
ー 企業、自治体、NPO等、個人含めて参加いただくことが可能です－

３０by３０アライアンス 参加者一覧

世の中カエル仲間たち 443者

○企 業（２２７団体） ＜50音順＞

アース製薬 (株) カルビー (株) (株) 西武ライオンズ 東洋紡不動産(株) (株) フジタ

(株) アイシン (株) 川崎商店
(株) 西武リアルティソリューションズ

東京ガーデンテラス紀尾井町
東レ (株) 富士通 (株)

青葉緑化工業 (株) (株) 環境アセスメントセンター 積水化学工業 (株) 特種東海製紙 (株) Black forest (同)

旭化成 (株) 関西エアポート(株) 積水樹脂 (株) (株) ところざわ未来電力 (株) プレシーズ

旭化成ホームズ (株) (株) ＫＡＮＳＯテクノス 積水ハウス (株) 戸田建設 (株) (株) プレック研究所

アサヒグループホールディングス(株) 基礎地盤コンサルタンツ(株) CELUMIX (株) とちわらこども自然体験キャンプ場 (株) 文化資本創研

アジア航測 (株) キヤノン (株) 剪定屋空 凸版印刷 (株) 文化シヤッター(株) 

アドバンエンジ (株) 九州電力 (株) ソニーグループ (株) 豊田合成 (株) 北越コーポレーション (株)

(株) アドバンテスト キリンホールディングス (株) ソフトバンク (株) トヨタ自動車 (株) 本田技研工業 (株)

アルスコンサルタンツ (株) (株) グリーン・ワイズ 損害保険ジャパン (株) (株) 豊田自動織機 マルハニチロ (株)

(株) アレフ (株) GREEN FORESTERS 第一三共 (株) 豊田鉄工(株) 万田発酵(株) HAKKOパーク

イーソリューション (株) グリーンフロント研究所(株) 第一生命保険 (株) 群馬支社 トヨタ紡織 (株) 三井住友建設 (株)

イオン (株) KDDI (株) 大王製紙(株) (株) 長瀬土建 三井物産 (株)

石坂産業 (株) KPPグループホールディングス (株) 大成建設 (株) 西日本技術開発 (株) 三井不動産(株)

(株) 伊勢戸銘木店 (株) 建設環境研究所 大東建託 (株) 西松建設 (株) 三菱地所 (株)

いであ (株) (株) 建設技術研究所 大同特殊鋼 (株) ニッタ(株) 三菱商事 (株)

出光興産 (株) 鴻池運輸(株) 大日本印刷 (株) 日本電気 (株) 三菱製紙 (株)

(株)ＩＭＡＩ企画 コカ·コーラ ボトラーズジャパン(株) ダイビル (株) 日本道路 (株) 三菱電機 (株)

インテムコンサルティング (株) コクヨ (株) 太平電機 (株) 日本エヌ・ユー・エス(株) 三菱マテリアル(株)

(株) ウエスコ コマニー (株) 太平洋工業 (株) 日本航空 (株)
(株)三菱UFJフィナンシャル・グルー
プ

ウォータースタンド (株) サカタインクス (株) 太陽生命保険 (株) 日本製紙 (株) ミヤマ (株)

内山緑地建設 (株) (株) sustainacraft
大和ハウス･アセットマネジメント
(株)

日本製鉄 (株) (株) 未来創造部

AGC (株) 三機工業 (株) 大和ハウス工業(株) (株) 日本設計 むつみ造園土木 (株)

HRガバナンス・リーダーズ (株) サンクスラボ (株) 大和リース(株) 日本テクノ(株) 明治ホールディングス (株)

(株) エイト日本技術開発 サンデン (株) 武田薬品工業(株)京都薬用植物園 日本テレビ放送網 (株) (株) モリアゲ

auじぶん銀行 (株) サントリーホールディングス(株) (株) 竹中工務店 (株) ノトハハソ (同) モリ田守

(株) エコプラン研究所 (株) ジェイテクト 田島山業 (株) 野村不動産ホールディングス (株) (株)Molick

(株) エコリス シチズン時計 (株) (株) 地域環境計画 バイオインサイト (株) (有)森のアトリエ

(株) エコロジーパス (株) 島津製作所 中越パルプ工業(株) (株) バイオーム 八千代エンジニヤリング（株）

エスペック (株) 清水建設(株) 中央可鍛工業 (株) パシフィックコンサルタンツ (株) ヤハギ緑化(株)

エスペックミック (株) (株) 商船三井 中央復建コンサルタンツ (株) (株) 長谷工コーポレーション (株) やまとわ

ＮＴＳホールディングス (株) (株) シンク・ネイチャー ちゅうぎんフィナンシャルグループ パナソニック (株) (株) 山梨中央銀行

(株) NTTデータ 信州地域エネルギー (株) 鉄建建設 (株) (株) 迅技術経営 ユアサ木材 (株)

(株) NTTドコモ (株) 菅組 デロイト トーマツ (同) Value Frontier (株) (株) UACJ

ENEOSホールディングス (株) (株)スマイリーアース (株) デンソー 阪神園芸 (株) 横浜ゴム (株)

愛媛ダイビングセンター 住友大阪セメント(株) 東急不動産ホールディングス (株) (株) BiSUS ライオン(株)

MS＆ADインシュアランスグループ
ホールディングス (株)

住友化学 (株) 東急リゾーツ＆ステイ (株) (株) 日立製作所 (株)  LIFESYNC

(株) MNコンサルタント 住友不動産 (株) 東京海上日動火災保険 (株) (株) 日立ビルシステム (株) リコー

王子ホールディングス (株) 住友ベークライト (株) 東京ガス(株) BIPROGY (株) (株) 離島未来ラボ

応用地質 (株) 住友林業 (株) 東京建物 (株) (株) 日和ファーム (株) 漁師鮮度

(有) 大出園芸栃木植物園 住友林業緑化 (株) 東京電力グループ (株)ファルコンウィング りんかい日産建設 (株)

(株) 大林組 (株) スリーブイ (株) 東芝 (株) フィッシュパス (株) ログウェル日本

(同) オフィスククリ (株) 静環検査センター 東芝ライテック (株) booost technologies (株) YKK (株)

鹿島建設 (株) 西武造園 (株) 東北緑化環境保全(株) (株) フォーバル

(株) 叶 匠寿庵 西武鉄道 (株) 東洋インキSCホールディングス(株) (株) フジクラ

加山興業 (株) (株) 西武ホールディングス 東洋紡(株) 藤クリーン (株)

（2023年５月１０日時点）
発起人を除く、参加者数の総計※



ー 企業、自治体、NPO等、個人含めて参加いただくことが可能です－

３０by３０アライアンス 参加者一覧

世の中カエル仲間たち 443者

○NPO等（１３２団体） ＜50音順＞

NPO法人 Earth＆Human 教王護国寺 (一社) 自然環境文化推進機構 栃木県立那須拓陽高等学校 NPO法人 ホールアース研究所

認定NPO法人 アースウォッチ･ジャパ
ン

協同組合Masters 
HUB 推進コネクト事業部

(一財) 自然公園財団 NPO法人 とちぎ生涯学習研究会 (大) 北海道大学

NPO法人Earth Communication (学) 京都産業大学 NPO法人 自然再生センター (公財)トトロのふるさと基金 まつやまこどもエコクラブ

あいち海上の森フォーラム実行委員会 (一財) 京都仏教会 NPO法人自然塾丹沢ドン会 利根沼田自然を愛する会 (一財) 三重県環境保全事業団

(一社) あきた地球環境会議 NPO法人 クッチャロ湖エコワーカーズ
NPO法人 持続可能な環境共生林業を
実現する自伐型林業推進協会

トンボはドコまで飛ぶかフォーラム 三方五湖自然再生協議会

浅間高原野鳥の会 球磨湿地研究会
持続可能な社会に向けたジャパンユー
スプラットフォーム（JYPS）

トンボみちファンクラブ NPO法人 水辺に遊ぶ会

UMINEKOサステナビリティ研究所 (大) 熊本県立大学 持続可能な森林フォーラム NPO法人 中海再生プロジェクト (一社) MIT

エコガイドカフェ宮古島 (一社) ClearWaterProject (一社) しまんとのわ (大) 長崎大学 教育学部生物学教室 NPO法人 緑のダム北相模

necoツーリズム NPO法人 Green Connection TOKYO NPO法人 社叢学会 NPO法人 日本エコロジスト支援協会 (大) 宮城教育大学 棟方研究室

NPO法人 NPO birth
(一社) くりはらツーリズムネットワー
ク

NPO法人 樹木･環境ネットワーク協会 日本MAB計画支援委員会 NPO法人 室蘭地域再生工場

NPO法人 NPOフュージョン長池 (学) 慶應義塾 NPO法人 循環型社会創造ネットワーク (公社) 日本環境教育フォーラム (一社) more trees

NPO法人 EnVision 環境保全事務所 建仁寺 (宗) 相国寺 (一財) 日本経済研究所 森のようちえん 葉山もりのわ

任意団体「大小迫 つむぎの家」 NPO法人 高蔵寺どんぐりｓ (一社) 処理状況監査員協会 (学) 日本自然環境専門学校 NPO法人 谷田武西の原っぱと森の会

NPO法人 大阪湾沿岸域環境創造研究
センター

(学) 国際基督教大学 非営利型一般社団法人 Silva NPO法人 日本波力発電普及推進協会 山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会

NPO法人 大杉谷自然学校 金田台の生態系を守る会 (一財) セブン－イレブン記念財団 (学) 人間環境大学 山口かえる米俱楽部

NPO法人 OWS 魚と子どものネットワーク 高瀬川を愛する会 沼間里山の会 (一社) 大和森林管理協会

(一財) 沖縄県環境科学センター 桜区のまちづくりを進める会 NPO法人 地域自然情報ネットワーク NPO法人 nature works (一社) ヤマネ・いきもの研究所

おわせむかい農園 (一社) サスティナビリティセンター (一社) Change Our Next Decade
野たまご環境教育研究所
（野の塾工房たまご）

NPO法人 弓手原

華道 月輪未生流 NPO法人 SATOMORI 地球益の会 (一社) ノヤマカンパニー (一社) 養老の森

NPO法人 神奈川県自然保護協会 (一社) 里山生物多様性プロジェクト (一社) 地球温暖化防止全国ネット (一社)はちむすび NPO法人 四日市ウミガメ保存会

NPO法人 唐津 Farm&Food
(一社) サバーソニック&アジロック
フェスティバル

NPO法人 ちば環境情報センター
(福)花畑福祉会 つくばこどもの森
保育園

NPO法人 ラムサール・ネットワーク
日本

(独) 環境再生保全機構 (一財) C.W.ニコル･アファンの森財団 ちょうしのたからプロジェクト 響灘ビオトープ共同事業体 NPO法人 LEAF26

NPO法人 環境パートナーシップいわて
GTFグレータートウキョウフェスティ
バル実行委員会

NPO法人 天覧山・多峯主山の自然を
守る会

(公財) ひょうご環境創造協会 ワーカーズコープ連合会

(一社) 環境パートナーシップ会議
認定NPO法人 四国自然史科学研究
センター

(学) 桐光学園中学高等学校
生物科・生物部

(大) 兵庫県立大学
地域資源マネジメント研究科

和白干潟を守る会

認定NPO法人 環境リレーションズ
研究所

認定NPO法人 宍塚の自然と歴史の会 洞峰いきもの SDGs の会 (一財) 広島県環境保健協会

(公財)キープ協会 (一財) 自然環境研究センター 東北環境パートナーシップオフィス 富士フイルム・グリーンファンド

(一財) 九州環境管理協会 NPO法人 自然環境復元協会 (大) 東北大学 (一財) 史春森林財団

（2023年５月１０日時点）
発起人を除く、参加者数の総計※

○自治体（３７団体）

＜北海道・東北＞ 群馬県沼田市 ＜中部＞ ＜近畿＞ ＜九州・沖縄＞

北海道札幌市 埼玉県 富山県 大阪府阪南市 福岡県北九州市

北海道黒松内町 埼玉県所沢市 長野県軽井沢町 兵庫県神戸市 佐賀県鹿島市

宮城県 東京都多摩市 岐阜県高山市 兵庫県豊岡市 福岡県久留米市

宮城県大崎市 神奈川県横須賀市 愛知県 兵庫県丹波篠山市 熊本県熊本市

宮城県仙台市 秦野市くずはの家(神奈川県秦野市) 愛知県岡崎市 和歌山県 大分県

福島県いわき市 新潟県 愛知県名古屋市 ＜中国・四国＞ 宮崎県綾町

＜関東＞ 新潟県佐渡市 三重県亀山市 島根県 沖縄県

栃木県小山市 静岡県静岡市 徳島県



ー 企業、自治体、NPO等、個人含めて参加いただくことが可能です－

３０by３０アライアンス 参加者一覧

○発起人（２２団体）

(一社)日本経済団体連合会 国際自然保護連合日本委員会 (公財)都市緑化機構 (公社)日本動物園水族館協会 国立研究開発法人 国立環境研究所

経団連自然保護協議会
(一社)コンサベーション・
インターナショナル・ジャパン

日本景観生態学会
(公社)日本ナショナル・トラスト
協会

<事務局> 環境省

(一社)日本旅行業協会
SATOYAMAイニシアティブ推進
ネットワーク

(公財)日本自然保護協会 (公財)日本野鳥の会

(一社)いきもの共生事業推進協議会 (一社) 自然環境共生技術協会 (公社)日本植物園協会 生物多様性自治体ネットワーク

(一社)企業と生物多様性イニシア
ティブ

(公財)世界自然保護基金ジャパン (公財)日本生態系協会 (独)国際協力機構

世の中カエル仲間たち 443者

○個人（４７名）

（2023年５月１０日時点）
発起人を除く、参加者数の総計※
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