽部
埼玉県 いるま保育園
埼玉県 埼玉ゴルフクラブ
埼玉県 特定非営利活動法人　埼玉森林サポータークラブ
埼玉県 中央グリーン開発株式会社
埼玉県 長瀞カントリークラブ

　　　　　　　　　　　　＊印は、協力団体との重複（35団体）



都道府県 参加団体名
埼玉県 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場
埼玉県 鳩山カントリークラブ
埼玉県 早稲田大学人間科学学術院
埼玉県 わたらせ未来基金
埼玉県 渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする会
千葉県 市川三番瀬を守る会
千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校
千葉県 海老川調節池を市民と活用する会
千葉県 鎌ヶ谷カントリークラブ
千葉県 金杉谷津田の会
千葉県 キリンビール千葉支社

＊ 千葉県 三番瀬のラムサール条約登録を実現する会
千葉県 流山市立江戸川台保育所
千葉県 流山市立中野久木保育所
千葉県 流山市立東深井保育所
千葉県 船橋市立市場小学校
千葉県 船橋市立金杉台小学校
千葉県 緑の環
千葉県 南茂原カントリークラブ
千葉県 八木北小学校区学童クラブ 山びこルーム
東京都 ＩＮＡＸ
東京都 NACS-J自然観察指導員東京連絡会
東京都 ＷＷＦジャパン

＊ 東京都 朝日新聞社
東京都 イーソリューション
東京都 郁文館夢学園
東京都 諫早干潟緊急救済本部　東京事務所
東京都 板橋区立中台中学校
東京都 エコ食品健究会

＊ 東京都 エコ・ファースト推進協議会
東京都 公益財団法人オイスカ
東京都 大妻女子大学
東京都 沖電気工業株式会社
東京都 特定非営利活動法人 環境ネットワーク・文京

＊ 東京都 一般社団法人　環境パートナーシップ会議
東京都 特定非営利活動法人カンキョウリレーションズ研究所
東京都 旧ＣＢＤ市民ネット「たねの部会」

＊ 東京都 旧ＣＢＤ市民ネット普及啓発部会
東京都 キリン協和フーズ株式会社
東京都 キリンビール株式会社
東京都 キリンビールグループ各社
東京都 キリンビバレッジ株式会社
東京都 気仙沼・大島支援プロジェクト
東京都 社団法人　国土緑化推進機構
東京都 特定非営利活動法人　子どもの森づくり推進ネットワーク
東京都 株式会社　資生堂
東京都 自然教育研究センター
東京都 公益財団法人　森林文化協会
東京都 住友林業株式会社
東京都 清心幼稚園
東京都 株式会社セラヴィリゾート泉郷
東京都 株式会社　損害保険ジャパン
東京都 株式会社タケエイ

＊ 東京都 株式会社多摩農林
東京都 特定非営利活動法人　地域パートナーシップ支援センター
東京都 チーム Green Partner

＊ 東京都 チームまちづくりブレーン
東京都 株式会社東京海上日動コミュニケーションズ
東京都 田んぼクラブ
東京都 東京よみうりカントリークラブ
東京都 特定非営利活動法人日本NPOセンター
東京都 公益社団法人　日本環境教育フォーラム
東京都 日本興亜損害保険株式会社
東京都 日本航空
東京都 日本自然保護協会
東京都 日本鳥学会
東京都 日立ソリューションズ

＊ 東京都 福島の野菜を食べる会
東京都 株式会社ブリヂストン

＊ 東京都 特定非営利活動法人ベルデ
東京都 水と緑の環境ネットワークの会

＊ 東京都 特定非営利活動法人　緑サポート八王子



都道府県 参加団体名
東京都 八幡小学校
東京都 ライオン株式会社

＊ 東京都 ラムサール・ネットワーク日本
東京都 ラムサール･ネットワーク日本水田部会
東京都 レナフォ（特定非営利活動法人　国際ふるさとの森作り協会）
東京都 ワタミグループ事業会社

神奈川県 神奈川県自然観察指導員連絡会（グリーンタフ）
神奈川県 カリタス女子中学・高等学校 生物クラブ
神奈川県 川崎国際生田緑地ゴルフ場
神奈川県 川崎市立有馬小学校
神奈川県 川崎市立生田中学校
神奈川県 川崎市立井田小学校
神奈川県 川崎市立王禅寺中央中学校
神奈川県 川崎市立岡上小学校
神奈川県 川崎市立下平間小学校
神奈川県 川崎市立宿河原小学校
神奈川県 川崎市立橘中学校
神奈川県 川崎市立塚越中学校
神奈川県 川崎市立野川小学校
神奈川県 川崎市立平間小学校
神奈川県 積水ハウスグループ各社
神奈川県 大相模カントリークラブ
神奈川県 多摩区役所
神奈川県 トコロジストの会
神奈川県 社団法人　日本植木協会青年部会神奈川県支部
神奈川県 フェリス女学院大学
神奈川県 本厚木カンツリークラブ

＊ 神奈川県 横浜市水道局
神奈川県 横浜ゴム株式会社
神奈川県 横浜ゴム株式会社　平塚東工場
神奈川県 ラッシュ・ジャパン
新潟県 特定非営利活動法人　新潟県山野草をたずねる会・植生研究会
富山県 公益財団法人　オイスカ富山県支部

＊ 富山県 立山山麓音楽祭実行委員会
富山県 日本ボーイスカウト富山第十団
富山県 北陸電力株式会社
石川県 いしかわ子ども交流センター
石川県 いしかわ動物園

＊ 石川県 石川フォレストサポーター会
石川県 かが市民環境会議
石川県 加賀芙蓉カントリー倶楽部
石川県 金沢市立朝日小学校

＊ 石川県 金沢大学
石川県 金沢大学　角間里山本部
石川県 金沢テクノパーク連絡会
石川県 木滑里山保全プロジェクト
石川県 財団法人　きんしん環境財団
石川県 県森林公園
石川県 県立穴水高校生徒会執行部ボランティア部
石川県 県立加賀聖城高校
石川県 県立翠星高等学校
石川県 県立七尾東雲高校
石川県 株式会社国土開発センター
石川県 小松市立那谷小学校
石川県 特定非営利活動法人　３９アース
石川県 白山市立白嶺小学校
石川県 白山麓ぶなもり自然塾
石川県 生活協同組合コープいしかわ
石川県 滝ヶ原町鞍掛山を愛する会
石川県 株式会社玉家建設
石川県 中部地下開発株式会社
石川県 津幡町立英田小学校
石川県 鶴来信用金庫
石川県 特定非営利活動法人　日本中国朱鷺保護協会
石川県 能美の里山ファン倶楽部
石川県 のと海洋ふれあいセンター
石川県 のとじま水族館
石川県 特定非営利活動法人　能登半島おらっちゃの里山里海
石川県 春蘭の里実行委員会
石川県 ふれあい昆虫館
石川県 北陸信用金庫
石川県 山代温泉女性懇話会



都道府県 参加団体名
石川県 夕日寺県民自然園
石川県 夕日寺自然体験実行委員会
石川県 輪島市立三井小学校
山梨県 ヴィンテージゴルフ倶楽部

＊ 山梨県 特定非営利活動法人　えがおつなげて
＊ 山梨県 峡東森林組合

山梨県 道志村
山梨県 富士・東部林務環境事業所
山梨県 山梨県県有林課
山梨県 山梨県森林整備生産事業協同組合
山梨県 山梨県森林総合研究所
山梨県 山梨市役所
長野県 篠ノ井ゴルフパーク　ウィーゴ
長野県 長野県下伊那地方事務所　林野課
長野県 長野県下伊那郡阿智村森林の里親委員会
長野県 長野県下伊那郡阿智村役場
長野県 長和町役場
長野県 森のライフスタイル研究所
長野県 横浜ゴム株式会社　長野工場
長野県 株式会社LIXIL TOEX中央研究所
岐阜県 県立加茂農林高等学校
岐阜県 ベルフラワーカントリー倶楽部

＊ 岐阜県 八百津町
静岡県 伊豆韮山カントリークラブ
静岡県 太平洋クラブ御殿場コース
静岡県 富士国際ゴルフ倶楽部
静岡県 富士森林施行技術研究所
静岡県 横浜ゴム株式会社富士分室
静岡県 横浜ゴム株式会社三島工場
愛知県 COP10支援実行委員会
愛知県 伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部
愛知県 郷土種子を活用したなごやの緑化及び生物多様性保全推進協議会
愛知県 キリンビール中部統括本部
愛知県 敷島小学校
愛知県 豊田市自然観察の森
愛知県 なごや東山の森作りの会
愛知県 社団法人　名古屋林業土木協会
愛知県 日本環境法律家連盟
愛知県 日立ソリュージョンズ

＊ 愛知県 ユニー株式会社
愛知県 林野庁中部森林管理局　愛知森林管理事務所
愛知県 林野庁中部森林管理局　名古屋事業所
三重県 チェリーレイクカントリークラブ
三重県 西日本セブンスリーゴルフクラブ
三重県 横浜ゴム株式会社　三重工場
滋賀県 ザ・カントリークラブ
滋賀県 株式会社　滋賀銀行
滋賀県 株式会社しがきんジェーピー
滋賀県 滋賀県中部森林整備事務所
滋賀県 滋賀県立大学　環境フィールドワークⅡ「植物エネルギーの可能性」
滋賀県 志賀ゴルフクラブ

＊ 京都府 乙訓の自然を守る会
京都府 京都ゴルフ倶楽部　上賀茂コース
京都府 京都ゴルフ倶楽部　舟山コース
京都府 グランベール京都ゴルフ倶楽部
京都府 株式会社　松栄堂
京都府 城陽カントリー倶楽部
京都府 日本生態学会
京都府 東城陽ゴルフ倶楽部
京都府 福知山市立庵我小学校
京都府 福知山市立菟原小学校
京都府 福知山市立川合小学校
京都府 福知山市立佐賀小学校
京都府 福知山市立雀部小学校
京都府 福知山市立下六人部小学校
京都府 福知山市立成仁小学校
京都府 福知山市立遷喬小学校
京都府 福知山市立大正小学校
京都府 福知山市立中六人部小学校
京都府 福知山市立上六人部小学校
京都府 福知山市立細見小学校
京都府 瑞穂ゴルフ倶楽部
京都府 宮津カントリークラブ



都道府県 参加団体名
京都府 るり渓ゴルフクラブ
大阪府 財団法人　泉佐野市公園緑化協会
大阪府 大阪ガス株式会社
大阪府 株式会社　関西アーバン銀行
大阪府 関西国際空港エコ愛ランド推進協議会
大阪府 株式会社近畿大阪銀行

＊ 大阪府 特定非営利活動法人　自然と緑
大阪府 城東区ゆめ～まち未来会議・花緑部会
大阪府 積水ハウス株式会社
大阪府 特定非営利活動法人　とよなか市民環境会議アジェンダ21
兵庫県 青山ゴルフクラブ
兵庫県 赤穂国際カントリークラブ
兵庫県 生野高原カントリークラブ
兵庫県 小野グランドカントリークラブ
兵庫県 加古川ゴルフ倶楽部
兵庫県 関西クラシックゴルフ倶楽部
兵庫県 キリンビール神戸工場
兵庫県 甲南女子大学
兵庫県 神戸学園都市高塚山を愛する会
兵庫県 神戸市立鶴甲小学校

＊ 兵庫県 こうべ森の学校
兵庫県 住友ゴム工業株式会社
兵庫県 洲本市立由良中学校　技術科
兵庫県 滝川学園インターアクトクラブ
兵庫県 西神戸YMCA保育園
兵庫県 バンドー化学株式会社
兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館
兵庫県 廣野ゴルフ倶楽部
兵庫県 ブナを植える会
兵庫県 特定非営利活動法人 三木自然愛好研究会

＊ 兵庫県 三木市役所細川町公民館
兵庫県 三木ほそかわグリーンウェイブ実行委員会

＊ 兵庫県 三木みずほ環境河童調査隊
＊ 兵庫県 横浜ゴム株式会社　新城工場・新城南工場

兵庫県 六甲音楽会
奈良県 飛鳥カンツリー倶楽部
奈良県 財団法人　飛鳥保存財団
奈良県 オークモントゴルフクラブ
奈良県 ディアーパークゴルフクラブ
奈良県 奈良国際ゴルフ倶楽部

和歌山県 紀伊高原ゴルフクラブ
和歌山県 白浜町
和歌山県 西牟婁森林組合
和歌山県 和歌山県
和歌山県 和歌山県森林インストラクター会
鳥取県 大山平原ゴルフクラブ
鳥取県 鳥取ゴルフ倶楽部
岡山県 岡山淡水魚研究会
岡山県 特定非営利活動法人グリーンパートナーおかやま
広島県 広島市役所
広島県 ほしはら山のがっこう
広島県 三原カンツリークラブ
広島県 山本まごごろ保育園
広島県 横浜ゴム株式会社　尾道工場
山口県 下関市
山口県 清和保育園
山口県 長島の自然を守る会
山口県 日本ベントス学会自然環境保全委員会
山口県 防府市
山口県 山口県西部森林組合
山口県 山口中央森林組合
徳島県 カイフネイチャーネットワーク
徳島県 勝浦町立生比奈小学校
徳島県 勝浦町立横瀬小学校
徳島県 上勝町立上勝小学校

＊ 徳島県 徳島県環境総局自然環境課
徳島県 徳島自然観察の会
徳島県 那賀町立木沢小学校
徳島県 よしのがわ探検隊
徳島県 吉野川ラムサールネットワーク
香川県 津内山整備推進保存会
愛媛県 愛媛ゴルフ倶楽部
愛媛県 社団法人　日本植木協会　中国四国ブロック
高知県 あおい保育園
高知県 キリンビール高知支社
福岡県 YNHC（青少年博物学会）



都道府県 参加団体名
福岡県 遠賀川水辺館
福岡県 河川・環境ボランティア（SWEEP）
福岡県 環境共育を考える会
福岡県 特定非営利活動法人　グリーンフォレスト福岡
福岡県 久留米市
福岡県 特定非営利活動法人 はるなか
福岡県 福岡雷山ゴルフ倶楽部
佐賀県 杉の子保育園

＊ 熊本県 熊本の杉・天然乾燥研究会
熊本県 自然観察指導員熊本県連絡会
熊本県 八代野鳥愛好会
大分県 水辺に遊ぶ会

＊ 宮崎県 児湯広域森林組合
＊ 宮崎県 西米良村
＊ 宮崎県 宮崎県

鹿児島県 霧島ふるさと命の森をつくる会
鹿児島県 こまどり保育園
鹿児島県 曽於市立財部北中学校
沖縄県 泡瀬干潟を守る連絡会


