
No. 団　　体　　名 所　　在　　地

さまにぎょぎょうきょうどうくみあいじょせいぶ

様似漁業協同組合女性部 北海道様似郡様似町

ふゆしまぎょぎょうきょうどうくみあいじょせいぶ

冬島漁業協同組合女性部 北海道様似郡様似町

はなまきしはな　みどり　かい

花巻市花と緑の会 岩手県花巻市

えんげい

園芸クラブみどり 岩手県盛岡市

おおつかまちちょうないかい

大塚町町内会 山形県鶴岡市

たていわむらしょうこうかいじょせいぶ

舘岩村商工会女性部 福島県南会津郡舘岩村

とりでしとねがわかせんあいこうかい

取手市利根川河川愛好会 茨城県取手市

さくらせんじゅかい

桜千寿会 茨城県日立市

　　　　　　　　　　   　ごう  　ごう　 ごうじどうこうえんあいごかい

ローズタウン1号・2号・3号児童公園愛護会 栃木県宇都宮市

やわたにちょうめじどうこうえんあいごかい

八幡二丁目児童公園愛護会 栃木県足利市

やまさきこどもかいいくせいかい

山崎子供会育成会 群馬県藤岡市

かっかく　　　 　まも　かい

合角ダムを守る会 埼玉県秩父郡小鹿野町
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No. 団　　体　　名 所　　在　　地

しゃくじいこうえんやちょう　しぜん　かい

石神井公園野鳥と自然の会 東京都練馬区

かんぱち　はな　みどり　かい

環八に花と緑をの会 東京都世田谷区

もり　さとはなさき

森の里花咲クラブ 神奈川県厚木市

とくしょく　　　みどり　こうえん　つく　かい

特色のある緑の公園を造る会 新潟県岩船郡荒川町

しゃかいふくしほうじんじょうえいかいけいわほいくえん

社会福祉法人浄英会恵和保育園 新潟県長岡市

せんだんやまはな　みどり　すいしんきょうぎかい

栴檀山花と緑の推進協議会 富山県砺波市

うちかわはな

内川花を愛する会 石川県金沢市

つるぎだい　ようちえん

鶴来第二幼稚園 石川県石川郡鶴来町

　　　　　ほうじん

ＮＰＯ法人グリーンウェル 福井県あわら市

ひがしあごかんきょうびかぶかい

東安居環境美化部会 福井県福井市

さんろくじちかい

山緑自治会 山梨県甲府市

はるきまちろうじん　　　しゅんじゅかい

春木町老人クラブ春寿会 長野県須坂市

なかぞねがわかせんあいごかい

中曽根川河川愛護会 長野県南安曇郡豊科町
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No. 団　　体　　名 所　　在　　地

くろのはなさ　　　　　　　かい

黒野花咲かせよう会 岐阜県岐阜市

みやむらさくら　まも　かい

宮村桜を守る会 岐阜県大野郡宮村

おおがきしりつこのしょうがっこう

大垣市立小野小学校 岐阜県大垣市

なかいずちょうはな　かい

中伊豆町花の会 静岡県伊豆市

　　　　　　　　　　　　　　しょうねんだん

かりがねみどりの少年団 愛知県刈谷市

おおぎ　さとがっくじちれんごうかい

仰木の里学区自治連合会 滋賀県大津市

めいじょうだいじちかいせんもんぶはな

銘城台自治会専門部花いっぱいさあくる 京都府綴喜郡宇治田原町

しんわじちかい　　しょうないにしまち　ちょうめじちかい

親和自治会・庄内西町４丁目自治会 大阪府豊中市

すいこうえん　　　　　　こうえんあいごかい

翠香園ふれあい公園愛護会 大阪府枚方市

しぎたこうえんあいごかい

新喜多公園愛護会 大阪府東大阪市

にしふたみ　　　　　　　　こうえんあいごかい

西二見プラタナス公園愛護会 兵庫県明石市

わかうらちくかたおなみじちかい

和歌浦地区片男波自治会 和歌山県和歌山市

へいたてやまこうえんあいごいいんかい

幣立山公園愛護委員会 岡山県岡山市
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No. 団　　体　　名 所　　在　　地

うえのはな

上野花づくりクラブ 徳島県三好郡池田町

しんきたまちみなみこうえんあいごかい

新北町南公園愛護会 香川県高松市

ばば　　かみがわらかんきょうじょうかすいしん　　ちく

馬場・上河原環境浄化推進モデル地区 福岡県糟屋郡宇美町

むしろうちく

筵内区 福岡県古賀市

しあわ

幸せいっぱい 佐賀県佐賀市

ながさきしろうじん　　　　やがみだいりょくふうかい

長崎市老人クラブ矢上台緑風会 長崎県長崎市

よこしままちはな　　かい

横島町花つくり会 熊本県玉名郡横島町

やすながろうじん

安永老人クラブ 熊本県上益城郡益城町

おかばるはなさ　　　かい

岡原花咲かそう会 大分県大分市

みやざきだいだいにがいくこうえんあいごかい

宮崎台第二街区公園愛護会 大分県大分市

おおよどだいじどうこうえんあいごかい

大淀台児童公園愛護会 宮崎県宮崎市

　　　　　　　　　みどり　かい

あけもどろ緑の会 沖縄県那覇市

あんないこうえんあいごきょうりょくかい

案内公園愛護協力会 宮城県仙台市
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No. 団　　体　　名 所　　在　　地

あんきゅうこうえんあいごきょうりょくかい

安久公園愛護協力会 宮城県仙台市

　　　　　　　　ふちしみん　　もりあいごかい

まさかりが淵市民の森愛護会 神奈川県横浜市

のうけんだいちゅうおうこうえんあいごかい　　　　　　　　　　かい

能見台中央公園愛護会（グループミモザの会） 神奈川県横浜市

みやまえ　　　　　　　　　　　くらぶ

宮前ガーデニング倶楽部 神奈川県川崎市

しまだりょくちこうえんあいごかい

島田緑地公園愛護会 愛知県名古屋市

しみずなかこうえんあいごかい

清水中公園愛護会 大阪府大阪市

たまつくりこうえんあいごかい

玉造公園愛護会 大阪府大阪市

すみよしがわこうえんひがしかんりかい

住吉川公園東管理会 兵庫県神戸市

すみよしがわにしこうえんかんりかい

住吉川西公園管理会 兵庫県神戸市

かみじょうじちかい

上庄自治会 広島県広島市

たかすだいいちりょくじゅかい

高須第一緑寿会 広島県広島市

くさみみなみこうえんあいごかい

朽網南公園愛護会 福岡県北九州市

おおくらこうえんあいごかい

大蔵公園愛護会 福岡県北九州市
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No. 団　　体　　名 所　　在　　地

こたべちゅうおうこうえんあいごかい

小田部中央公園愛護会 福岡県福岡市

はなはな

花２ネットワーク 北海道天塩郡豊富町

こくえいしょうわきねんこうえんくさぶえ

国営昭和記念公園草笛ボランティア 東京都立川市

あいなじちかい

藍那自治会 兵庫県神戸市

つやましのむらちょうないかい

津山市野村町内会 岡山県津山市

くれほんどおりしょうてんがいしんこうくみあいじょせいぶ

呉本通商店街振興組合女性部 広島県呉市

まきせあんずかい

牧瀬杏会 佐賀県東松浦郡厳木町

おおのがわさくら　　　　あいごかい

大野川桜づつみ愛護会 大分県大分市

　　　　　　　　　　　　　　まも　かい

シマバライチゴを守る会 長崎県島原市

みどり　しょうねんだんかごしまけんれんめいかごしましぶ

緑の少年団鹿児島県連盟鹿児島支部 鹿児島県鹿児島市
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