
「グリーンウェイブ2012」参加団体一覧
別添１

（465団体）
都道府県 参加団体名

北海道 NPO法人トラストサルン釧路

北海道 イオン北海道株式会社

北海道 株式会社アレフ

北海道 株式会社積水化成品北海道　釧路工場

北海道 株式会社積水化成品北海道　千歳工場

北海道 川湯少年少女グリーンクラブ（弟子屈町立川湯小学校） 

北海道 釧路湿原森林環境保全ふれあいセンター

北海道 屈斜路緑の少年団（弟子屈町立和琴小学校）

北海道 弟子屈町立美留和小学校

北海道 弟子屈町緑化推進委員会

北海道 美留和自治会

北海道 美留和小学校

北海道 むかわ町

岩手県 岩手県緑化推進委員会宮古支部

岩手県 株式会社岩手ヤクルト工場

岩手県 東北森林管理局三陸北部森林管理署

岩手県 宮古市

岩手県 みやこ市民の森づくり推進協議会

岩手県 宮古市産業振興部農林課

岩手県 宮古市川井総合事務所産業振興課

岩手県 盛岡市外山森林公園サポータークラブ

岩手県 盛岡市森林組合

宮城県 NPO法人田んぼ

宮城県 大崎自然界部

宮城県 気仙沼大島支援プロジェクト

宮城県 気仙沼大島復興椿まつり実行委員会

宮城県 国立大学法人　宮城教育大学

宮城県 仙台市環境局環境部 環境都市推進課

秋田県 NPO法人冒険の鍵クーン

秋田県 森吉山ブナ林再生応援隊

福島県 株式会社ヤクルト本社　福島工場

茨城県 moonhillsfarm

茨城県 株式会社積水化成品茨城

茨城県 株式会社積水化成品関東

茨城県 株式会社積水化成品天理 美浦事業所

茨城県 株式会社積水化成品パッケージ

茨城県 株式会社ヤクルト本社　茨城工場

茨城県 キリンビール取手工場

茨城県 セキスイウレタン加工株式会社

茨城県 横浜ゴム株式会社 茨城工場

茨城県 横浜ゴム株式会社D-PARC

栃木県 小山の環境を考える市民の会

栃木県 株式会社積水化成品栃木

栃木県 かみのかわ有機農業推進協議会

栃木県 高根沢町近隣の大学

栃木県 高根沢町役場　産業課

栃木県 日本野鳥の会栃木

栃木県 民間稲作研究所

栃木県 わたらせ未来基金

栃木県 渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

栃木県 渡良瀬遊水池をラムサール条約登録湿地にする会

群馬県 株式会社積水化成品群馬

埼玉県 ＮＰＯ法人　天覧山・多峯主山の自然を守る会

埼玉県 株式会社積水化成品埼玉

埼玉県 児玉保育園

埼玉県 埼玉森林サポータークラブ

埼玉県 埼玉県皆野町

埼玉県 埼玉県農林部森づくり課

埼玉県 社団法人　埼玉県農林公社

埼玉県 テイ・エス　テック株式会社

千葉県 ＮＰＯ法人いちはら自然楽校

千葉県 NPO法人さんむ環連協

千葉県 市川三番瀬を守る会

千葉県 おやこカフェ

千葉県 株式会社積水化成品佐倉

千葉県 株式会社千葉ヤクルト工場

千葉県 山武市

千葉県 山武木楽会

千葉県 山武市職員厚生会



都道府県 参加団体名
千葉県 さんむフォレスト

千葉県 湘南積水工業株式会社

千葉県 千葉県環境生活部資源循環推進課

千葉県 千葉県森林組合

千葉県 千葉県北部林業事務所

千葉県 土の学校

千葉県 船橋朝市実行委員会

千葉県 緑の環

千葉県 もりもり遊び隊

東京都 JTB法人東京

東京都 ＮＰＯ法人　樹木・環境ネットワーク協会

東京都 ＮＰＯ法人　水と緑の環境フォーラム

東京都 NPO法人子どもの森づくり推進ネットワーク

東京都 旭化成株式会社延岡支社

東京都 旭化成グループ

東京都 旭化成情報システム

東京都 旭化成労組延岡支部

東京都 朝日新聞社

東京都 あきる野市の小学校

東京都 イオンディライト株式会社

東京都 イオンマックスバリュ株式会社

東京都 一般財団法人mudef

東京都 沖電気工業株式会社

東京都 大塚製薬

東京都 株式会社ＬＩＸＩＬ

東京都 株式会社OKIプロサーブ

東京都 株式会社資生堂

東京都 株式会社多摩農林

東京都 株式会社ブリヂストン

東京都 株式会社ヤクルト本社

東京都 キリンビール株式会社

東京都 公益財団法人イオン環境財団

東京都 公益財団法人オイスカ

東京都 公益財団法　森林文化協会

東京都 公益財団法人東京都公園協会

東京都 国土緑化推進機構

東京都 さんや・チャレンジ・スクール

東京都 自然教育研究センター

東京都 渋谷区立山谷小学校

東京都 渋谷区立山谷小学校PTA

東京都 シャープ株式会社

東京都 セブン-イレブンみどりの基金

東京都 地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）

東京都 東京都国立市

東京都 特定非営利活動法人ベルデ

東京都 凸版印刷株式会社

東京都 認定NPO法人環境リレーションズ研究所

東京都 日之影町

東京都 日野市社会福祉協議会

東京都 日野囃子愛好会

東京都 水と緑の環境ネットワークの会

東京都 もったいないｋｉｄｓ植林プロジェクト

東京都 延岡塗装業協会

東京都 横浜ゴム株式会社

東京都 四村ブロガーＰＲ隊

東京都 早稲田大学

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

神奈川県 伊勢台緑地保存会

神奈川県 梅園幼稚園

神奈川県 うるわしの会

神奈川県 小倉わんぱく広場管理グループ

神奈川県 小田双葉幼稚園

神奈川県 柿の実幼稚園

神奈川県 梶ヶ谷幼稚園

神奈川県 風の谷幼稚園

神奈川県 かながわ森林インストラクター会

神奈川県 株式会社ファンケル

神奈川県 株式会社ブリヂストン　横浜工場

神奈川県 株式会社ヤクルト本社　湘南化粧品工場



都道府県 参加団体名
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 川崎青い鳥幼稚園

神奈川県 川崎こまどり幼稚園

神奈川県 川崎市立麻生小学校

神奈川県 川崎市立生田中学校

神奈川県 川崎市立大島小学校

神奈川県 川崎市立真福寺小学校

神奈川県 川崎市立菅生小学校

神奈川県 川崎市立橘小学校

神奈川県 川崎市立塚越小学校

神奈川県 川崎市立長沢小学校

神奈川県 川崎市立中原小学校

神奈川県 川崎市立登戸小学校

神奈川県 川崎市立東生田小学校

神奈川県 川崎市立平間中学校

神奈川県 川崎市立古市場小学校

神奈川県 川崎市立渡田中学校

神奈川県 キリンビール横浜工場

神奈川県 健爽学園ゆりかご幼稚園

神奈川県 こうりんじ幼稚園

神奈川県 こどもの森愛護会

神奈川県 幸区市民健康の森「さいわい加瀬山の会」

神奈川県 さいわい夢ひろば友の会

神奈川県 潮見台みどり幼稚園

神奈川県 下作延第２公園管理運営協議会

神奈川県 社会福祉法人進和学園

神奈川県 湘南の森

神奈川県 白山東緑地管理運営協議会

神奈川県 新作やはた幼稚園

神奈川県 菅生２丁目公園管理運営協議会

神奈川県 菅生ヶ丘緑地管理運営協議会

神奈川県 菅幼稚園

神奈川県 菅馬場３丁目環境部会

神奈川県 ダイアパレス武蔵小杉環境美化部

神奈川県 第二ひかり幼稚園

神奈川県 高津区市民健康の森を育てる会

神奈川県 多摩区市民健康の森・日向山うるわし会

神奈川県 田町2･3丁目町内会

神奈川県 多摩緑地保全地区　こもれびの会

神奈川県 ちよがおか幼稚園

神奈川県 寺尾みどり幼稚園

神奈川県 トコロジストの会

神奈川県 中野島幼稚園

神奈川県 中丸子中町内会

神奈川県 中丸子東町会　環境花クラブ

神奈川県 二ヶ領用水中原桃の会

神奈川県 日本自然保護協会(NACS-J)自然観察指導員東京連絡会(NACOT)

神奈川県 野川第２公園管理運営協議会

神奈川県 星が丘地域の会

神奈川県 丸山幼稚園

神奈川県 三菱重工パーキング株式会社

神奈川県 宮内幼稚園

神奈川県 みゆき幼稚園

神奈川県 むじなが池公園　『かりうど』

神奈川県 横浜ゴム株式会社　平塚東工場

神奈川県 若竹幼稚園

新潟県 上越市立名立中学校

新潟県 新潟市民　公募

新潟県 新潟市土木部　公園水辺課

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　 立山山麓森林組合

富山県　 富山県ネイチャーゲーム協会

富山県　 日本ボーイスカウト富山第10団

富山県　 北陸電力株式会社

富山県　 森の寺子屋

石川県 ＮＰＯ法人森林環境保全・里山物語（金沢竹切物語）

石川県 ＮＰＯ法人日本中国朱鷺保護協会

石川県 生きものキッズレンジャー

石川県 イオンリテール株式会社北陸信越カンパニー北陸事業部



都道府県 参加団体名
石川県 石川県金沢市中央小学校

石川県 石川県環境部里山創成室

石川県 石川県退職者連合

石川県 石川県立加賀聖城高等学校

石川県 石川県立津幡高等学校

石川県 石川県立七尾東雲高等学校

石川県 石川県立七尾特別支援学校珠洲分校

石川県 石川県立能登高等学校　地域創造科１年生

石川県 石川フォレストサポーター会

石川県 小倉建設株式会社

石川県 加賀市鴨池観察館

石川県 株式会社ホクコク地水

石川県 公益財団法人日本野鳥の会石川

石川県 上中ふるさとづくり地域協議会

石川県 環八会

石川県 木滑里山保全プロジェクト

石川県 生活協同組合コープいしかわ

石川県 滝ケ原町鞍掛山を愛する会

石川県 津幡町職員互助会あけぼの会

石川県 津幡町立英田小学校

石川県 東レ株式会社石川工場

石川県 白山麓ぶなもり自然塾

石川県 北陸信用金庫

石川県 三谷地区活性化推進協議会

石川県 山代温泉女性懇話会

石川県 夕日寺自然体験実行委員会

石川県 ローソン

福井県 ＮＰＯ法人九頭竜自然楽校

福井県 ＮＰＯ法人中池見ねっと

福井県 大野幼稚園

福井県 福井県

山梨県 株式会社オギノ

山梨県 木netやまなし推進協議会

山梨県 峡東森林組合

山梨県 山梨県森林総合研究所

山梨県 山梨県中央森林組合

山梨県 山梨市役所

山梨県 やまなし森づくりコミッション

長野県 SIP(塩尻インキュベーションプラザ)入居企業有志の皆様

長野県 アヴァシス株式会社

長野県 アヴァシス株式会社 塩尻事業所

長野県 軽井沢町教育委員会

長野県 長野沖電気株式会社

長野県 長野県阿智村

長野県 東信森林管理署

長野県 どんぐり運動の会

岐阜県 オイスカ大垣推進協議会

岐阜県 大垣市環境市民会議

岐阜県 大垣東ライオンズクラブ

岐阜県 加子母道の駅

岐阜県 岐阜県

岐阜県 浄心保育園

岐阜県 「よみがえれ長良川！よみがえれ伊勢湾！」実行委員会

静岡県 一般社団法人　富士山南陵の森フォレストセイバー

静岡県 株式会社環境アセスメントセンター

静岡県 株式会社富士山ポートリー

静岡県 株式会社ヤクルト本社　富士裾野・富士裾野医薬品工場

静岡県 キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所

静岡県 興津川保全市民会議

静岡県 富岳館高校

愛知県 出光興産株式会社　愛知製油所

愛知県 豊川流域圏を学ぶグループ

愛知県 岩間造園株式会社

愛知県 岩間造園　白鳥庭園

愛知県 株式会社愛知ヤクルト工場

愛知県 環境省中部地方環境事務所

愛知県 キリンビール名古屋工場

愛知県 下呂市

愛知県 公益財団法人日本野鳥の会

愛知県 財団法人　日本森林林業振興会名古屋支部



都道府県 参加団体名
愛知県 社団法人　愛知県造園建設業協会

愛知県 社団法人　名古屋林業土木協会　古川支部

愛知県 社団法人　名古屋林業土木協会　小坂支部

愛知県 社団法人　名古屋林業土木協会　荘川支部

愛知県 社団法人　名古屋林業土木協会

愛知県 高山市

愛知県 知多市立中部中学校

愛知県 中部森林管理局　岐阜森林管理署

愛知県 中部森林管理局　飛騨森林管理署

愛知県 中部森林管理局　愛知森林管理事務所

愛知県 中部森林管理局　名古屋事務所

愛知県 東海市立富木島中学校

愛知県 豊川流域圏通貨バンク協議会

愛知県 とよたオイスカ山守の会

愛知県 名古屋学院大学みちばちプロジェクト

愛知県 名古屋市

愛知県 名古屋市緑区鳴海赤松東公園地域住民（子ども会等）

愛知県 名古屋造林素材生産事業協会

愛知県 飛騨市教育委員会

愛知県 飛騨市立古川西小学校

愛知県 飛騨森林管理署

愛知県 みなと塾

愛知県 ユニー株式会社

愛知県 横浜ゴム株式会社　新城工場

愛知県 横浜ゴム株式会社　新城南工場

三重県 日本野鳥の会三重

三重県 横浜ゴム株式会社　三重工場

滋賀県 TANAKAMIこども環境クラブ

滋賀県 株式会社　滋賀銀行

滋賀県 株式会社積水化成品近江

滋賀県 株式会社積水化成品滋賀

滋賀県 株式会社ブリヂストン　彦根工場

滋賀県 株式会社ブリヂストン　防府工場

滋賀県 防府市

京都府 愛光保育園

京都府 梅美台小学校

京都府 乙訓の自然を守る会

京都府 鹿背山元気プロジェクト

京都府 鹿背山クラブ

京都府 株式会社　松栄堂

京都府 株式会社　松栄堂　森友会

京都府 株式会社　設計京北

京都府 株式会社ヤクルト本社　京都工場

京都府 亀岡里山クラブ

京都府 木津川市

京都府 木津川市こどもエコクラブ

京都府 木津第二小学校

京都府 京都市保健協議会連合会

京都府 相楽小学校

京都府 桜を植えよう会

京都府 独立行政法人都市再生機構西日本支社関西文化学術研究都市事業本部

京都府 宮津市

京都府 宮津ふるさとの森を育てる協議会

京都府 京都府

京都府 公益社団法人　京都モデルフォレスト協会

京都府 山城森林公園森林ボランティア

京都府 由良地区公民館

京都府 恭仁小学校

大阪府 NPO法人　自然と緑

大阪府 大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

大阪府 大阪ガス株式会社

大阪府 大阪ガス株式会社泉北製造所

大阪府 株式会社積水化成品堺

大阪府 株式会社大阪ヤクルト工場

大阪府 関西国際空港エコ愛ランド推進協議会

大阪府 ギンガ保育園

大阪府 こども会

大阪府 コニカミノルタ労働組合

大阪府 堺市立南八下小学校

大阪府 生涯学習推進員連絡会

大阪府 城東区ゆめまち未来会議

大阪府 城東区役所

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



都道府県 参加団体名
大阪府 ダイキン工業株式会社

大阪府 高石市立清高小学校

大阪府 つどいの広場

大阪府 特定非営利活動法人グリーンベイＯＳＡＫＡ

大阪府 淀川さくら街道ネットワーク

兵庫県 大阪ガス株式会社姫路製造所

兵庫県 株式会社ヤクルト本社　兵庫三木工場

兵庫県 株式会社神戸ヤクルト工場

兵庫県 株式会社積水技研 関西工場

兵庫県 キリンビール神戸工場

兵庫県 コウノトリ生息地保全協議会

兵庫県 小束山手自治会

兵庫県 神戸学園都市高塚山を愛する会

兵庫県 住友ゴム工業株式会社

兵庫県 つながりの会

兵庫県 錦メンテナンス株式会社

兵庫県 西神戸YMCA保育園

兵庫県 西宮市環境学習都市推進課

兵庫県 姫路市立白浜小学校

兵庫県 ヒロコバ山周辺地域住民ボランティア有志

兵庫県 報恩感謝会

兵庫県 有限会社　坂東林業

奈良県 株式会社積水化成品天理

奈良県 株式会社積水技研　名阪小倉工場

奈良県 奈良森林インストラクター会

奈良県 やまと保育園

鳥取県 赤碕保育園

鳥取県 国際ソロプチミストスワン米子

鳥取県 財団法人中海水鳥国際交流基金財団

鳥取県 米子水鳥公園

鳥取県 米子水鳥公園ジュニア・レンジャー

鳥取県 米子水鳥公園友の会

岡山県 MOMO編集室

岡山県 NPO法人グリーンパートナーおかやま

岡山県 岡山大学農学部

岡山県 株式会社積水化成品天理　岡山製造部

岡山県 環境省中国四国地方環境事務所

岡山県 住友ゴム工業株式会社岡山タイヤテストコース

岡山県 美作市

広島県 株式会社ヤクルト本社　福山工場

広島県 キリンビールマーケティング広島支社

広島県 横浜ゴム株式会社　尾道工場

山口県 株式会社積水化成品山口

山口県 田ノ口自治会

山口県 長島の自然を守る会

山口県 中関小学校

山口県 右田小学校

山口県 山口県

山口県 山口中央森林組合

山口県 山口農林事務所

徳島県 NPO法人里山の風景をつくる会　吉野川ラムサールネットワーク徳島

徳島県 株式会社積水化成品四国　鳴門事業所

徳島県 川塾

徳島県 徳島県自然保護協会

徳島県 徳島子ども劇場

徳島県 とくしま自然観察の会

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　 アーボリスト Handa

香川県　 有限会社　半田植物園

愛媛県 UNDB市民ネット

愛媛県 オイスカ愛媛県支部

愛媛県 株式会社積水化成品四国 大洲事業所

高知県　 高知県立のいち動物公園

高知県　 農と生きもの研究所

福岡県 CFP親善大使

福岡県 ウェットランドフォーラム

福岡県 エコネットふくおか

福岡県 エコワークス株式会社

福岡県 オイスカ　西日本研修センター

福岡県 オイスカ西日本

福岡県 株式会社積水化成品九州 豊前工場

福岡県 株式会社福岡ヤクルト工場



都道府県 参加団体名
福岡県 環境共育を考える会

福岡県 九州ＪＲ労働組合

福岡県 福岡市脇山小学校

福岡県 ライフグリーン

福岡県 脇山小学校

佐賀県　 株式会社ヤクルト本社　佐賀工場

佐賀県　 佐賀県古枝小学校

佐賀県　 トヨタ紡織九州

佐賀県　 ヤクルト食品工業株式会社

長崎県 川原人会（こばるとかい）

長崎県 諫早湾閉め切り15年を考える実行委員会

熊本県 ＮＰＯ　九州の杉・天然乾燥研究会

熊本県 天草・路木ダムの再検証を求める全国連絡会

熊本県 “荒瀬で遊ぼう”実行委員会

熊本県 株式会社すまい工房

熊本県 株式会社積水化成品九州 熊本工場

熊本県 株式会社ブリヂストン　熊本工場

熊本県 株式会社ヤクルト本社　熊本工場

熊本県 熊本製粉

熊本県 小平植木

熊本県 新産住拓株式会社

熊本県 日本野鳥の会熊本県支部

熊本県 八代野鳥愛好会

大分県 ＮＰＯ法人水辺に遊ぶ会

大分県 株式会社積水化成品九州　大分工場

大分県 ヤクルトヘルスフーズ株式会社

宮崎県 旭栄塗装

宮崎県 旭化成延岡OB会

宮崎県 池上冷熱

宮崎県 株式会社くらこん九州工場

宮崎県 向陽鉄鋼

宮崎県 高千穂町役場

宮崎県 天下ーひむか桜の会

宮崎県 東海東小みどりの少年団

宮崎県 西臼杵森林組合

宮崎県 日本宇宙少年団延岡分団

宮崎県 延岡ﾋﾞｽﾀﾘｰ歩こう会

宮崎県 延岡工業高校

宮崎県 喜の会

沖縄県 泡瀬干潟を守る連絡会

沖縄県 株式会社積水化成品沖縄


