
H22/11/30現在

企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名 企　　業　　名
ＮＴＴ東日本山形グループ （株）山形城南木材市場 山形螺子工業（株） 村正運輸（株）
ダイドードリンコ（株） （株）山形環境荒正 （株）コヤマ （株）村山商工
ルネサス山形セミコンダクタ（株） 山形富士電機（株） （株）アシスト 渡部醸造店
ケミコン山形（株） 中央公害清掃（株） （株）山形道路 我妻建設工業（株）
ロータス山形（株） （株）三和 （株）軽部組 わたなべ矯正歯科医院
京セラキンセキ山形（株） 城北電気工事（株） （株）マツダ建設 大辻外科胃腸科
山形放送（株） （株）山形ビルサービス 岡崎医療（株） （株）小黒造園
コバレントマテリアル（株）小国事業所 双葉設備工業（株） （株）三和精機 文化清掃（有）
（株）トプコン山形 （株）ユアシス （株）テトラス 漆山歯科医院

H22年「緑の募金」にご協力いただいた企業のみなさま

（株）トプコン山形 （株）ユアシス （株）テトラス 漆山歯科医院
（株）山形新聞社 日本地下水開発（株） 高島電機（株） 三友堂病院
山建工業（株） タンノ清掃興業（株） （株）ナルセ 中央清掃（有）
東北電力（株）山形支店 （株）ヤマコー （株）タカハシ電工 （株）アイタ工業
山形スリーエム（株） （株）ジャワ商会 （株）日下部工務店 （株）にしむら米沢支店
日東ベスト（株） （株）幸輪 内外緑化（株） きらやか銀行楯岡支店
（株）東根新電元 医療法人　出羽内科 （株）山形テレビ （株）マルニ建工
山形ガス（株） （有）宮村産業開発 （有）日紅緑化 山形銀行楯岡支店
佐久間会計事務所 （株）新田家具店 （株）第一電機 長井中央青果（株）
（株）ウンノハウス 内科胃腸科島津医院 トヨタカローラ山形（株）カーパル桜田 白鷹タクシー（株）
彌満和精機工業（株） （有）フジテック 八千代観光バス（株） 山形ハネダコンクリート（株）
（株）ライナー （株）サン十字 ヒミヤ石油工機（株） 労働金庫村山支店
（株）仁科工務店 （株）タカハタ電子 山新建装（株） 横山測量設計事務所（株）（株）仁科工務店 （株）タカハタ電子 山新建装（株） 横山測量設計事務所（株）
（株）三和技術コンサルタント （株）ＳＵＭＣＯ米沢事業所 （株）エーディーバンク （株）鍋元商店
ティーエヌアイ工業（株）長井工場 すだ記念整形外科 （株）仁藤組 十和建設（株）
Ｔ・Ｈ・Ｋ（株）山形工場 東北電機鉄工（株）米沢営業所 （株）上杉コーポレーション 長井交通（株）
アシード（株） 産科・婦人科 さくらクリニック 田中クリニック （有）ジャステック
東北ナノテック（株） 置賜建設（株） （株）北越フォレスト米沢工場 荘内銀行楯岡支店
那須建設（株） （株）アジロ造園 （社）米沢シルバー人材センター （株）下山製材
（株）トップパーツ 吾妻建設（株） （株）タケマエ 黒澤建設工業（株）
ペンタックス山形（株） 米沢清掃（有） （株）ザクタテクノロジーコーポレーション （株）カルイ
（株）小川建設 オーガニック川口（株） 米沢発条（株） （株）山形読売旅行会
庄内園芸緑化（株） （株）中村建設 三友設備 ジャストクリーン（有）
（株）朝日相扶製作所 博済会　高橋胃腸科外科医院 （株）タカハシ電工米沢営業所 東南電気工事（株）
東北硅砂（株） ＡＧＣディスプレイグラス米沢（株） 庄司眼科クリニック （株）吾妻観光タクシー東北硅砂（株） ＡＧＣディスプレイグラス米沢（株） 庄司眼科クリニック （株）吾妻観光タクシー
（株）八鍬土建 （有）岡村工機 （株）丹工社塗装所 （有）色部組
（株）渡辺工務所 （有）セフティー工業 医療法人　くまの医院 黒澤建設工業（株）米沢営業所
（株）東北緑地造苑 米沢浜理薬品工業（株） （株）置賜総合開発 東北労働金庫長井支店
曙ブレーキ山形製造（株） 精英堂印刷（株） 太田建設（株） 荘内銀行長井支店
東北エプソン（株） 新和設計（株） （有）荒井材木店 （株）安部組
東北興産（株） （株）エスアンドケイ 米沢ダイヤエレクトロニクス（株） （有）渋谷重機開発
（株）畑山 ハイメカ（株） （株）新光住設産業 南陽検診センター
環清工業（株） （株）ケンコン （有）佐藤土建 （株）朝日自然観
（株）中幸製作所山形工場 （株）ナブテスコ・オートモーティブ （株）シグマ 日本フィルター（株）
（株）カナン 置賜クリーン設備（株） （有）建築色摩 米沢ヤクルト長井センター
東北銘醸（株） リバーヒル長井 （株）和美屋 大谷郵便局
（株）アーレスティ山形 （株）十字電子 （株）小島洋酒店 宮宿郵便局（株）ア レスティ山形 （株）十字電子 （株）小島洋酒店 宮宿郵便局
（株）髙橋組 農林中央金庫山形支店 （株）ナウエル おぐに白い森（株）
（株）オオバ ミクロンメタル（株） 山形酸素（株）米沢営業所 サカタ理化学（株）
（株）小森マシナリー （株）アサイ （有）米圧興業 山形中央信用組合本店
水澤化学工業（株）水沢工場 （株）アオバヤ 金子建設工業（株） 長井自動車学校（株）
菅原建設（株） 村山建設（株） 千代田電工（株） （株）にしむら庄内支店
（株）山田工務店 大東建設（株） マルユウ建設（株） （有）佐藤ポンプ商会
有賀建設（株） 丹生工業協同（株） （株）宮坂ポリマー山形工場 （有）佐々木建設
三和油脂（株） （株）山形メイコー たかだ内科 佐藤電気工業（有）
（株）滝の湯ホテル 勝川建設（株） （株）置環 （有）髙木建設
東北パイオニア（株） （株）黒田組 石橋医院 木田建築設計事務所
エムテックスマツムラ（株） （株）まるしげ （有）厚生社 岸建設
キャタピラー東北（株）山形支店 （株）角田商店 東北ホモボード工業（株） （株）最上振興キャタピラ 東北（株）山形支店 （株）角田商店 東北ホモボ ド工業（株） （株）最上振興
（有）天童工業 （株）山形環境エンジニアリング （株）マルハチ （有）髙橋産業
やまがたスポーツパーク（株） 東北日本ハム（株） （株）ヤマガタ共同 押切政志建築設計事務所
（有）後藤竹材店 （株）渡部砂利工業所 山田建設（株） エム・ジー・エム（有）
協同薬品工業（株） （株）小松組 （株）サンユー技研 （有）月光土建
（株）松田組 （株）金龍 （株）安藤組 福田織物工業（有）
日東ベスト（株）東根工場 オイルケミカルサービス（株） （株）矢作組 森谷工業（有）
山形カシオ（株） （株）庄内測量設計舎 （株）江目組 （株）ウンノハウス県南支店
山形オーデリック（株） （株）ニクニ山形工場 （株）木村組 西村建築工房
明立工業（株） （株）ダイユー 青山建設（株） （有）みつわ美容室
小川建設（株） 鶴岡ガス（株） （株）マルカ （有）こまくさ花店
奥山建設（株） （有）安野測量事務所 （株）ヤマトテック （株）鷺宮製作所米沢工場
（株）斎藤建設 （有）東北紙商 田中貴金属工業（株）鶴岡工場 きらやか銀行宮宿支店（株）斎藤建設 （有）東北紙商 田中貴金属 業（株）鶴岡 場 きらやか銀行宮宿支店
（株）阿星組 秋保建設（株） （株）菅原工務店 道の駅むらやま
（株）山形メタル 葉山建設（株） 安達設備工業（株） 山形銀行宮宿支店
（株）マルコウ環境 高橋設備（株） 三ツ和工業（株）山形工場 クアハウス碁点
アイ・エム・マムロ（株） 梅津組（株） （株）ヨロズエンジニアリング 東根市シルバー人材センター
（株）小松建設 小笠原建設（株） （有）植進造園 西五百川郵便局
（株）板垣鉄工所 小林防護工事（株） （有）フジハラ自動車
村山生コン（株） 山形サンケン（株） （株）ジオテック
（株）きらやか銀行県庁通支店 （株）山本製作所 （株）高良山形営業所
弘栄設備工業（株） 山形イハラ（株） エヌエス環境（株）山形営業所
オビサン（株） ベーリンガーインゲルハイム製薬（株） （株）斎藤商会
東光計測（株） アイジー工業（株） 渡辺印刷
（株）千歳建設 （株）山形共和電業 （株）東北消防設備
山形電子（株） （株）天童給食センター （株）武田組
スズキハイテック（株） （株）モリヤ （有）鈴忠建設
（株）丹野 最上セーフティ（株） 東京第一ホテル米沢
（株）山形銀行県庁支店 （有）協友門間商事 城南産業（株）
（株）山形クボタ 宏和工業（株） （有）斎電工業所
山形いすゞ自動車（株） 北郡信用組合本店 （株）県南クリーニングセンター
（株）荘内銀行県庁前支店 不二工業（株） （有）エヌ・エープラスチック
共和防災建設（株） （株）エツキ （株）米沢牛黄木
ミドリホクヨー（株） （株）三和技建 （株）紫雲堂
（有）くまがい （株）サトー精工 粉名屋小太郎

上記のご紹介以外にも、県内市町村や各協議会を通じた多数のご寄附・ご協力上記のご紹介以外にも、県内市町村や各協議会を通じた多数のご寄附・ご協力

をいただいております。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。（順不同・敬称略）



H22/11/30現在
団　　体　　名 団　　体　　名 行政機関

山形地方森林組合 山形県農業共済組合連合会（NOSAI山形） 山形県庁
西村山地方森林組合 （社）西村山建設業協会 山形県村山総合支庁
北村山森林組合 山形県国民健康保険団体連合会 山形県最上総合支庁
東根市森林組合 （財）山形県埋蔵文化財センター 山形県置賜総合支庁
最上広域森林組合 鶴岡市農協 山形県庄内総合支庁
金山町森林組合 米沢再生資源協同組合 山形市

H22年「緑の募金」にご協力いただいた団体・行政機関のみなさま

金山町森林組合 米沢再生資源協同組合 山形市
米沢地方森林組合 山形県男女共同参画センター 寒河江市
西置賜ふるさと森林組合 特別養護老人ホームふれあい荘 上山市
小国町森林組合 山形県社会福祉協議会 村山市
出羽庄内森林組合 野川土地改良区 天童市
温海町森林組合 ＪＡおきたまあやめ支店 東根市
北庄内森林組合 新築西通り会館（山形県消防協会ほか） 尾花沢市
山形県森林土木建設業協会 山形県商工会連合会 山辺町
神町駐屯地 （一財）山形県理化学分析センター 中山町
（社）日本自動車販売協会連合会山形県支部 東根市商工会 河北町（社）日本自動車販売協会連合会山形県支部 東根市商工会 河北町
日本一の芋煮会フェスティバル実行委員会 東根市建設業協会 西川町
関山愛林公益会 村山警察署 朝日町
山形県土地改良事業団体連合会 （財）山形県企業振興公社 大江町
全国農業協同組合連合会山形県支部 （財）山形県産業技術振興機構 大石田町
庄内環境緑化事業協同組合 村山東根土地改良区 新庄市
観音寺生産森林組合 村山市商工会 金山町
東日本チェーンソーアート競技大会実行委員会 山形県後期高齢者医療広域連合 最上町
慈光園 村山市社会福祉協議会 舟形町
全国共済農業協同組合連合会山形県支部 （社）山形県私立学校総連合会 真室川町全国共済農業協同組合連合会山形県支部 （社）山形県私立学校総連合会 真室川町
（財）山形県結核成人病予防協会 東根市社会福祉協議会 大蔵村
山形商工会議所 東根市管工事組合 鮭川村
山形県信用保証協会 長井税務署 戸沢村
みちのく村山農業協同組合 やまがた森の感謝祭２０１０実行委員会 米沢市
庄内赤川土地改良区 東根市観光物産協会 長井市
沼沢生産森林組合 村山市西部土地改良区 南陽市
猪野沢生産森林組合 ＪＡさがえ西村山朝日営農生活センター 高畠町
泉郷生産森林組合 長井商工会議所 川西町
村山市建設業協会 白川土地改良区 小国町村 市建設業協会 改良区 国町
山形県農業信用基金協会 （社）山形県観光物産協会 白鷹町
山形県緑化事業協同組合連合会 山形県住宅供給公社 飯豊町
（財）山形県結核成人病予防協会 山形県職業能力開発協会 鶴岡市
山形県設備設計事務所協会 （財）山形県国際交流協会 酒田市
小野川源泉協同組合 山形県林業労働力確保支援センター 三川町
米沢市金融団 朝日町商工会 庄内町

遊佐町
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上記のご紹介以外にも、県内市町村や各協議会を通じた多数の

ご寄附・ご協力をいただいております。

この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

（順不同・敬称略）




