
No. 団　　体　　名 所　　在　　地

だてしまちづくりうんどうすいしんいいんかい

伊達市まちづくり運動推進委員会 北海道伊達市

こすもす

秋桜 北海道札幌市北区

いさわだむみずしげんのぶなげんせいりんをまもるかい

胆沢ダム水資源のブナ原生林を守る会 岩手県奥州市

あらはましんりょくちあいごきょうりょくかい

荒浜新緑地愛護協力会 宮城県仙台市若林区

いらがわせいしょうねんぶしょうねんかい

五十川青少年部少年会 山形県鶴岡市

あまるめちくがいろびかすいしんきょうりょくかい

余目地区街路美化推進協力会 山形県東田川郡庄内町

かみなかだだいいちとものかい

上中田第一友の会 福島県いわき市

ごほんじんやまをいかすかい

ご本陣山を活かす会 福島県南相馬市

えふでぃおうぼらんてぃあ・いわき

ＦＤＯボランティア・いわき 福島県いわき市

まつがおかはなのわぼらんてぃあぐるーぷ

松ケ丘花の輪ボランティアグループ 茨城県守谷市

くぼがおかよんちょうめちょうないかい

久保ケ丘四丁目町内会 茨城県守谷市

きぬがわかせんじきゆうこうりようそくしんきょうぎかい

鬼怒川河川敷有効利用促進協議会 栃木県小山市

うしづかみなみじどうこうえんあいごかい

牛塚南児童公園愛護会 栃木県宇都宮市

えがわじどうこうえんあいごかい

江川児童公園愛護会 栃木県足利市

あさひがおかりょくち　こうえんあいごかい

朝日が丘緑地　公園愛護会 群馬県前橋市

こくえいむさしきゅうりょうしんりんこうえんさんやそうぼらんてぃあ

国営武蔵丘陵森林公園山野草ボランティア 埼玉県比企郡滑川町

ちばけんりつかずさこうとうがっこうのうぎょうくらぶ

千葉県立上総高等学校農業クラブ 千葉県君津市

こくえいしょうわきねんこうえんでぃすくごるふぼらんてぃあ

国営昭和記念公園ディスクゴルフボランティア 東京都立川市

とくていひえいりかつどうほうじん　みどりのごみぎんこう

特定非営利活動法人　緑のごみ銀行 東京都文京区

せんだぎのもりをかんがえるかい

千駄木の森を考える会 東京都文京区
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No. 団　　体　　名 所　　在　　地

くのはなにりんそうをほぞんするかい

区の花ニリンソウを保存する会 東京都板橋区

いちのえさかいがわしんすいこうえんをあいするかい

一之江境川親水公園を愛する会 東京都江戸川区

どんぐりかい

どんぐり会 東京都八王子市

うつぬきみどりのかい

宇津貫みどりの会 東京都八王子市

はちだいりょくゆうかい

八大緑遊会 東京都八王子市

こうちがわあじさいのかい

河内川あじさいの会 神奈川県平塚市

かながわけんりつひらつかのうぎょうこうとうがっこうのうぎょうくらぶえんげいけんきゅうはん

神奈川県立平塚農業高等学校農業クラブ園芸研究班 神奈川県平塚市

おざわじょうしさとやまのかい

小沢城址里山の会 神奈川県川崎市多摩区

ひがしてらおふれあいのじゅりんあいごかい

東寺尾ふれあいの樹林愛護会 神奈川県横浜市鶴見区

しんやましたにちょうめべいさいどこうえんあいごかい

新山下二丁目ベイサイド公園愛護会 神奈川県横浜市中区

たかみだんちちょうないかい

高見団地町内会 新潟県長岡市

やすづかはなのかい

やすづか花の会 新潟県上越市

りゅうしょうとものかい

柳松友の会 新潟県上越市

しーさいど・ぐりーんくらぶ

シーサイド・グリーンクラブ 新潟県新潟市西蒲区

よかたがーでにんぐあいこうかい

四方ガーデニング愛好会 富山県富山市

かんのんまちをうつくしくするかい

観音町を美しくする会 石川県金沢市

とくていひえいりかつどうほうじん　どらごんりばーこうりゅうかい

特定非営利活動法人　ドラゴンリバー交流会 福井県福井市

きたてんじん

北天神 山梨県大月市

ばばちょうろうじんくらぶ

馬場町老人クラブ 長野県須坂市

こやままちろうじんかい

小山町老人会 長野県須坂市
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No. 団　　体　　名 所　　在　　地

かわてふれあいくらぶ

川手ふれあいクラブ 岐阜県岐阜市

ごてんばしふじんかいれんらくきょうぎかいかんきょうぐるーぷ

御殿場市婦人会連絡協議会環境グループ 静岡県御殿場市

しゃだんほうじん　たいゆうかいごてんばしぶ

社団法人　隊友会御殿場支部 静岡県御殿場市

ひとみがおかちゅうおうひがしにしこうえんあいごかい

瞳ケ丘中央・東・西公園愛護会 静岡県浜松市西区

つつみしょうみどりのしょうねんだん

堤小みどりの少年団 愛知県豊田市

まえひぼちょうゆめのかい

前飛保町夢の会 愛知県江南市

ごたんじょうこうえんとくていあいごかい

五反城公園特定愛護会 愛知県名古屋市中村区

くめぐらんどごるふくらぶ

久米グランドゴルフクラブ 三重県桑名市

くさつかとりっくようちえんしんわかい

草津カトリック幼稚園親和会 滋賀県草津市

しんはまちょうないかい

新浜町内会 滋賀県草津市

こでまりろーどこうとく

こでまりロード光徳 京都府京都市下京区

つくしのかい

土筆の会 京都府宇治市

いわやうんがんこうえんそうぞういいんかい

岩屋雲岩公園創造委員会 京都府与謝野町

まえしまぐりーんくりーんくらぶ

前島ＧＣＣ 大阪府高槻市

ひがしなんぷうそうこうえんあいごかい

東楠風荘公園愛護会 大阪府東大阪市

このはなこうえんあいごかい

此花公園愛護会 大阪府大阪市此花区

ふじえにごうこうえんあいごかい

藤江２号公園愛護会 兵庫県明石市

さかいかっせいかいいんかいはなかんざし

堺活性化委員会花かんざし 兵庫県洲本市

みつけこうえんかんりかい

見附公園管理会 兵庫県神戸市東灘区

こうりょうちょうこうえんかんりかい

広陵町公園管理会 兵庫県神戸市北区
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きみいでらこうえん・りょくどうあいごかい

紀三井寺公園・緑道愛護会 和歌山県和歌山市

やまちじちかい

山地自治会 和歌山県有田市

しまだにしこうえんあいごいいんかい

島田西公園愛護委員会 岡山県岡山市

こくさいそろぷちみすとろーずふくやま

国際ソロプチミストローズ福山 広島県福山市

とくていひえいりかつどうほうじん　ぐりーんらいんをあいするかい

特定非営利活動法人　グリーンラインを愛する会 広島県福山市

ひろしまけんせらぐんせらちょうりついおしょうがっこう　ごねんせい

広島県世羅郡世羅町立伊尾小学校　５年生 広島県世羅郡世羅町

はなおかばらづくりのかい

花岡バラづくりの会 山口県柳井市

ちょうふさいかわいっちょうめじちかい

長府才川一丁目自治会 山口県下関市

ちょうふさいかわにちょうめじちかい

長府才川二丁目自治会 山口県下関市

ふらわーろーどひがしきわ

フラワーロード東岐波 山口県宇部市

かさやまのかい

笠山の会 山口県萩市

くだまつしやまだえんげいあいこうかい

下松市山田園芸愛好会 山口県下松市

「はなさくうみのまち・かみのせき」ぼらんてぃあぐるーぷ

「花咲く海の町・上関」ボランティアグループ 山口県熊毛郡上関町

いまじゅくちょういちにちょうめじちかい（いまじゅくこうえんあいごかい）

今宿町1・2丁目自治会（今宿公園愛護会） 山口県周南市

さんようおのだしりょっかすいしんきょうぎかい

山陽小野田市緑化推進協議会 山口県山陽小野田市

ふたじまちくこどもかいいくせいれんらくきょうぎかい

二島地区子ども会育成連絡協議会 山口県山口市

たけひさいちごうこうえんあいごかい

武久１号公園愛護会 山口県下関市

ひらいをあかるくゆたかにするかい

平井を明るく豊かにする会 山口県山口市

べっぷちくはないっぱいすいしんきょうぎかい

別府地区花いっぱい推進協議会 山口県美祢市

まんのうこうえんいんたーぷりたー・ぼらんてぃあのかい

まんのう公園インタープリター・ボランティアの会 香川県仲多度郡まんのう町
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うみのなかみちふらわーぼらんてぃあ

海の中道フラワーボランティア 福岡県福岡市東区

ながおしんまちちゅうおうこうえん

長尾新町中央公園愛護会 福岡県北九州市小倉南区

にしこくらこうえんあいごかい

西小倉公園愛護会 福岡県北九州市小倉北区

かしわらえんげいくらぶ

柏原園芸クラブ 福岡県福岡市南区

なたがーでにんぐくらぶ

奈多ガーデニングクラブ 福岡県福岡市東区

さがせんあとちへん

佐賀線跡地編 佐賀県佐賀市

ひみかおうえんたい（やよいぶもん）

ひみか応援隊（弥生部門） 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町

たんぽぽかい

たんぽぽ会 熊本県鹿本郡植木町

うきしまかい

浮島会 熊本県上益城郡嘉島町

じんぐうにしがいくこうえんあいごかい

神宮西街区公園愛護会 宮崎県宮崎市

いしひらやーにんじゅかい

石平家人衆会 沖縄県中頭郡北中城村

90

91

86

87

88

89

82

83

84

85

81

5 ページ


