
「グリーンウェイブ2010」参加団体一覧
別添１

（1,493団体）
都道府県 参加団体名
北海道 JTB北海道
北海道 旭川市公園緑地協会
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 オイスカ北海道支部
北海道 北るもい漁協女性部
北海道 釧路公立大学小林研究室
北海道 さっぽろシャープの森
北海道 札幌ベイゴルフ倶楽部
北海道 森林ボランティア協会
北海道 弟子屈町立川湯小学校
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 日本製紙
北海道 羽幌町立羽幌中学校卓球部
北海道 羽幌みんなでつくる自然空間協議会
北海道 羽幌ロータリークラブ
北海道 広尾町丸山保育所
北海道 ふゆみずたんぼオーナーズ2010
北海道 北海信用金庫
北海道 北海道旭川商業高等学校
北海道 公益社団法人　北海道森と緑の会
北海道 北海道羅臼高校
青森県 今別市立今別小学校
岩手県 県立宮古高等学校
岩手県 県立宮古商業高等学校
岩手県 宮古ジュニアヨットセーリングクラブ
宮城県 ＮＥＣトーキン株式会社
宮城県 石巻市立相川小学校
宮城県 石巻市立河北小学校
宮城県 非営利活動法人　エコラ倶楽部宮城支部
宮城県 大崎市立三本木中学校
宮城県 大崎市立田尻中学校
宮城県 大崎市立沼部小学校
宮城県 面瀬ふれあいセンター
宮城県 表蔵王国際ゴルフクラブ
宮城県 ガールスカウト日本連盟 宮城県第11団
宮城県 河北新報気仙沼支局
宮城県 唐桑公民館
宮城県 川崎町立富岡中学校
宮城県 栗原市立岩ヶ崎小学校
宮城県 気仙沼けやき教室
宮城県 気仙沼支援学校
宮城県 気仙沼市面瀬自治会
宮城県 気仙沼市教育委員会
宮城県 気仙沼自然塾
宮城県 気仙沼市牧沢自治会
宮城県 気仙沼市・宮城教育大学連携ｾﾝﾀｰ
宮城県 気仙沼商工会議所青年部
宮城県 気仙沼市立大谷小学校
宮城県 気仙沼市立大谷中学校
宮城県 気仙沼市立落合小学校
宮城県 気仙沼市立面瀬小学校
宮城県 気仙沼市立唐桑小学校
宮城県 気仙沼市立九条小学校
宮城県 気仙沼市立気仙沼小学校
宮城県 気仙沼市立小泉小学校
宮城県 気仙沼市立小原木中学校
宮城県 気仙沼市立小原木小学校
宮城県 気仙沼市立条单中学校
宮城県 気仙沼市立月立小学校
宮城県 気仙沼市立津谷小学校
宮城県 気仙沼市立中井小学校
宮城県 気仙沼市立白山小学校
宮城県 気仙沼市立馬籠小学校
宮城県 気仙沼市立松岩小学校
宮城県 気仙沼市立松岩中学校
宮城県 気仙沼市立水梨小学校
宮城県 気仙沼市立单気仙沼小学校
宮城県 気仙沼中央公民館
宮城県 国連大学仙台広域圏大崎田尻RCE
宮城県 三陸印刷株式会社
宮城県 株式会社　三陸新報社
宮城県 七ヶ浜町立汐見小学校
宮城県 白石市立单中学校

＊印は、協力団体（植樹行事の为催）との重複（12団体）

1,588団体＝1,494団体（参加団体）＋107団体（協力団体（植樹行事の为催））－12団体（重複）



都道府県 参加団体名
宮城県 白石市
宮城県 株式会社　住まいの風工房
宮城県 仙台市立富沢小学校
宮城県 多賀城市立多賀城中学校

＊ 宮城県 登米市
宮城県 登米市立新田小学校
宮城県 名取市立第2中学校
宮城県 株式会社　東日本放送
宮城県 松島国際カントリークラブ
宮城県 株式会社　三菱東京UFJ銀行
宮城県 单三陸町立伊里前小学校
宮城県 单三陸町立志津川小学校

＊ 宮城県 宮城県
宮城県 宮城県気仙沼高等学校
宮城県 宮城県気仙沼西高等学校
宮城県 宮城県本吉響高等学校
宮城県 株式会社　楽天野球団
宮城県 リアス・アーク美術館
秋田県 秋田椿台カントリークラブ
秋田県 鹿角市
秋田県 特定非営利活動法人　冒険の鍵クーン
秋田県 本荘水源の森育成会
秋田県 单秋田カントリークラブ
秋田県 森吉山の自然を守る会
山形県 社会福祉法人　みらい　パリス保育園
福島県 県立会津学鳳中学校
福島県 住友ゴム工業株式会社　白河工場
福島県 特定非営利活動法人　はるなか
茨城県 石岡市立北小学校

＊ 茨城県 いばらき森林クラブ
茨城県 大洗ゴルフ倶楽部
茨城県 笠間市立箱田小学校
茨城県 那珂市立戸多小学校森林愛護隊
茨城県 横浜ゴム株式会社　茨城工場
栃木県 特定非営利活動法人　足尾に緑を育てる会
栃木県 宇都宮カンツリークラブ
栃木県 ゴールデンレイクスカントリークラブ
栃木県 シャ－プの森inやいた
栃木県 太平洋クラブ＆アソシエイツ益子コース
栃木県 那須ちふり湖カントリークラブ
栃木県 日光市立足尾小学校
栃木県 益子カントリー倶楽部
栃木県 ましこロイヤルゴルフ倶楽部
栃木県 特定非営利活動法人　民間稲作研究所
栃木県 レイクランドカントリークラブ
栃木県 ロイヤルメドウゴルフ倶楽部
群馬県 ガールスカウト日本連盟 群馬県第26団
群馬県 サンコー７２カントリークラブ
群馬県 渋川市民ゴルフ場
群馬県 富岡ゴルフ倶楽部
埼玉県 浦和若竹08もとうさ仲良しクラブ
埼玉県 榎の会　緑の少年団
埼玉県 川口市立戸塚单小学校　戸塚单小エコクラブ
埼玉県 キャステック森づくりクラブ
埼玉県 栗橋ロータリークラブ
埼玉県 県立上尾鷹の台高等学校
埼玉県 糀谷八幡湿地保存会
埼玉県 越谷市立富士中学校
埼玉県 埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター
埼玉県 埼玉森林サポータークラブ
埼玉県 埼玉平成中学校
埼玉県 西武グループ
埼玉県 はやし園
埼玉県 日高カントリークラブ
埼玉県 特定非営利活動法人　水のフォルム
埼玉県 緑の森倶楽部
埼玉県 わかたけ仲良しクラブ2010
千葉県 ＣＰＧカントリークラブ
千葉県 ＣＳＯ　Peace Seed
千葉県 市川市立大洲小学校
千葉県 市川市立国分小学校
千葉県 市川市立塩浜小学校
千葉県 市川市立塩焼小学校
千葉県 市川市立冨田小学校
千葉県 江戸川大学



都道府県 参加団体名
千葉県 江戸川大学総合福祉専門学校
千葉県 株式会社オーク情報システム
千葉県 柏の葉ピノキオクラブ小学生
千葉県 鹿野山ゴルフ倶楽部
千葉県 鎌ヶ谷カントリークラブ
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 三番瀬を守る署名ネットワーク
千葉県 昭和学院中学校
千葉県 特定非営利活動法人　しろい環境塾
千葉県 千葉市立あすみが丘小学校
千葉県 千葉市立大椎小学校
千葉県 千葉市立土気单小学校
千葉県 千葉よみうりカントリークラブ
千葉県 土の学校実行委員会
千葉県 流山市生涯学習センター
千葉県 流山市立江戸川台小学校
千葉県 流山市立小山小学校
千葉県 流山市立新川小学校
千葉県 流山市立東部中学校
千葉県 流山市立常盤松中学校
千葉県 流山市立長崎小学校
千葉県 流山市立流山北小学校
千葉県 流山市立流山小学校
千葉県 流山市立单部中学校
千葉県 流山市立西初石小学校
千葉県 流山市立西初石中学校
千葉県 流山市立西深井小学校
千葉県 流山市立東小学校
千葉県 流山市立東深井小学校
千葉県 流山市立東深井中学校
千葉県 流山市立鰭ヶ崎小学校
千葉県 流山市立北部中学校
千葉県 流山市立单流山小学校
千葉県 流山市立单流山中学校
千葉県 流山市立向小金小学校
千葉県 流山市立八木北小学校
千葉県 流山市立八木中学校
千葉県 流山市立八木单小学校
千葉県 成田国際空港株式会社
千葉県 日本建築株式会社
千葉県 ヌーヴェルゴルフ倶楽部
千葉県 浜野ゴルフ倶楽部
千葉県 森を守り育てる会　もりもりあそび隊

＊ 東京都 ＣＢＤ市民ネット／ラムサール・ネットワーク日本
東京都 ＫＤＤＩ株式会社
東京都 株式会社NTTPCコミュニケーションズ
東京都 いすゞ自動車株式会社
東京都 板橋区立中台中学校生徒会
東京都 特定非営利活動法人　えがおつなげて
東京都 オイスカ首都圏支部
東京都 沖電気工業株式会社
東京都 特定非営利活動法人　環境学習研究会
東京都 旧渋谷川遊歩道Aブロック花管理作業班
東京都 特定非営利活動法人　銀座ミツバチプロジェクト
東京都 社団法人　国土緑化推進機構
東京都 こもれびの丘ボランティア
東京都 桜ヶ丘カントリークラブ
東京都 さんや・チャレンジ・スクール2010
東京都 渋谷区立山谷小学校
東京都 新宿エコ隊
東京都 新宿区立東戸山小学校
東京都 宗教法人　真如苑
東京都 財団法人　森林文化協会
東京都 生物多様性農業支援センター
東京都 相武カントリー倶楽部
東京都 株式会社　損保ジャパン
東京都 玉川聖学院中等部高等部
東京都 株式会社　多摩農林
東京都 株式会社　東急ホテルズ

＊ 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 東京港野鳥公園
東京都 東京電力自然学校
東京都 東京よみうりカントリークラブ
東京都 東電環境エンジニアリング株式会社
東京都 東洋エクステリア株式会社



都道府県 参加団体名
東京都 豊田通商株式会社
東京都 ニコン株式会社
東京都 日新学区まちづくりの会
東京都

日進野菜塾
東京都 日本再共済連合
東京都 株式会社ノルド社会環境研究所　生物多様性と社会デザイン研究会
東京都 八大緑遊会
東京都 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社
東京都 株式会社ファミリーマート
東京都 府中市公園緑地課
東京都 ふれあい隊・春日公園田んぼビオトープ
東京都 特定非営利活動法人　ベルデ
東京都 特定非営利活動法人　水と緑の環境フォーラム
東京都 三菱地所藤和コミュニティ管理マンション住民
東京都 四谷西部自治会
東京都 社団法人　里仁会
東京都 株式会社ローソン

神奈川県 麻生多摩美の森の会
神奈川県 生田緑地管理運営協議会
神奈川県 生田緑地の雑木林を育てる会
神奈川県 伊勢台緑地保存会
神奈川県 海風の森をMAZUつくる会
神奈川県 海老名市
神奈川県 海老名市立杉久保小学校
神奈川県 大相模カントリークラブ
神奈川県 小沢城址里山の会
神奈川県 小田急藤沢ゴルフクラブ
神奈川県 財団法人　かながわトラストみどり財団
神奈川県 上麻生隠れ谷公園管理運営協議会
神奈川県 かりうど
神奈川県 カリタス女子中学・高校生物クラブ
神奈川県 財団法人　川崎市公園緑地協会
神奈川県 特定非営利活動法人　かわさき自然調査団
神奈川県 川崎市造園建設業協同組合
神奈川県 川崎市みどりの事業所推進協議会
神奈川県 川崎市立東生田小学校
神奈川県 黒川野外活動センター
神奈川県 県立有馬高等学校
神奈川県 国際ソロプチミスト海老名
神奈川県 さいわい加瀬山の会
神奈川県 幸まちづくり研究会
神奈川県 里山フォーラムin麻生
神奈川県 菅生こども文化センター
神奈川県 高津区市民健康の森を育てる会
神奈川県 飛森谷戸の自然を守る会
神奈川県 中原区市民健康の森を育てる会
神奈川県 「二ヶ領用水竣工400年記念事業」記念事業実行委員会
神奈川県 野川はあも
神奈川県 早野聖地公園里山ボランティア
神奈川県 日向山うるわし会
神奈川県 ボーイスカウト海老名第２団
神奈川県 星が丘地域の会
神奈川県 まちはミュージアム遊歩道ファンクラブ
神奈川県 水沢森人の会
神奈川県 宮崎第4公園・緑の里山の会
神奈川県 向ヶ丘遊園の緑を守り市民のいこいの場を求める会
神奈川県 森2クラブ
神奈川県 湯河原カンツリー倶楽部
神奈川県 横浜ゴム株式会社　ハマタイト工場
神奈川県 横浜ゴム株式会社　平塚製造所
神奈川県 横浜ゴム株式会社　平塚東工場
神奈川県 横浜市立東小学校
神奈川県 レインボーカントリー倶楽部
新潟県 佐渡市・朱鷺と暮らす郷づくり推進協議会
富山県 射水市立堀岡小学校
富山県 ギフチョウ里作りの会
富山県 黒部市立東布施小学校
富山県 黒部市立三日市小学校
富山県 県立となみ総合支援学校
富山県 県立となみ東支援学校
富山県 高岡カントリー倶楽部
富山県 高岡市立戸出東部小学校
富山県 田んぼの楽校
富山県 砺波市立般若中学校
富山県 富山市立桜谷小学校

東京都
府中かんきょう市民の会



都道府県 参加団体名
富山県 富山市立月岡中学校
富山県 富山市立保内小学校
富山県 单砺市城端行政センター
富山県 单砺市立城端小学校
富山県 单砺市緑化推進委員会
富山県 特定非営利活動法人单砺の山々を守る実行委員会
富山県 花とみどりの少年団
富山県 平桜自治会
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 内灘町立西荒屋小学校
石川県 加賀市鴨池観察館
石川県 金沢市立金石町小学校
石川県 金沢市立小将町中学校
石川県 金沢市立三馬小学校
石川県 金沢市立田上小学校
石川県 金沢市立馬場小学校
石川県 金沢市立不動寺小学校
石川県 金沢市立杜の里小学校
石川県 金沢市立森山町小学校
石川県 金沢市立弥生小学校
石川県 金沢大学　里山プロジェクト
石川県 鴨池観察館友の会
石川県 キリンビール北陸工場
石川県 県立内灘高等学校
石川県 県立金沢辰巳丘高等学校
石川県 県立金沢伏見高等学校
石川県 県立七尾高等学校
石川県 県立能登高等学校
石川県 こども交流センター
石川県 小松カントリークラブ
石川県 珠洲市立大谷中学校
石川県 珠洲市立西部小学校
石川県 珠洲市立みさき小学校
石川県 月浦地区
石川県 のと海洋ふれいあいセンター
石川県 のとじま水族館
石川県 能美市岩本町町会
石川県 羽咋市立邑知中学校
石川県 白山市立白嶺小学校
石川県 ふれあい昆虫館
石川県 ほっと石川観光キャンペーン実行委員会（能登部会）
石川県 夕日寺健民自然園
福井県 坂井市立鳴鹿小学校 科学エコクラブ
山梨県 峡单森林組合
山梨県 甲府市立甲運小学校
山梨県 富士川町

＊ 山梨県 山梨県
山梨県 山梨県造園建設業協同組合
長野県 Discover Nature
長野県 NOW-ネット
長野県 医療法人健生会　介護老人保健施設　アルテンハイム会地の郷
長野県 佐久市立佐久城山小学校
長野県 さくら国際高等学校
長野県 塩田・すぐりの村づくりの会
長野県 篠ノ井ゴルフパーク　ウィーゴ
長野県 須沼おきな草の里づくりの会
長野県 千曲市生物多様性保全協議会
長野県 林野庁中部森林管理局木曽森林管理署

＊ 長野県 林野庁中部森林管理局東信森林管理署
長野県 長野朝日放送株式会社
長野県 長野県单安曇農業高等学校
長野県 社団法人 長野林業土木協会
長野県 財団法人　日本野鳥の会
長野県 平谷村立平谷小学校
長野県 平谷村立平谷中学校
長野県 平谷村婦人会
長野県 平谷村保育所
長野県 平谷村老人クラブ
長野県 穂高カントリークラブ
長野県 独立行政法人　水資源機構
長野県 横浜ゴム株式会社　長野工場
岐阜県 イビデングループ
岐阜県 オイスカ岐阜県支部大垣支局
岐阜県 大垣市



都道府県 参加団体名
岐阜県 大垣市環境市民会議
岐阜県 カンチ安食の森実行委員会
岐阜県 カンチグループ
岐阜県 カンチグループ協力会
岐阜県 岐阜山岳会
岐阜県 郡上市立那留小学校
岐阜県 荘川高原カントリー倶楽部
岐阜県 白鳥町林生会
岐阜県 太平洋工業株式会社
岐阜県 付知町優良材生産研究所
岐阜県 土岐市立駄知小学校
岐阜県 土岐市立鶴里小学校
岐阜県 土岐市立肥田小学校
岐阜県 中組地域環境保全向上協議会
岐阜県 社団法人　日本山岳会協会岐阜支部
岐阜県 飛騨髙山カントリークラブ
岐阜県 本巣ボーイスカウト団
静岡県 オイスカ静岡県支部中央支局・首都圏支部
静岡県 ガールスカウト静岡県第24団
静岡県 ガールスカウト日本連盟 静岡県支部
静岡県 国際ソロプチミスト庵原
静岡県 国際ソロプチミスト静岡
静岡県 国際ソロプチミスト清水
静岡県 国際ソロプチミスト中央静岡
静岡県 椎の木谷保全の会
静岡県 静岡大成高校Sクラブ
静岡県 清水国際高校Sクラブ
静岡県 常葉学園大学IFA Σ ソサエティ
静岡県 富士市岩本瀬戸河原区町内会
静岡県 まきのはら水辺の楽校
静岡県 横浜ゴム株式会社　三島工場
愛知県 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東海支店
愛知県 愛西市立市江小学校
愛知県 愛西市立永和小学校
愛知県 愛西市立開治小学校
愛知県 愛西市立北河田小学校
愛知県 愛西市立草平小学校
愛知県 愛西市立佐織中学校
愛知県 愛西市立佐織西中学校
愛知県 愛西市立佐屋小学校
愛知県 愛西市立佐屋中学校
愛知県 愛西市立佐屋西小学校
愛知県 愛西市立勝幡小学校
愛知県 愛西市立立田中学校
愛知県 愛西市立立田单部小学校福原分校
愛知県 愛西市立立田北部小学校
愛知県 愛西市立立田单部小学校
愛知県 愛西市立永和中学校
愛知県 愛西市立西川端小学校
愛知県 愛西市立八開中学校
愛知県 愛西市立八輪小学校
愛知県 愛知機械工業株式会社
愛知県 愛知用水土地改良区
愛知県 愛知用水土地改良区（春日井事務所）
愛知県 阿久比町立阿久比中学校
愛知県 阿久比町立英比小学校
愛知県 阿久比町立草木小学校
愛知県 阿久比町立東部小学校
愛知県 阿久比町立单部小学校
愛知県 あま市立篠田小学校
愛知県 あま市立秋竹小学校
愛知県 あま市立伊福小学校
愛知県 あま市立七宝北中学校
愛知県 あま市立七宝小学校
愛知県 あま市立七宝中学校
愛知県 あま市立甚目寺小学校
愛知県 あま市立甚目寺中学校
愛知県 あま市立甚目寺西小学校
愛知県 あま市立甚目寺東小学校
愛知県 あま市立甚目寺单小学校
愛知県 あま市立甚目寺单中学校
愛知県 あま市立正則小学校
愛知県 あま市立宝小学校
愛知県 あま市立美和小学校
愛知県 あま市立美和中学校



都道府県 参加団体名
愛知県 あま市立美和東小学校
愛知県 安城市立志貴小学校
愛知県 安城市立安城北部小学校
愛知県 安城市立安城西部小学校
愛知県 安城市立安城中部小学校
愛知県 安城市立安城東部小学校
愛知県 安城市立安城单部小学校
愛知県 安城市立安城西中学校
愛知県 安城市立安城单中学校
愛知県 安城市立桜林小学校
愛知県 安城市立作野小学校
愛知県 安城市立桜井小学校
愛知県 安城市立桜井中学校
愛知県 安城市立桜町小学校
愛知県 安城市立篠目中学校
愛知県 安城市立里町小学校
愛知県 安城市立丈山小学校
愛知県 安城市立祥单小学校
愛知県 安城市立高棚小学校
愛知県 安城市立梨の里小学校
愛知県 安城市立錦町小学校
愛知県 安城市立東山中学校
愛知県 安城市立三河安城小学校
愛知県 安城市立明祥中学校
愛知県 安城市立明和小学校
愛知県 一宮市立赤見小学校
愛知県 一宮市立浅井北小学校
愛知県 一宮市立浅井中学校
愛知県 一宮市立浅井中小学校
愛知県 一宮市立浅井单小学校
愛知県 一宮市立浅野小学校
愛知県 一宮市立朝日西小学校
愛知県 一宮市立朝日東小学校
愛知県 一宮市立今伊勢小学校
愛知県 一宮市立今伊勢中学校
愛知県 一宮市立今伊勢西小学校
愛知県 一宮市立奥小学校
愛知県 一宮市立奥中学校
愛知県 一宮市立起小学校
愛知県 一宮市立開明小学校
愛知県 一宮市立神山小学校
愛知県 一宮市立木曽川中学校
愛知県 一宮市立木曽川西小学校
愛知県 一宮市立木曽川東小学校
愛知県 一宮市立北方中学校
愛知県 一宮市立貴船小学校
愛知県 一宮市立黒田小学校
愛知県 一宮市立小信中島小学校
愛知県 一宮市立三条小学校
愛知県 一宮市立末広小学校
愛知県 一宮市立瀬部小学校
愛知県 一宮市立大志小学校
愛知県 一宮市立大徳小学校
愛知県 一宮市立丹陽小学校
愛知県 一宮市立丹陽中学校
愛知県 一宮市立丹陽西小学校
愛知県 一宮市立丹陽单小学校
愛知県 一宮市立千秋小学校
愛知県 一宮市立千秋中学校
愛知県 一宮市立千秋東小学校
愛知県 一宮市立千秋单小学校
愛知県 一宮市立中部中学校
愛知県 一宮市立中島小学校
愛知県 一宮市立单部中学校
愛知県 一宮市立西成小学校
愛知県 一宮市立西成中学校
愛知県 一宮市立西成東部中学校
愛知県 一宮市立西成東小学校
愛知県 一宮市立萩原小学校
愛知県 一宮市立萩原中学校
愛知県 一宮市立葉栗北小学校
愛知県 一宮市立葉栗小学校
愛知県 一宮市立葉栗中学校
愛知県 一宮市立尾西第一中学校
愛知県 一宮市立尾西第三中学校



都道府県 参加団体名
愛知県 一宮市立尾西第二中学校
愛知県 一宮市立富士小学校
愛知県 一宮市立北部中学校
愛知県 一宮市立宮西小学校
愛知県 一宮市立向山小学校
愛知県 一宮市立大和中学校
愛知県 一宮市立大和西小学校
愛知県 一宮市立大和東小学校
愛知県 一宮市立大和单中学校
愛知県 一色町立一色西部小学校
愛知県 一色町立一色中部小学校
愛知県 一色町立一色東部小学校
愛知県 一色町立一色单部小学校
愛知県 一色町立佐久島中学校
愛知県 稲沢市立稲沢北小学校
愛知県 稲沢市立稲沢中学校
愛知県 稲沢市立稲沢西小学校
愛知県 稲沢市立稲沢西中学校
愛知県 稲沢市立稲沢東小学校
愛知県 稲沢市立大里中学校
愛知県 稲沢市立大里西小学校
愛知県 稲沢市立大里東小学校
愛知県 稲沢市立大里東中学校
愛知県 稲沢市立大塚小学校
愛知県 稲沢市立片原一色小学校
愛知県 稲沢市立国分小学校
愛知県 稲沢市立小正小学校
愛知県 稲沢市立坂田小学校
愛知県 稲沢市立清水小学校
愛知県 稲沢市立下津小学校
愛知県 稲沢市立治郎丸中学校
愛知県 稲沢市立祖父江小学校
愛知県 稲沢市立祖父江中学校
愛知県 稲沢市立高御堂小学校
愛知県 稲沢市立千代田小学校
愛知県 稲沢市立千代田中学校
愛知県 稲沢市立長岡小学校
愛知県 稲沢市立平和中学校
愛知県 稲沢市立法立小学校
愛知県 稲沢市立牧川小学校
愛知県 稲沢市立丸甲小学校
愛知県 稲沢市立三宅小学校
愛知県 稲沢市立明治中学校
愛知県 稲沢市立山崎小学校
愛知県 稲沢市立領内小学校
愛知県 稲沢市立六輪小学校
愛知県 犬山市立池野小学校
愛知県 犬山市立犬山北小学校
愛知県 犬山市立犬山中学校
愛知県 犬山市立犬山西小学校
愛知県 犬山市立犬山单小学校
愛知県 犬山市立今井小学校
愛知県 犬山市立楽田小学校
愛知県 犬山市立栗栖小学校
愛知県 犬山市立城東小学校
愛知県 犬山市立城東中学校
愛知県 犬山市立東部中学校
愛知県 犬山市立单部中学校
愛知県 犬山市立羽黒小学校
愛知県 犬山市立東小学校
愛知県 伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部
愛知県 岩倉市立岩倉北小学校
愛知県 岩倉市立岩倉中学校
愛知県 岩倉市立岩倉東小学校
愛知県 岩倉市立岩倉单小学校
愛知県 岩倉市立五条川小学校
愛知県 岩倉市立曽野小学校
愛知県 岩倉市立单部中学校
愛知県 栄光八事幼稚園
愛知県 特定非営利活動法人　エコデザイン市民社会フォーラム
愛知県 オイスカ愛知県支部
愛知県 オイスカ中部日本研修センター
愛知県 大口町立大口北小学校
愛知県 大口町立大口中学校
愛知県 大口町立大口西小学校



都道府県 参加団体名
愛知県 大口町立大口单小学校
愛知県 大治町立大治小学校
愛知県 大治町立大治中学校
愛知県 大治町立大治西小学校
愛知県 大治町立大治单小学校
愛知県 大府市
愛知県 大府市立石ヶ瀬小学校
愛知県 大府市立大府北中学校
愛知県 大府市立大府中学校
愛知県 大府市立大府西中学校
愛知県 大府市立大府单中学校
愛知県 大府市立神田小学校
愛知県 大府市立北山小学校
愛知県 大府市立共長小学校
愛知県 大府市立共和西小学校
愛知県 大府市立東山小学校
愛知県 大府市立吉田小学校
愛知県 岡崎市立葵中学校
愛知県 岡崎市立小豆坂小学校
愛知県 岡崎市立井田小学校
愛知県 岡崎市立岩津小学校
愛知県 岡崎市立上地小学校
愛知県 岡崎市立生平小学校
愛知県 岡崎市立岡崎小学校
愛知県 岡崎市立男川小学校
愛知県 岡崎市立形埜小学校
愛知県 岡崎市立河合中学校
愛知県 岡崎市立北中学校
愛知県 岡崎市立北野小学校
愛知県 岡崎市立下山小学校
愛知県 岡崎市立新香山中学校
愛知県 岡崎市立大樹寺小学校
愛知県 岡崎市立竜美丘小学校
愛知県 岡崎市立常磐小学校
愛知県 岡崎市立常磐中学校
愛知県 岡崎市立常磐東小学校
愛知県 岡崎市立常磐单小学校
愛知県 岡崎市立豊富小学校
愛知県 岡崎市立夏山小学校
愛知県 岡崎市立額田中学校
愛知県 岡崎市立根石小学校
愛知県 岡崎市立秦梨小学校
愛知県 岡崎市立羽根小学校
愛知県 岡崎市立広幡小学校
愛知県 岡崎市立福岡小学校
愛知県 岡崎市立福岡中学校
愛知県 岡崎市立藤川小学校
愛知県 岡崎市立細川小学校
愛知県 岡崎市立美合小学校
愛知県 岡崎市立三島小学校
愛知県 岡崎市立单中学校
愛知県 岡崎市立宮崎小学校
愛知県 岡崎市立六名小学校
愛知県 岡崎市立六ツ美北中学校
愛知県 岡崎市立六ツ美西部小学校
愛知県 岡崎市立六ツ美中学校
愛知県 岡崎市立六ツ美中部小学校
愛知県 岡崎市立六ツ美单部小学校
愛知県 岡崎市立六ツ美北部小学校
愛知県 岡崎市立本宿小学校
愛知県 岡崎市立矢作北小学校
愛知県 岡崎市立矢作北中学校
愛知県 岡崎市立矢作中学校
愛知県 岡崎市立矢作西小学校
愛知県 岡崎市立矢作東小学校
愛知県 岡崎市立矢作单小学校
愛知県 岡崎市立山中小学校
愛知県 岡崎市立竜海中学校
愛知県 岡崎市立竜谷小学校
愛知県 尾張旭市立旭丘小学校
愛知県 尾張旭市立旭小学校
愛知県 尾張旭市立旭中学校
愛知県 尾張旭市立渋川小学校
愛知県 尾張旭市立城山小学校
愛知県 尾張旭市立瑞鳳小学校



都道府県 参加団体名
愛知県 尾張旭市立東栄小学校
愛知県 尾張旭市立西中学校
愛知県 尾張旭市立白鳳小学校
愛知県 尾張旭市立東中学校
愛知県 尾張旭市立本地原小学校
愛知県 尾張旭市立三郷小学校
愛知県 春日井市立大手小学校
愛知県 春日井市立押沢台小学校
愛知県 春日井市立神屋小学校
愛知県 春日井市立山王小学校
愛知県 春日井市立篠原小学校
愛知県 春日井市立西部中学校
愛知県 春日井市立西尾小学校
愛知県 春日井市立東野小学校
愛知県 春日井市立藤山台小学校
愛知県 学校法人西養寺学園　大野幼稚園
愛知県 蟹江町立学戸小学校
愛知県 蟹江町立蟹江北中学校
愛知県 蟹江町立蟹江小学校
愛知県 蟹江町立蟹江中学校
愛知県 蟹江町立新蟹江小学校
愛知県 蟹江町立須西小学校
愛知県 蟹江町立舟入小学校
愛知県 蒲郡市立大塚小学校
愛知県 蒲郡市立大塚中学校
愛知県 蒲郡市立形原小学校
愛知県 蒲郡市立形原中学校
愛知県 蒲郡市立蒲郡西部小学校
愛知県 蒲郡市立蒲郡中学校
愛知県 蒲郡市立蒲郡東部小学校
愛知県 蒲郡市立蒲郡北部小学校
愛知県 蒲郡市立塩津小学校
愛知県 蒲郡市立塩津中学校
愛知県 蒲郡市立中央小学校
愛知県 蒲郡市立中部中学校
愛知県 蒲郡市立西浦小学校
愛知県 蒲郡市立西浦小学校
愛知県 蒲郡市立西浦中学校
愛知県 蒲郡市立三谷東小学校
愛知県 蒲郡市立三谷中学校
愛知県 刈谷子ども園
愛知県 刈谷市愛知用水利水協議会
愛知県 刈谷市立平成小学校
愛知県 刈谷市立朝日小学校
愛知県 刈谷市立朝日中学校
愛知県 刈谷市立依佐美中学校
愛知県 刈谷市立小垣江小学校
愛知県 刈谷市立小垣江東小学校
愛知県 刈谷市立亀城小学校
愛知県 刈谷市立かりがね小学校
愛知県 刈谷市立雁が音中学校
愛知県 刈谷市立刈谷東中学校
愛知県 刈谷市立刈谷单中学校
愛知県 刈谷市立衣浦小学校
愛知県 刈谷市立小高原小学校
愛知県 刈谷市立住吉小学校
愛知県 刈谷市立東刈谷小学校
愛知県 刈谷市立日高小学校
愛知県 刈谷市立富士松北小学校
愛知県 刈谷市立富士松中学校
愛知県 刈谷市立富士松東小学校
愛知県 刈谷市立富士松单小学校
愛知県 刈谷市立双葉小学校
愛知県 一般社団法人　環境対策支援センター
愛知県 北名古屋市立鴨田小学校
愛知県 北名古屋市立熊野中学校
愛知県 北名古屋市立栗島小学校
愛知県 北名古屋市立訓原中学校
愛知県 北名古屋市立五条小学校
愛知県 北名古屋市立師勝北小学校
愛知県 北名古屋市立師勝小学校
愛知県 北名古屋市立師勝中学校
愛知県 北名古屋市立師勝西小学校
愛知県 北名古屋市立師勝東小学校
愛知県 北名古屋市立師勝单小学校



都道府県 参加団体名
愛知県 北名古屋市立白木小学校
愛知県 北名古屋市立白木中学校
愛知県 北名古屋市立天神中学校
愛知県 北名古屋市立西春小学校
愛知県 北名古屋市立西春中学校
愛知県 清須市立古城小学校
愛知県 清須市立春日中学校
愛知県 清須市立清洲小学校
愛知県 清須市立清洲中学校
愛知県 清須市立清洲東小学校
愛知県 清須市立新川小学校
愛知県 清須市立新川中学校
愛知県 清須市立桃栄小学校
愛知県 清須市立西枇杷島小学校
愛知県 清須市立西枇杷島中学校
愛知県 清須市立春日小学校
愛知県 清須市立星の宮小学校
愛知県 幸田町立荻谷小学校
愛知県 幸田町立幸田小学校
愛知県 幸田町立幸田中学校
愛知県 幸田町立坂崎小学校
愛知県 幸田町立中央小学校
愛知県 幸田町立单部中学校
愛知県 幸田町立深溝小学校
愛知県 幸田町立北部中学校
愛知県 江单市立宮田小学校
愛知県 江单市立北部中学校
愛知県 江单市立草井小学校
愛知県 江单市立古知野北小学校
愛知県 江单市立古知野中学校
愛知県 江单市立古知野西小学校
愛知県 江单市立古知野東小学校
愛知県 江单市立古知野单小学校
愛知県 江单市立藤里小学校
愛知県 江单市立布袋北小学校
愛知県 江单市立布袋小学校
愛知県 江单市立宮田中学校
愛知県 江单市立門弟山小学校
愛知県 小牧市立味岡小学校
愛知県 小牧市立味岡中学校
愛知県 小牧市立一色小学校
愛知県 小牧市立岩崎中学校
愛知県 小牧市立応時中学校
愛知県 小牧市立大城小学校
愛知県 小牧市立小牧小学校
愛知県 小牧市立小牧中学校
愛知県 小牧市立小牧西中学校
愛知県 小牧市立小牧原小学校
愛知県 小牧市立小牧单小学校
愛知県 小牧市立米野小学校
愛知県 小牧市立篠岡小学校
愛知県 小牧市立篠岡中学校
愛知県 小牧市立陶小学校
愛知県 小牧市立光ヶ丘小学校
愛知県 小牧市立桃ヶ丘小学校
愛知県 設楽町立設楽中学校
愛知県 設楽町立清嶺小学校
愛知県 設楽町立田峯小学校
愛知県 設楽町立津具小学校
愛知県 設楽町立津具中学校
愛知県 設楽町立名倉小学校
愛知県 社会福祉法人　大成福祉会　大生幼児園
愛知県 宗教法人雲心寺　高蔵幼児園
愛知県 宗教法人誓光寺　よびつぎ保育園
愛知県 白鳥庭園管理事務所　岩間造園・ﾄｰｴﾈｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟ
愛知県 新城市立海老小学校
愛知県 新城市立開成小学校
愛知県 新城市立協和小学校
愛知県 新城市立新城小学校
愛知県 新城市立新城中学校
愛知県 新城市立菅守小学校
愛知県 新城市立千郷小学校
愛知県 新城市立千郷中学校
愛知県 新城市立作手中学校
愛知県 新城市立黄柳野小学校



都道府県 参加団体名
愛知県 新城市立東郷中学校
愛知県 新城市立東郷西小学校
愛知県 新城市立東郷東小学校
愛知県 新城市立東陽小学校
愛知県 新城市立庭野小学校
愛知県 新城市立舟着小学校
愛知県 新城市立鳳来寺小学校
愛知県 新城市立鳳来中学校
愛知県 新城市立鳳来中部小学校
愛知県 新城市立鳳来西小学校
愛知県 新城市立鳳来東小学校
愛知県 新城市立八名小学校
愛知県 新城市立八名中学校
愛知県 新城市立山吉田小学校
愛知県 新城市立連谷小学校
愛知県 瀬戸市立品野台小学校
愛知県 瀬戸市立品野中学校
愛知県 瀬戸市立水单小学校
愛知県 瀬戸市立祖東中学校
愛知県 瀬戸市立祖母懐小学校
愛知県 瀬戸市立陶原小学校
愛知県 瀬戸市立東明小学校
愛知県 瀬戸市立長根小学校
愛知県 瀬戸市立西陵小学校
愛知県 瀬戸市立萩山小学校
愛知県 瀬戸市立幡山中学校
愛知県 瀬戸市立幡山西小学校
愛知県 瀬戸市立幡山東小学校
愛知県 瀬戸市立原山小学校
愛知県 瀬戸市立東山小学校
愛知県 瀬戸市立深川小学校
愛知県 瀬戸市立水野小学校
愛知県 瀬戸市立水野中学校
愛知県 瀬戸市立水無瀬中学校
愛知県 瀬戸市立本山中学校
愛知県 高浜市立高取小学校
愛知県 高浜市立高浜小学校
愛知県 高浜市立高浜中学校
愛知県 高浜市立翼小学校
愛知県 高浜市立港小学校
愛知県 高浜市立单中学校
愛知県 高浜市立吉浜小学校
愛知県 武豊町立衣浦小学校
愛知県 武豊町立武豊小学校
愛知県 武豊町立武豊中学校
愛知県 武豊町立富貴小学校
愛知県 武豊町立富貴中学校
愛知県 武豊町立緑丘小学校
愛知県 田原市立赤羽根小学校
愛知県 田原市立赤羽根中学校
愛知県 田原市立泉小学校
愛知県 田原市立泉中学校
愛知県 田原市立伊良湖岬中学校
愛知県 田原市立大草小学校
愛知県 田原市立亀山小学校
愛知県 田原市立衣笠小学校
愛知県 田原市立清田小学校
愛知県 田原市立高松小学校
愛知県 田原市立田原中学校
愛知県 田原市立田原中部小学校
愛知県 田原市立田原東部小学校
愛知県 田原市立童浦小学校
愛知県 田原市立東部中学校
愛知県 田原市立中山小学校
愛知県 田原市立野田小学校
愛知県 田原市立野田中学校
愛知県 田原市立福江小学校
愛知県 田原市立福江中学校
愛知県 田原市立堀切小学校
愛知県 田原市立六連小学校
愛知県 田原市立和地小学校
愛知県 知多市立岡田小学校
愛知県 知多市立旭東小学校
愛知県 知多市立旭单小学校
愛知県 知多市立旭单中学校



都道府県 参加団体名
愛知県 知多市立旭北小学校
愛知県 知多市立新知小学校
愛知県 知多市立新田小学校
愛知県 知多市立佐布里小学校
愛知県 知多市立知多中学校
愛知県 知多市立中部中学校
愛知県 知多市立つつじが丘小学校
愛知県 知多市立東部中学校
愛知県 知多市立单粕谷小学校
愛知県 知多市立八幡小学校
愛知県 知多市立八幡中学校
愛知県 中日森友隊
愛知県 中部電力株式会社
愛知県 知立市立猿渡小学校
愛知県 知立市立知立西小学校
愛知県 知立市立知立東小学校
愛知県 知立市立知立小学校
愛知県 知立市立知立中学校
愛知県 知立市立知立单小学校
愛知県 知立市立知立单中学校
愛知県 知立市立八ツ田小学校
愛知県 知立市立来迎寺小学校
愛知県 知立市立竜北中学校
愛知県 津島市立暁中学校
愛知県 津島市立神島田小学校
愛知県 津島市立神守小学校
愛知県 津島市立神守中学校
愛知県 津島市立北小学校
愛知県 津島市立高台寺小学校
愛知県 津島市立天王中学校
愛知県 津島市立西小学校
愛知県 津島市立東小学校
愛知県 津島市立蛭間小学校
愛知県 津島市立藤浪中学校
愛知県 津島市立单小学校
愛知県 東栄町立東栄小学校
愛知県 東栄町立東栄中学校
愛知県 東海市立上野中学校
愛知県 東海市立大田小学校
愛知県 東海市立加木屋小学校
愛知県 東海市立加木屋中学校
愛知県 東海市立加木屋单小学校
愛知県 東海市立名和小学校
愛知県 東海市立名和中学校
愛知県 東海市立平洲中学校
愛知県 東海市立富木島小学校
愛知県 東海市立富木島中学校
愛知県 東海市立船島小学校
愛知県 東海市立三ツ池小学校
愛知県 東海市立明倫小学校
愛知県 東海市立横須賀小学校
愛知県 東海市立横須賀中学校
愛知県 東海市立緑陽小学校
愛知県 東海市立渡内小学校
愛知県 東郷町
愛知県 東郷町立音貝小学校
愛知県 東郷町立高嶺小学校
愛知県 東郷町立東郷小学校
愛知県 東郷町立東郷中学校
愛知県 東郷町立春木台小学校
愛知県 東郷町立春木中学校
愛知県 東郷町立兵庫小学校
愛知県 東郷町立諸輪小学校
愛知県 東郷町立諸輪中学校
愛知県 株式会社トーエネック　中川営業所
愛知県 渡刈こども園
愛知県 常滑市立青海中学校
愛知県 常滑市立大野小学校
愛知県 常滑市立鬼崎北小学校
愛知県 常滑市立鬼崎中学校
愛知県 常滑市立鬼崎单小学校
愛知県 常滑市立小鈴谷小学校
愛知県 常滑市立三和小学校
愛知県 常滑市立常滑中学校
愛知県 常滑市立常滑西小学校



都道府県 参加団体名
愛知県 常滑市立常滑東小学校
愛知県 常滑市立单陵中学校
愛知県 常滑市立西浦北小学校
愛知県 常滑市立西浦单小学校
愛知県 戸田川みどりの夢くらぶ
愛知県 飛島学園
愛知県 飛島村
愛知県 豊明市愛知用水利水協議会
愛知県 豊明市立大宮小学校
愛知県 豊明市立沓掛小学校
愛知県 豊明市立沓掛中学校
愛知県 豊明市立栄小学校
愛知県 豊明市立栄中学校
愛知県 豊明市立双峰小学校
愛知県 豊明市立中央小学校
愛知県 豊明市立豊明小学校
愛知県 豊明市立豊明中学校
愛知県 豊明市立三崎小学校
愛知県 豊明市立舘小学校
愛知県 豊川市立赤坂小学校
愛知県 豊川市立一宮西部小学校
愛知県 豊川市立一宮中学校
愛知県 豊川市立一宮東部小学校
愛知県 豊川市立一宮单部小学校
愛知県 豊川市立牛久保小学校
愛知県 豊川市立音羽中学校
愛知県 豊川市立金屋小学校
愛知県 豊川市立金屋中学校
愛知県 豊川市立国府小学校
愛知県 豊川市立小坂井中学校
愛知県 豊川市立小坂井西小学校
愛知県 豊川市立小坂井東小学校
愛知県 豊川市立御油小学校
愛知県 豊川市立桜木小学校
愛知県 豊川市立桜町小学校
愛知県 豊川市立三蔵子小学校
愛知県 豊川市立代田小学校
愛知県 豊川市立代田中学校
愛知県 豊川市立西部中学校
愛知県 豊川市立千両小学校
愛知県 豊川市立中部小学校
愛知県 豊川市立中部中学校
愛知県 豊川市立天王小学校
愛知県 豊川市立東部小学校
愛知県 豊川市立東部中学校
愛知県 豊川市立豊川小学校
愛知県 豊川市立長沢小学校
愛知県 豊川市立单部中学校
愛知県 豊川市立萩小学校
愛知県 豊川市立八单小学校
愛知県 豊川市立平尾小学校
愛知県 豊川市立御津中学校
愛知県 豊川市立御津单部小学校
愛知県 豊川市立御津北部小学校
愛知県 豊川市立豊小学校
愛知県 豊田カントリー倶楽部
愛知県 豊田市自然観察の森
愛知県 とよた自然わくわくクラブ
愛知県 トヨタ自動車株式会社　上郷工場
愛知県 トヨタ自動車株式会社　技術部
愛知県 トヨタ自動車株式会社　衣浦工場
愛知県 トヨタ自動車株式会社　田原工場
愛知県 トヨタ自動車株式会社　堤工場
愛知県 トヨタ車体株式会社
愛知県 豊田市立逢妻中学校
愛知県 豊田市立青木小学校
愛知県 豊田市立朝日丘中学校
愛知県 豊田市立朝日小学校
愛知県 豊田市立旭中学校
愛知県 豊田市立足助小学校
愛知県 豊田市立足助中学校
愛知県 豊田市立飯野小学校
愛知県 豊田市立井郷中学校
愛知県 豊田市立石畳小学校
愛知県 豊田市立石野中学校



都道府県 参加団体名
愛知県 豊田市立五ヶ丘小学校
愛知県 豊田市立稲武中学校
愛知県 豊田市立伊保小学校
愛知県 豊田市立岩倉小学校
愛知県 豊田市立畝部小学校
愛知県 豊田市立梅坪小学校
愛知県 豊田市立梅坪台中学校
愛知県 豊田市立追分小学校
愛知県 豊田市立大蔵小学校
愛知県 豊田市立大沼小学校
愛知県 豊田市立大畑小学校
愛知県 豊田市立大林小学校
愛知県 豊田市立小渡小学校
愛知県 豊田市立小原中部小学校
愛知県 豊田市立加納小学校
愛知県 豊田市立上郷中学校
愛知県 豊田市立衣丘小学校
愛知県 豊田市立九久平小学校
愛知県 豊田市立幸海小学校
愛知県 豊田市立小清水小学校
愛知県 豊田市立古瀬間小学校
愛知県 豊田市立駒場小学校
愛知県 豊田市立挙母小学校
愛知県 豊田市立猿投中学校
愛知県 豊田市立敷島小学校
愛知県 豊田市立四郷小学校
愛知県 豊田市立下山中学校
愛知県 豊田市立浄水小学校
愛知県 豊田市立新盛小学校
愛知県 豊田市立寿恵野小学校
愛知県 豊田市立末野原中学校
愛知県 豊田市立崇化館中学校
愛知県 豊田市立高岡中学校
愛知県 豊田市立高橋中学校
愛知県 豊田市立高嶺小学校
愛知県 豊田市立滝脇小学校
愛知県 豊田市立築羽小学校
愛知県 豊田市立土橋小学校
愛知県 豊田市立堤小学校
愛知県 豊田市立寺部小学校
愛知県 豊田市立道慈小学校
愛知県 豊田市立童子山小学校
愛知県 豊田市立巴ケ丘小学校
愛知県 豊田市立豊松小学校
愛知県 豊田市立中金小学校
愛知県 豊田市立中山小学校
愛知県 豊田市立西広瀬小学校
愛知県 豊田市立西保見小学校
愛知県 豊田市立根川小学校
愛知県 豊田市立野見小学校
愛知県 豊田市立則定小学校
愛知県 豊田市立萩野小学校
愛知県 豊田市立冷田小学校
愛知県 豊田市立東広瀬小学校
愛知県 豊田市立東保見小学校
愛知県 豊田市立東山小学校
愛知県 豊田市立平井小学校
愛知県 豊田市立広川台小学校
愛知県 豊田市立藤岡中学校
愛知県 豊田市立平和小学校
愛知県 豊田市立豊单中学校
愛知県 豊田市立保見中学校
愛知県 豊田市立本城小学校
愛知県 豊田市立前林中学校
愛知県 豊田市立前山小学校
愛知県 豊田市立益富中学校
愛知県 豊田市立松平中学校
愛知県 豊田市立御蔵小学校
愛知県 豊田市立美里中学校
愛知県 豊田市立美山小学校
愛知県 豊田市立元城小学校
愛知県 豊田市立矢並小学校
愛知県 豊田市立山之手小学校
愛知県 豊田市立竜神中学校
愛知県 豊田市立若園小学校



都道府県 参加団体名
愛知県 豊田市立若園中学校
愛知県 豊根村立富山小学校
愛知県 豊根村立富山中学校
愛知県 豊根村立豊根小学校
愛知県 豊根村立豊根中学校
愛知県 豊橋市立旭小学校
愛知県 豊橋市立芦原小学校
愛知県 豊橋市立石巻小学校
愛知県 豊橋市立岩田小学校
愛知県 豊橋市立岩西小学校
愛知県 豊橋市立植田小学校
愛知県 豊橋市立牛川小学校
愛知県 豊橋市立老津小学校
愛知県 豊橋市立大崎小学校
愛知県 豊橋市立大村小学校
愛知県 豊橋市立小沢小学校
愛知県 豊橋市立高豊中学校
愛知県 豊橋市立谷川小学校
愛知県 豊橋市立玉川小学校
愛知県 豊橋市立玉川小学校
愛知県 豊橋市立中部中学校
愛知県 豊橋市立津田小学校
愛知県 豊橋市立天伯小学校
愛知県 豊橋市立東陽中学校
愛知県 豊橋市立中野小学校
愛知県 豊橋市立花田小学校
愛知県 豊橋市立東田小学校
愛知県 豊橋市立福岡小学校
愛知県 豊橋市立二川小学校
愛知県 豊橋市立向山小学校
愛知県 豊山町立志水小学校
愛知県 豊山町立新栄小学校
愛知県 豊山町立豊山小学校
愛知県 豊山町立豊山中学校
愛知県 長久手町立市が洞小学校
愛知県 長久手町立北小学校
愛知県 長久手町立長久手小学校
愛知県 長久手町立長久手中学校
愛知県 長久手町立西小学校
愛知県 長久手町立東小学校
愛知県 長久手町立单小学校
愛知県 長久手町立单中学校
愛知県 名古屋市市民経済局
愛知県 名古屋市中村区日吉学区
愛知県 名古屋シニアライオンズクラブ
愛知県 名古屋市緑政土木局
愛知県 西尾市立鶴城中学校
愛知県 西尾市立東部中学校
愛知県 西尾市立三和小学校
愛知県 西尾市立米津小学校
愛知県 日進市立相野山小学校
愛知県 日進市立赤池小学校
愛知県 日進市立香久山小学校
愛知県 日進市立北小学校
愛知県 日進市立北小学校青葉分校
愛知県 日進市立梨の木小学校
愛知県 日進市立西小学校
愛知県 日進市立日進中学校
愛知県 日進市立日進中学校青葉分校
愛知県 日進市立日進西中学校
愛知県 日進市立日進東中学校
愛知県 日進市立東小学校
愛知県 日進市立单小学校
愛知県 ニッセツ株式会社
愛知県 財団法人日本造園建設業協会　愛知県支部
愛知県 幡豆町立幡豆小学校
愛知県 幡豆町立幡豆中学校
愛知県 株式会社服部組
愛知県 半田市立青山中学校
愛知県 半田市立青山中学校ならわ学園分校
愛知県 半田市立有脇小学校
愛知県 半田市立板山小学校
愛知県 半田市立板山小学校ならわ学園分校
愛知県 半田市立乙川小学校
愛知県 半田市立乙川中学校



都道府県 参加団体名
愛知県 半田市立乙川東小学校
愛知県 半田市立亀崎小学校
愛知県 半田市立亀崎中学校
愛知県 半田市立雁宿小学校
愛知県 半田市立さくら小学校
愛知県 半田市立成岩小学校
愛知県 半田市立成岩中学校
愛知県 半田市立半田小学校
愛知県 半田市立半田中学校
愛知県 半田市立宮池小学校
愛知県 半田市立岩滑小学校
愛知県 バンドー化学株式会社　名古屋支店
愛知県 東浦町立生路小学校
愛知県 東浦町立石浜西小学校
愛知県 東浦町立卯ノ里小学校
愛知県 東浦町立緒川小学校
愛知県 東浦町立片葩小学校
愛知県 東浦町立西部中学校
愛知県 東浦町立東浦中学校
愛知県 東浦町立藤江小学校
愛知県 東浦町立北部中学校
愛知県 東浦町立森岡小学校
愛知県 東浦ライオンズクラブ
愛知県 平針の里山保全協議会
愛知県 扶桑町立柏森小学校
愛知県 扶桑町立高雄小学校
愛知県 扶桑町立扶桑北中学校
愛知県 扶桑町立扶桑中学校
愛知県 扶桑町立扶桑東小学校
愛知県 扶桑町立山名小学校
愛知県 ブラザー工業株式会社
愛知県 碧单市立大浜小学校
愛知県 碧单市立新川小学校
愛知県 碧单市立新川中学校
愛知県 碧单市立棚尾小学校
愛知県 碧单市立中央小学校
愛知県 碧单市立中央中学校
愛知県 碧单市立西端中学校
愛知県 碧单市立日進小学校
愛知県 三菱重工業株式会社　名古屋航空システム製作所
愛知県 单知多町立内海小学校
愛知県 单知多町立内海中学校
愛知県 单知多町立大井小学校
愛知県 单知多町立篠島小学校
愛知県 单知多町立篠島中学校
愛知県 单知多町立豊浜小学校
愛知県 单知多町立豊浜中学校
愛知県 单知多町立日間賀小学校
愛知県 单知多町立日間賀中学校
愛知県 单知多町立師崎小学校
愛知県 单知多町立師崎中学校
愛知県 美浜町立奥田小学校
愛知県 美浜町立上野間小学校
愛知県 美浜町立河和小学校
愛知県 美浜町立河和中学校
愛知県 美浜町立河和单部小学校
愛知県 美浜町立野間小学校
愛知県 美浜町立野間中学校
愛知県 美浜町立布土小学校
愛知県 みよし市立北中学校
愛知県 みよし市立中部小学校
愛知県 みよし市立天王小学校
愛知県 みよし市立单部小学校
愛知県 みよし市立北部小学校
愛知県 みよし市立緑丘小学校
愛知県 みよし市立单中学校
愛知県 みよし市立三好丘小学校
愛知県 みよし市立三好丘中学校
愛知県 みよし市立三吉小学校
愛知県 みよし市立三好中学校
愛知県 もくもくパラダイス
愛知県 弥富市立栄单小学校
愛知県 弥富市立大藤小学校
愛知県 弥富市立桜小学校
愛知県 弥富市立十四山西部小学校



都道府県 参加団体名
愛知県 弥富市立十四山中学校
愛知県 弥富市立十四山東部小学校
愛知県 弥富市立白鳥小学校
愛知県 弥富市立弥富北中学校
愛知県 弥富市立弥富中学校
愛知県 弥富市立弥生小学校
愛知県 株式会社　山田組

＊ 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 リゾートトラスト株式会社
愛知県 リンタツ株式会社
三重県 かめやま会故の森
三重県 菰野町緑の少年団
三重県 三泗自然に親しむ会
三重県 高松干潟を守ろう会
三重県 多気シャープの森
三重県 西日本セブンスリーゴルフクラブ
三重県 森のグルッペ
三重県 横浜ゴム株式会社　三重工場
滋賀県 皇子山カントリークラブ
滋賀県 近江カントリー倶楽部
滋賀県 近江ウェットランド研究会
滋賀県 コモンステージ彦根東オーナー
滋賀県 佐川急便サッカー部
滋賀県 株式会社　滋賀銀行
滋賀県 滋賀県立大学
滋賀県 滋賀ゴルフクラブ
滋賀県 紫香楽国際カントリークラブ
滋賀県 社会福祉法人檸檬会レイモンド大津保育園
滋賀県 杉の子会
滋賀県 大甲賀カントリークラブ
滋賀県 長浜市单田附西自治会
滋賀県 米原市河内区
滋賀県 名神栗東カントリー倶楽部
滋賀県 名神竜王カントリー倶楽部
京都府 宇治田原カントリー倶楽部
京都府 関西カントリークラブ
京都府 京都ゴルフ倶楽部　舟山コース
京都府 京都市右京区
京都府 京都王仁ライオンズクラブ
京都府 クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部
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 田辺カントリー倶楽部
京都府 福知山市立育英小学校
京都府 福知山市立上川口小学校
京都府 福知山市立金谷小学校
京都府 福知山市立上豊富小学校
京都府 福知山市立修斉小学校
京都府 福知山市立惇明小学校
京都府 福知山市立昭和小学校
京都府 福知山市立精華小学校
京都府 福知山市立明正小学校
京都府 吉野山サクラ調査チーム
京都府 るり渓ゴルフクラブ
大阪府 FM千里
大阪府 JR西日本労組
大阪府 天野川くさかりの集い
大阪府 天の川を美しくする会
大阪府 和泉市立青葉はつが野小学校
大阪府 いずみの森ボランティアの会
大阪府 オイスカ関西支部
大阪府 大阪ガス株式会社　泉北製造所
大阪府 財団法人　大阪みどりのトラスト協会
大阪府 ガールスカウト大阪府第28団
大阪府 ガールスカウト日本連盟 大阪府第19団
大阪府 神於山シャープの森
大阪府 関西国際空港エコ愛ランド推進協議会
大阪府 キッチン向ヶ丘
大阪府 堺市立上野芝中学校
大阪府 堺市立神石小学校
大阪府 堺市立大仙小学校
大阪府 堺市立向丘小学校
大阪府 堺市立安井小学校
大阪府 シャープグリーンクラブ



都道府県 参加団体名
大阪府 太子カントリー倶楽部
大阪府 大和ハウス工業株式会社
大阪府 豊中市
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
大阪府 单海電気鉄道株式会社
大阪府 日本ボーイスカウト和泉第4団
大阪府 羽衣学園高等学校
大阪府 府立千里青雲高等学校　共生推進教室　「フレンドルーム」
大阪府 特定非営利活動法人　淀川さくら街道ネットワーク
大阪府 読売新聞大阪本社
大阪府 王仁塚の環境を守る会
兵庫県 青山ゴルフクラブ
兵庫県 あしやエコクラブ
兵庫県 尼崎21世紀の森植樹祭実行委員会
兵庫県 アマフォレストの会
兵庫県 淡路花博10周年記念事業実行委員会「くにうみの森プロジェクト記念植樹」
兵庫県 大阪ガス株式会社　姫路製造所
兵庫県 小野グランドカントリークラブ
兵庫県 関西クラシックゴルフ倶楽部
兵庫県 グリーン・グリーン翠ヶ丘
兵庫県 グリーンキッズ
兵庫県 コウノトリ生息地保全協議会
兵庫県 こうべ環境未来館　未来の泉を育てる会
兵庫県 住友ゴム工業株式会社
兵庫県 住友ゴム工業株式会社　加古川工場
兵庫県 積水ハウス株式会社　グランドメゾン伊丹池尻 リテラシティ
兵庫県 千刈カンツリー倶楽部
兵庫県 宝塚王仁ライオンズクラブ
兵庫県 龍野クラシックゴルフ倶楽部
兵庫県 東海カントリー倶楽部
兵庫県 西宮市環境学習推進グループ
兵庫県 葉っぱリサイクルクラブ
兵庫県 東広野ゴルフ倶楽部
兵庫県 髭の渡し花咲き会
兵庫県 姫路市立白浜小学校
兵庫県 廣野ゴルフ倶楽部
兵庫県 れいせんゴルフ倶楽部
兵庫県 レークスワンカントリー倶楽部
奈良県 SGC明日香の森
奈良県 オークモントゴルフクラブ
奈良県 環境省近畿地方環境事務所　吉野自然保護官事務所
奈良県 金峯山寺
奈良県 県立吉野高等高校
奈良県 大和ハウス工業株式会社　総合技術研究所　所員一同
奈良県 ディアパークゴルフクラブ
奈良県 天理古墳シャープの森
奈良県 奈良教育大学附属中学校
奈良県 寧屋工房
奈良県 大和高田市立菅原小学校
奈良県 吉野町
奈良県 吉野山自治会
奈良県 財団法人吉野山保勝会

和歌山県 紀单カントリークラブ
鳥取県 休暇村　奧大山
鳥取県 ソロプチミスト・スワン米子
鳥取県 大山町立大山西小学校

＊ 鳥取県 大山横手道上ブナを育成する会
鳥取県 名和女性団体連絡協議会
鳥取県 米子市立淀江小学校みどりの少年団
鳥取県 米子水鳥公園友の会
岡山県 岡山ESD推進協議会
岡山県 岡山金稜カントリークラブ
岡山県 岡山県
岡山県 岡山市
岡山県 財団法人　岡山市公園協会操山公園里山センター
岡山県 岡山市立甲浦小学校
岡山県 岡山大学
岡山県 環境省中国四国地方環境事務所
岡山県 休暇村　蒜山高原
岡山県 後楽ゴルフ倶楽部
岡山県 大豊産業株式会社
岡山県 玉野市自治会
岡山県 株式会社　三井開発研究所
岡山県 みつがしわ山の会
広島県 賀茂カントリークラブ



都道府県 参加団体名
広島県 ヒロシマエアポートサイトシャープの森
広島県 横浜ゴム株式会社　尾道工場
広島県 龍王山シャープの森
山口県 周单カントリー倶楽部
山口県 セントラルパークゴルフ倶楽部

＊ 徳島県 アサヒビール株式会社　徳島支社
＊ 徳島県 特定非営利活動法人　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 特定非営利活動法人　環境とくしまネットワーク
徳島県 グランディ徳島ゴルフクラブ３６
徳島県 県立徳島科学技術高等学校
徳島県 シラタマ学級
徳島県 徳島カントリー倶楽部
徳島県 那賀町立木沢小学校
徳島県 牟岐町立牟岐小学校
香川県 綾歌郡ライオンズクラブ
香川県 財団法人　オイスカ四国研修センター
香川県 香川シャープの森
香川県 さぬき“夢桜”の会
香川県 サンライズヒルズカントリークラブ
愛媛県 オイスカ愛媛県支局
愛媛県 大洲市立肱川中学校
愛媛県 鹿野川ダム水源地域ビジョン環境保全・再生分科会
愛媛県 休暇村　瀬戸内東予
愛媛県 県立宇和島水産高等学校
愛媛県 県立宇和島東高等学校
愛媛県 松山ゴルフ倶楽部
愛媛県 山根東自治会
高知県 スカイ・ベイゴルフクラブ
高知県 土佐清水市立三崎小学校
高知県 土佐清水市立三崎中学校
福岡県 SGC高祖の森
福岡県 有田公民館
福岡県 伊都ゴルフ倶楽部
福岡県 環境共育を考える会
福岡県 北九州市立大学
福岡県 社団法人　北九州青年会議所
福岡県 北九州ドリームサミット
福岡県 近畿大学九州短期大学附属幼稚園
福岡県 近畿大学九州短期大学保育科
福岡県 近畿大学附属福岡高等学校
福岡県 県立福岡農業高校
福岡県 県立武蔵台高等学校
福岡県 コアファクトリー・グリーンウェイブ
福岡県 ザ・クラシックゴルフ倶楽部
福岡県 星瑳国際高校福岡学習センター
福岡県 セブンミリオンカントリークラブ
福岡県 東海大学付属第五高等学校
福岡県 福岡市立飯倉中央小学校
福岡県 福岡市立早良中学校
佐賀県 社団法人　佐賀県トラック協会
佐賀県 特定非営利活動法人　ジョイナス有田
佐賀県 損保ジャパンコールセンター
佐賀県 トヨタ紡織九州株式会社
佐賀県 ブリヂストンカンツリー倶楽部
佐賀県 ミゾタ森づくりクラブ
長崎県 大村市立鈴田小学校
長崎県 社会福祉法人　寺田保育園

＊ 長崎県 特定非営利活動法人　長崎街道松並復元会
長崎県 長崎市立長崎商業高校
長崎県 東彼杵千綿福寿会
長崎県 東彼杵町立大楠小学校
宮崎県 特定非営利活動法人　どんぐり1000年の森をつくる会
沖縄県 オーシャンリンクス宮古島
沖縄県 守礼カントリークラブ
沖縄県 ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部




