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地球環境基金を支援して下さった方々
地球環境基金に平成18年4月～平成19年3月末までにご寄付・ご出えん下さった方々は次のとおりです。個人や企

業・団体として協力していただいた方はもちろん、様々なイベントや地球環境市民大学校の各講座、また「地球環

境カード」のご利用を通じて募金活動に参加してくださった方々、そしてこれらの募金にご理解を示してくださっ

た大勢の方々に深く御礼申し上げます。

個人 地方公共団体
ジョージ・タッカー
イワモトヨシユキ
オオモリ
カネコミキオ
カワタコウヘイ
ハシヅメアツコ
ヒラタ　ケイ
ヒロセミツノリミキ
マツイリョウ
マツシマミチコ
ミヤナガケイコ
モリヤヤスヒロ
伊勢春美
伊藤一秀
伊藤幸江
奥井美由紀
加藤啓子
梶谷ひろみ
管　一陽
金上大佑
戸張友紀
戸田澄誉

企業
(株)ALTC
FJBエージェント(株)
FJBサプライ(株)
(株)JCS山陽
(株)JCS西日本
(株)JCS中国
(株)JCS東日本
KRSグループ社会貢献クラブ
MED Communications(株)
(株)TJ天気予報
(株)TMDたまプラーザ東急SC商店会
UFJニコス(株)営業推進本部
UFJニコス(株)銀座支店
UFJニコス(株)
UFJニコス(株)名古屋事務センター
(株)IBS
(株)アクシス
(株)アクセル
(株)ウォーターワーク
(株)エム・アール・シー
かいぎんカード(株)
カリタ建設工業(株)
ぎふぎんカード(株)
(株)クレディセゾン
(株)サイバーガジェット
(有)サカプロ
(株)JCB
システムニコル(株)
(株)シンコー　環境管理部
セイワエステート(株)
(株)セルバ
たいこうカード(株)
ダイドードリンコ(株)
(株)ダイナックス都市環境研究所
たまプラーザ東急SC
(株)DCカード
トータリゼータエンジニアリング(株)関東第三事業所
トータリゼータエンジニアリング(株)広島事業所
トータリゼータエンジニアリング(株)東北事業所
(株)とちぎんカード・サービス
(株)はくばく
ピー・アンド・ジー・ノースイースト・アジア・ピーティーイー・リミテッド
ビステオンジャパン(株)
(株)ファミリーマート
(株)ファミリーマート　社会・環境推進部
(株)フジランド
(株)プランタン銀座
(株)リッツステーション
(有)永代運輸倉庫

益田市役所　福祉環境部　環境衛生課
越知町役場
燕市役所　分水サービスセンター
遠軽町役場　丸瀬布総合支所　民生課
遠野市役所　生活環境部　環境課
塩谷町役場　住民課
横手市　平鹿地域局　市民生活課
王滝村役場　住民課
岡崎市役所　環境保全課
岡山市役所　建部支所　市民サービス課
下松市役所　環境推進課
下仁田町役場　保健環境課
下川町役場　税務住民課
下野市役所　環境課
下呂市役所　萩原庁舎
嘉麻市役所　嘉穂総合支所　市民税務課
河西郡中札内村役場
河南町役場
花巻市役所　東和総合支所　生活環境課
海津市役所　環境衛生課
開成町役場
貝塚市役所　環境交通課
掛川市役所　環境保全課
笠間市役所　環境保全課
笠間市役所　岩間支所　生活課
潟上市役所　生活環境課
葛巻町長　中村哲雄
葛城市役所　環境課
岩国市役所　生活環境部　環境保全課
岩国市役所　美和総合支所　市民課
岩出市役所
岩沼市役所　民生部　生活環境課
喜多方市役所　熱塩加納総合支所　市民課
基山町役場
紀の川市役所
紀美野町役場　神野支所　住民室
紀北町役場　環境管理課
騎西町役場
杵築市役所
久慈市役所　市民生活部　市民課
久保田町役場
宮崎県庁　環境森林課
宮津市役所　環境保健室
京丹後市役所
玉名市役所　環境整備課
金山町役場　環境整備課
九十九里町役場　環境課
倶知安町役場　環境対策課
駒ヶ根市役所
熊取町役場　住民部　環境企画課
郡上市役所　高鷲地域振興事務所　総務管理課
郡上市役所　大和地域振興事務所　総務管理課
犬山市役所　環境課
湖南市役所　西庁舎　市民生活課
五島市役所　富江支所
御前崎市役所　市民課　生活環境室
広尾町役場　住民課　環境衛生係
甲賀市役所　信楽支所
甲斐市役所　双葉庁舎　環境課
行方市役所　環境課
香取市役所　栗源区事務所　市民環境課
高砂市役所　生活環境部　環境政策課
高山市役所　市民環境部　環境資源課
高松市役所　環境保全課
高知県高岡郡佐川町長　榎並谷哲夫
高畠町役場　住民生活課　環境対策室
高梁市役所　川上地域局
合志市役所　環境衛生課
黒部市役所　宇奈月庁舎　市民生活班
今治市役所　大三島支所
佐伯市役所　生活環境課
佐野市役所　環境政策課
佐呂間町役場　総務課
三種町役場　山本総合支所

地方公共団体
いなべ市役所　市民部　生活環境課
おいらせ町役場　環境保健課
グリーン・シティ山中
さがみはら環境まつり実行委員会
シロサトチョウチョウ
たつの市役所　御津総合支所　市民課
ふじみ野市役所　生活課
みなべ町役場　環境課
阿賀町役場　上川支所　住民係
阿賀野市役所　京ヶ瀬支所　市民生活室
鯵ヶ沢町役場　町民生活課
綾瀬市役所　環境保全課
綾部市役所　環境保全課
安平町役場
伊勢原市役所　生活経済部　環境保全課
伊勢市役所　環境政策課
伊達市役所　梁川総合支所　市民課
伊那市役所　生活環境課
伊平屋村役場
井原市役所　環境課
一色町役場　住民課
茨木市役所　環境保全課
隠岐の島町役場　布施支所
羽曳野市役所　環境衛生課
雲仙市役所　千々石総合支所
雲南市役所　木次総合センター　自治振興課

佐々木玲子
坂本昇一
山 徹也
若築・本間JV
園部与志克
青木杉匡
川崎久美子
大浦久幸
大西定二
大林好美
大藪基輝
中村　亨
土橋弘忠
嶋元　誠
藤本勝美
波田野統之
梅沢せいこ
福田俊明
福林直樹
本田　聡
鈴木咲子

注１・このリストは地球環境基金への振込み通知書等に記載された名称・氏名に基づき作成しております関係上、個人及び企業、団体等の区別については必ずしも正
確でない場合がありますのでご了承願います。

注２・法人格は略称にて掲載させていただいております。

企業
楽天オークション(株)
(株)環境向学
共立クレジット(株)
九州カード(株)
(株)五光物産
(有)弘和商事
(有)佐用自動車整備工場
(株)札幌北洋カード
三愛石油(株)
三井住友カード(株)東京営業第二部
(株)山本清掃
(株)植木組　東京支店
新光商事㈱ISO事務局
清水カードサービス(株)
西京カード(株)
仙銀カード(株)
(株)大東クレジットサービス
丹波ワイン(株)
中央三井カード(株)
(株)中京カード
東急建設(株)
中部事務機再販（(株)オフィスアサイ）
(株)鶴屋百貨店
(株)電通
(株)渡辺製作所
東海旅客鉄道(株)
東急建設(株)
東京ガス(株)環境エネルギー館
(株)東京ドーナツ
(株)東京放送
東洋エレクトロン(株)
東和カード(株)
(株)内田洋行　九州支社
日産チェリー佐用販売(株)
日本リライアンス(株)
能勢電鉄(株)
(株)白洋舎
富士通サポートアンドサービス(株)
(株)富士通ビジネスシステム　千葉サービス部
(株)富士通ビジネスシステム秋葉原事業所
泡清水エコー(株)
(株)北都クレジット
(株)名古屋エム・シーカード
(株)名古屋東急ホテル
(株)木村土建
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地方公共団体
三島市役所　環境企画課
三豊市役所　三野支所　住民課
三木市役所　上下水道部　下水道課
三木市役所　生活環境課
山形村役場　住民課
山中美化センター
山武市役所　山武支所
山辺町長　遠藤　直幸
山陽小野田市　環境経済部　環境課
滋賀県高島市役所　マキノ支所　住民課
七尾市役所　市民生活部　環境課
柴田町役場　町民環境課
射水市役所　市民環境部　環境課
取手市役所　環境保全課
守山市役所　環境政策課
小山市役所　市民生活部　環境課
小松市役所　環境企画課
小浜市役所　環境衛生課
小平市役所　環境部　環境保全課
松浦市役所　市民生活課
松江市役所　宍道支所　市民生活課
松坂市役所　嬉野地域振興局　生活環境課
松阪市役所　飯南地域振興局　生活環境課
焼津市役所　環境衛生課
上越市役所
上富田町役場　住民生活課
上富良野町役場　町民生活課
色麻町役場　町民税務課
信濃町役場
榛東村長　真塩　卓
真庭市役所　中和支局
真庭市役所　湯原支局　市民福祉課
真庭市役所　北房支局　市民福祉課
神崎市役所　生活環境課
秦野市役所　環境保全課
瀬戸内市役所　長船支所　市民生活課
生駒市役所　環境事業課
西脇市役所　生活環境課
石巻市役所　生活環境部　環境対策課
赤村役場
千歳市役所　市民環境部　環境課
川崎町役場　町民生活課
川島町役場　生活環境課
浅口市長　田主智彦
浅口市役所　環境課
匝瑳市役所　環境生活課
匝瑳市役所　野栄総合支所　地域整備室
相模原市役所　相模湖経済環境課
草津市役所　環境課
多古町長　菅澤英毅
太子町役場　生活福祉部　生活環境課
対馬市役所　峰支所　住民生活課
大井町役場　環境保全課
大館市役所　比内総合支所　福祉環境課
大治町役場　福祉部　衛生課
大仙市役所　市民生活部　環境課
大村市役所　環境保全課
大台町役場　生活環境課
大槌町長　山崎三雄
大木町役場　環境課
大野市役所　和泉支所
大里行政センター　市民環境課
丹波市役所　環境部　環境政策課
淡路市役所　一宮総合事務所
筑前町収入役
筑前町役場　環境課
中井町役場
中津市役所　三光支所
朝倉市役所　杷木地域行政センター　市民環境課
朝日村役場　住民生活課
朝来市役所　生活環境課
長浜市役所　びわ支所　市民生活課

地方公共団体
長万部町長　白井捷一
長門市役所　油谷総合支所　市民福祉課　市民生活係
津山市役所　加茂支所　住民生活課
津市役所　久居総合支所　環境課
鶴岡市役所　温海庁舎　建設環境課　下水道環境班
鶴岡市役所　環境部　環境課
天栄村役場
天塩町長　本田義彦
天草市役所　環境課
天草市役所　倉岳支所
登米市役所　石越総合支所
都城市役所　山之口総合支所　市民生活課
砥部町役場　広田支所
土岐市役所
土佐清水市役所　環境課
東みよし町役場　三好庁舎　環境課
東温市役所
東京都新宿区役所　環境土木部　環境保全課　環境推進係
東京都豊島区役所　環境課
東近江市役所　愛東支所
東近江市役所　蒲生支所
東通村役場企画課
東彼杵町役場　町民課　環境衛生係
徳島市役所　環境保全課
栃木市役所　環境課
那須町長　佐藤正洋
南アルプス市役所　環境課
南種子町役場　保健福祉課　衛生係
南足柄市役所　市民部　環境課
南島原市役所　有家総合支所　市民課
南風原町役場　環境保健課
二丈町役場　生活環境課
二本松市役所　安達支所　市民生活課
二本松市役所　市民部　生活環境課
日向市役所　東郷町地域自治センター
日高村役場　健康福祉課
日高町長
日立市役所　環境保全課
能登町役場　環境対策課
播磨町役場　健康保全グループ
萩市役所　旭総合事務所
柏市役所　環境部　環境保全課
白山市役所　鳥越支所
白石市役所　民生部　生活環境課
八頭町役場　船岡支所
斑鳩町役場　環境対策課
飯館村役場
備前市役所　日生総合支所　市民福祉課
尾張旭市役所　環境課
美幌町役場　民生部環境生活グループ　環境衛生担当
美和町役場　環境衛生課
姫路市役所　夢前事務所　市民生活担当
浜田市役所　三隅支所　福祉課
富山県庁　生活環境文化部　環境政策課
富士市役所
富士川町役場　産業環境課
福崎町役場　住民生活課
福智町役場　方城支所　住民生活課
平塚市役所　環境部　環境政策課
平田村役場
別府市役所　環境安全課
豊田市役所　環境政策課
防府市役所　環境生活課
北栄町長　松本昭夫
北海道庁　環境生活部　環境局　環境政策課
北九州市　小倉北区役所　総務課
北見市役所　端野総合支所　市民環境課
北広島町役場　豊平支所
北秋田市役所　合川支所　市民福祉課
北秋田市役所　森吉支所　市民福祉課
北杜市役所　武川総合支所　環境整備課
本庄市役所　経済環境部　環境推進課

地方公共団体
本巣市役所
妙高市役所　環境生活課　リサイクル係
木曽町役場　開田支所
野々市町役場　くらしの安全課　生活環境担当
矢部村役場
由比町役場
由利本荘市役所　大内総合支所　市民課
余呉町役場
与謝野町役場　住民環境課
里庄町長　大内恒章
和歌山県庁　環境生活総務課
和水町役場
和泉市役所　生活環境部　環境保全課
鰺ヶ沢町役場　町民生活課

その他
「水・空・人」海の学校プロジェクト事務局
NPO法人 UNIVERSAL環境カウンセラー協会事務局
SELECT SHOP NEXR
SME経営者交流会
あざみ野ローンテニスクラブ
エコライフ・フェア　2006
(財)キープ協会　国際部
さいたま市　リサイクル女性会議　会長　丸山　繁子
ジェイチャイナ　イシカワ　ジュンイチ
スペシャルBoy＆Girlsエコクラブ
チルドレン号
ねっとわーく福島潟
ハーブレストラン　パブリック
ばってんリサイクル実行委員会
マリンプロジェクト
ライゲイジユニオン　イシカワ　ジュンイチ
ラムサールセンター
リサイクル運動市民の会
リサイクル汽車ポッポ
わくわくFRIEND'S
伊丹市エコロジーマーケット実行委員会
岡山大学環境部ECOLO
環境省　環境教育推進室
環境省　環境経済課
(財)国際緑化推進センター
(財)山形美術館
集めて使うリサイクル協会
松下電工　松寿会　関東ブロック
松下電工　松寿会　滋賀ブロック
上越市立水族博物館
信州庵
新潟県消費者協会見附支部
神戸市立高取台中学校　高谷道徳
(財)水俣病センター相思社
石巻悠々の里コスモス
(社)全国燃料協会
(財)地球環境戦略研究機関
藤沢工科高校　生徒会
(特)アマモ種子バンク
(特)かえる倶楽部
(特)くまがや有機物循環センター
(特)国際連合活動支援クラシックライブ協会
(特)山の自然学クラブ
(特)地域づくり工房
(特)A.R.S
内浦町農業協同組合
(社)日本テニス事業協会
(社)日本環境教育フォーラム
(財)日本産業開発青年協会
(社)日本植木協会　青年部会
日本大学高等学校　生徒会
日立駅前開発地区オフィス町内会
婦人ゼミナール・コレジオ
(財)北九州国際技術協力協会

地球環境基金の現在の残高（平成19年3月現在） 13,715,489,072円

■「地球環境基金」へのご寄付は銀行または郵便局の振込みにより受け付けております。下記の口座にてお願いします。

なお、独立行政法人環境再生保全機構は、特定公益増進法人に指定されており、この基金にご寄付いただいた個人の方、企業は
税制上の優遇措置（所得控除、損金算入）を受けることができます。

◆口座名称：独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金　◆預金種目：普通預金

銀行・支店 口座番号 銀行・支店 口座番号
ゆうちょ銀行（元日本郵政公社） 00190-0-664214 三井住友銀行　東京公務部 3013615

新生銀行　本店 0789699 三菱東京UFJ銀行　本店 7637448

みずほコーポレート銀行　本店 2413416 りそな銀行　赤坂支店 1023850




