
㈱愛知銀行 岡谷鋼機グループ ㈱中京銀行

㈱石川マテリアル 関栄商事㈱ トヨタ自動車㈱

(一財)今枝愛林共生会 ㈱住都建設 ㈱平和堂

大畑開発㈱ ダイドードリンコ㈱

アイシー㈱ ㈱西村工業所 ▽▽▽▽森林森林森林森林・・・・林業関係団体林業関係団体林業関係団体林業関係団体

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 日本製鉄㈱ 名古屋製鉄所 豊田森林組合

アイシン精機㈱ 安城工場 日本空調システム㈱ (一社)愛知県造園建設業協会

アイシン精機㈱ 小川工場 ノザキ㈱ (一社)日本造園組合連合会 愛知県支部 西尾分会

暁電気工業㈱ ㈱花井組 稲沢緑化造園協同組合

㈱アクアス 深田電機㈱ 尾張旭市緑化業協会

旭精機工業㈱ 福玉㈱ 尾張旭造園業協会

㈱アドヴィックス 本社 不二木材工業㈱ 蒲郡造園業協同組合

㈱伊藤工務店 フルハシEPO㈱ 常滑緑化組合

伊藤電機㈱ ㈱マルティーポンプコンサルタント 西尾造園協会

㈱エスディーエス 丸美産業㈱ みどりのまちづくりグループ

エステック㈱ 宮崎精鋼㈱

㈲岡本環境造園 三好塗装工業㈱ ▽▽▽▽土地改良区土地改良区土地改良区土地改良区

岡谷鋼機㈱ ㈱山西 豊田土地改良区

㈱桶庄 ㈱やまむら工事

㈱カジウラ ユケン工業㈱ ▽▽▽▽農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合

櫻井木材グループ ㈱横測 あいち豊田農業協同組合

㈱サンゲツ リンナイ㈱ 豊橋農業協同組合

三和油化工業㈱

㈱春水園 ▽▽▽▽銀行銀行銀行銀行・・・・信用金庫等信用金庫等信用金庫等信用金庫等 ▽▽▽▽ライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブ

㈱新晃製作所 名古屋銀行 緑の募金 刈谷ライオンズクラブ

鈴秀工業㈱ 岡崎信用金庫

㈱SUBARU 航空宇宙カンパニー 蒲郡信用金庫 ▽▽▽▽ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ

総合プラント㈱ 瀬戸信用金庫 名古屋名南ロータリークラブ

㈱中京スポーツ施設 豊川信用金庫 碧南ロータリークラブ

中部電力パワーグリッド㈱ 岡﨑支社 豊田信用金庫

㈱東海プレカット 豊橋信用金庫 ▽▽▽▽そのそのそのその他団体他団体他団体他団体

東邦ガス㈱ 農林中央金庫 名古屋支店 愛知県珪砂鉱業協同組合

東邦ガス㈱（株主寄付口） 愛知県信用保証協会

トーカロ㈱名古屋工場 ▽▽▽▽商工会商工会商工会商工会 (一社)愛知県測量設計業協会

㈱トヨタシステムズ 愛知県商工会連合会 刈谷機械工業協同組合

トヨタホーム愛知㈱ (公社)愛知県宅地建物取引業協会

中川工業㈱

名古屋ビルディング㈱

３万円以上３万円以上３万円以上３万円以上　 3万円以上のご寄附をいただいた企業等へは、緑の募金協力プレートを贈呈します

２０万円以上２０万円以上２０万円以上２０万円以上　20万円以上のご寄附をいただいた企業等へは、緑の募金会長（県議会議長）感謝状を贈呈します

令和２年（2020年）「緑の募金」ご協力者一覧
皆さまのご協力ありがとうございました 募金期間：令和２年１月～１２月 敬称略、五十音順
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㈲アート旭 ＯＭＣ㈱ ㈱小島組

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 岡崎工場 オーエムヒーター㈱ 小林クリエイト㈱

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 岡崎東工場 大川産業㈱ 小林クリエイト労働組合

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 蒲郡工場 大隅産業㈱ ㈱小松

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 田原工場 岡崎緑化協力会 ㈲小松園芸

愛知製鋼㈱ 刈谷工場 小笠原建設㈱ 近喜商事㈱

愛知製鋼労働組合 岡谷薄板販売㈱ ㈱ごんだ

㈱アイデン 岡谷エコ・アソート㈱ コンドウガーデン

愛日木研㈱ 岡谷エレクトロニクス㈱ 近藤産興㈱

葵コンサルタント㈱ 岡谷機電㈱ サーラエナジー㈱

秋田工業㈱ 岡谷機販㈱ 材惣DMBホールディングス㈱

(同)朝凪造園 尾張旭支店 岡谷建材㈱ 斉藤運輸㈱

㈱アサヒグリーン 岡谷鋼機九州㈱ ㈱酒井設計事務所

アタム技研㈱ 岡谷コンサルタント㈱ 桜井興産㈱

アヅマ電機㈱ 岡谷サービス&ホームズ㈱ 桜屋工業㈱

㈱アドバンス 岡谷システム㈱ ㈱佐藤商店

アローコンサルタント㈱ 岡谷スチール㈱ ㈲サンアイ

安藤証券㈱ 岡谷精立工業㈱ ㈱三榮

㈲池野商店 ㈱岡谷特殊鋼センター 三永㈱

石塚硝子㈱ 岡谷ビジネスサポート㈱ 三協㈱

石原商事㈱ 岡谷物流㈱ ㈱三和化学研究所

伊勢湾海運㈱ 岡谷マート㈱ ㈱ジェイテクト 刈谷工場

出光興産㈱ 愛知製油所 小木曽工業㈱ ジェイテクト労働組合 刈谷支部

㈱井藤工業 長田電機工業㈱ 静岡中部合成㈱

㈱イトコー 小田鐵網㈱ 品野台造園㈱

伊藤忠製糖㈱ 小原建設㈱ 清水建設建築部職長会

稲熊プレス工業㈱ オリエンタルビル㈱ ㈱ジャパンアカウンティングサービス

稲武製材㈱ ㈱カケン ㈱庄田組

岩部建設㈱ 門脇商店 ㈱新東商事

岩間造園㈱ カネハチ建設㈱ ㈱新日

上地木材㈱ 河合製巧㈱ ㈱森林テクニクス 名古屋支店

上野土木㈱ ㈱神田設計 ㈱杉浦製作所

㈱ウッドワン 東海製造部 ㈱北徳 ㈱スズケン

㈱浦野設計 ㈲衣浦造園土木 ㈱鈴鍵

栄光建設㈱ 共和建設工業㈱ 鈴豊精鋼㈱

㈱江口巌商店 ㈱協和工務店 スタンレー電気㈱ 岡崎製作所

エコー㈱ 協和調査設計㈱ ㈱精器商会

㈱エス・エヌ・ビ－ 協和木材商事㈱ 積村ビル管理㈱

㈱エステム 男川浄水事業所 ㈱熊谷建設 ㈱扇信電工

エナジーサポート㈱ 桑原木材㈱ ㈱祖父江造園

NTCコンサルタンツ㈱ 建材化工㈱ 染木建設㈱

㈱エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 東海支店 ㈱興和工業所 第一塗工㈱

㈱エフエスケー コーミ㈱ 太栄コンサルタンツ㈱

エフシーテック㈱ ㈱コーリツ ㈱大建コンサルタント

㈱エレック・トーコー 国土防災技術㈱ 名古屋支店 ㈱太閤ビルディング

王春工業㈱ 五港建設㈱ ㈱大成工機商会

１万円以上１万円以上１万円以上１万円以上
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㈱大地コンサルタント 戸田建設㈱ 名古屋支店 ㈱三宅組

大同特殊鋼㈱ 知多工場 豊島㈱ ㈲三宅建設

大宝運輸㈱ ㈱豊田自動織機 東浦工場 ㈱ミヤタコーポレーション

㈱大和工芸 豊臣機工㈱ 額田工場 ミヤマ精工㈱

㈱大和電機製作所 ㈱豊橋タイプ ミヨシ油脂㈱ 名古屋工場

㈱高木製作所 岡崎工場 豊橋鉄道㈱ 名エン㈱

高杉建設㈱ ㈱ＮａＩＴＯ 名港海運㈱

㈱宝塚コーポレーション ㈱中建 名工建設㈱

㈲タケダ造園 中西電機工業㈱ ㈱名南製作所

㈱武知工業 ㈱中野屋銘木店 ㈱名邦テクノ

㈱拓工 ㈱ナカヤマ ㈱木材工業新聞社

㈱田中組 名古屋競馬㈱ ㈱モリタ

㈱田村組 新美建設工業㈱ 森田設備㈱

知多エル・エヌ・ジー㈱ ㈱西尾組 モリリン㈱

㈱中京 西垣林業㈱ ㈱ヤマガタヤ

中京海運㈱ ニチアス㈱ 安田工業㈱

㈱中京ゴム 日産化学㈱ 名古屋工場 湯浅糸道工業㈱

中部建設㈱ 尾張旭営業所 ㈱日進工業所 輸送機工業㈱

中部合成樹脂工業㈱ 日進木材工業㈱ ㈱豊環境開発

㈱中部森林技術コンサルタンツ 日生産業㈱ 豊緑化技研㈱

㈱中部プラントサービス ㈱日東建設 ㈱横井機械工作所

中央パイプ㈱ 日東工業㈱ ㈱ヨコハマタイヤジャパン

千代田運輸㈱ 日東電工㈱ 豊橋事業所 ㈱吉岡産業

㈱千代田組 中部支店 日本空調サービス㈱ 吉岡電気工業㈱

㈲知立園芸 ニューシステム㈱ ヨシザワＬＤ㈱ 名古屋支店

㈱デンソー 阿久比製作所 ㈱丹羽鉄工所 ㈱竜製作所

㈱デンソーウェーブ ㈲庭正造園 六合エレメック㈱グループ

㈱デンソーワイパシステムズ パーソルテンプスタッフ㈱ 若鈴コンサルタンツ㈱

東亜ライン㈱ 服部鋼運㈱ ㈱渡辺機械製作所

東海岡谷機材㈱ パナソニック住宅設備㈱ 幸田工場 渡辺工業㈱

東海協和㈱ 早川都市計画㈱ 尾張旭支店

東海工営㈱ 東浦カリモク㈱ ▽▽▽▽ゴルフクラブゴルフクラブゴルフクラブゴルフクラブ

東海光学㈱ 福徳商事㈱ 東名ゴルフ㈱

東海興業㈱ 藤城建設㈱ 豊田カントリー倶楽部

㈱東海産業 藤代電業㈱ 名古屋ゴルフ倶楽部

㈱東海サンユーテクノス 藤本建設㈱ ㈱Nikkan 額田ゴルフ倶楽部

東海ハマテック㈱ ㈱フタバ造園

㈱東海木材相互市場 物産フードサイエンス㈱ ▽▽▽▽銀行銀行銀行銀行・・・・信用金庫等信用金庫等信用金庫等信用金庫等

東海窯業原料㈱ ㈱ベータテック 愛知信用金庫

東京戸張㈱ 朋和設備工業㈱ いちい信用金庫

㈱東畑建築事務所 名古屋オフィス ㈱マルタケ 知多信用金庫

東邦ガス㈱ 知多製造部 丸利建設㈱ 中日信用金庫

東邦冷熱工業㈱ 尾張旭営業所 万能工業㈱ 東春信用金庫

㈱東名装飾 水嶋建設㈱ 西尾信用金庫

東明土木㈱ ミズタニ機販㈱ 半田信用金庫

東レ・モノフィラメント㈱ ㈱御津建 尾西信用金庫

１万円以上１万円以上１万円以上１万円以上
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▽▽▽▽商工会議所商工会議所商工会議所商工会議所・・・・商工会商工会商工会商工会 ▽▽▽▽農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合 公立陶生病院組合

愛知県商工会連合会 海部支部 愛知県農業協同組合中央会 知多市建設業協力会

稲沢商工会議所 あいち知多農業協同組合 知多市水道組合

東郷町商工会 愛知西農業協同組合 中部遊技機商業協同組合

豊明市商工会 愛知東農業協同組合 東郷町工業団地協同組合

豊田商工会議所 あいち尾東農業協同組合 名古屋港管理組合

あいち尾東農業協同組合 尾張旭支店 名古屋高速道路公社

▽▽▽▽森林森林森林森林・・・・林業関係団体林業関係団体林業関係団体林業関係団体 あいち尾東農業協同組合 東郷支店 花園工業団地連絡会

愛知県森林組合連合会 愛知みなみ農業協同組合

岡崎森林組合 尾張中央農業協同組合

設楽森林組合 蒲郡市農業協同組合

新城森林組合 西春日井農業協同組合

豊根森林組合 西三河農業協同組合

愛知豊明花き流通協同組合 ひまわり農業協同組合

稲沢市植木生産振興会

刈谷造園業組合 ▽▽▽▽生活協同組合生活協同組合生活協同組合生活協同組合

(一社)グリーンサポーターズ あいち生活協同組合

東郷町造園組合 一宮生活協同組合

生活協同組合コープあいち

▽▽▽▽土地改良区土地改良区土地改良区土地改良区 トヨタ生活協同組合

愛知県土地改良事業団体連合会 南医療生活協同組合

愛知用水土地改良区

入鹿用水土地改良区 ▽▽▽▽ライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブライオンズクラブ

木津用水土地改良区 岡崎ライオンズクラブ

高豊土地改良区 岡崎葵ライオンズクラブ

田原市土地改良区 岡崎南ライオンズクラブ

玉野用水土地改良区 知多ライオンズクラブ

豊川市土地改良区 額田ライオンズクラブ

豊川総合用水土地改良区

豊橋開拓土地改良区 ▽▽▽▽ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ

豊橋南部土地改良区 岡崎ロータリクラブ

幡豆水利土地改良区協議会 岡崎南ロータリークラブ

二川土地改良区 刈谷ロータリークラブ

碧南市土地改良区 知多ロータリークラブ

宮田用水土地改良区

牟呂用水土地改良区 ▽▽▽▽そのそのそのその他団体他団体他団体他団体

明治用水土地改良区 (公社)愛知県医師会

矢作川沿岸土地改良区連合 愛知県陶磁器工業協同組合

矢作北部土地改良区連合 (一社)愛知広告協会

領内川用悪水土地改良区 (一社)刈谷青年会議所

2021/07/05版

１万円以上１万円以上１万円以上１万円以上

※この名簿には、お名前の掲載を了解していただいた企業等を掲載しています。

※下記の団体は紙面の都合により、お名前の掲載は遠慮していただいていますので、ご了承ください。

・国や地方公共団体等の行政機関及びそれに準ずる組織（省庁・県市町村役場・警察署等）

・日本郵政グループ ・みどりの少年団、ボーイスカウト、ガールスカウトの各隊 ・学校･幼稚園等
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