
愛　知　県

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年11月27日（日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知芸術文化センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県芸術劇場大ホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県政150周年記念式典

愛知県政150周年記念感謝状

贈呈団体・企業名簿



【分野】 ［頁］

1

1

2

2

3

5

22

25

地方自治（  9団体）

社会活動（ 56団体）

環境　　（  9団体）

保健医療（148団体）

産業　　（983団体・企業）

　多年、地方自治の伸展に貢献した団体

　多年、社会活動の活性化に貢献した団体

　多年、環境行政の推進に貢献した団体

　多年、社会福祉の向上に貢献した団体

　多年、保健医療の向上に貢献した団体

　多年、教育文化の振興に貢献した団体

　多年、公共安全の確保に貢献した団体

社会福祉（ 31団体）

　 計　 1,740　団体・企業

　　　　　　※　掲載順は、分野ごとに、「一般社団法人」「株式会社」
　　　　　　　　などの組織形態を除いた五十音順（敬称略）

教育文化（141団体）

公共安全（363団体）

　多年、本県産業の発展に貢献した団体・企業



在名古屋インドネシア共和国名誉領事館

在名古屋エチオピア連邦民主共和国名誉領事
館

愛知県行政書士会 在名古屋オーストリア共和国名誉領事館

愛知県市議会議長会 在名古屋オランダ王国名誉領事館

愛知県市長会 在名古屋カザフスタン共和国名誉領事館

公益財団法人愛知県市町村振興協会 在名古屋カナダ領事館

愛知県町村会 在名古屋ガンビア共和国名誉総領事館

愛知県町村議会議長会 在名古屋カンボジア王国名誉領事館

愛知県納税貯蓄組合連合会 在名古屋ケニア共和国名誉領事館

一般社団法人愛知県法人会連合会 在名古屋コスタリカ共和国名誉総領事館

明るい選挙推進愛知県協議会 在名古屋コロンビア共和国名誉領事館

在名古屋シンガポール共和国名誉総領事館

在名古屋スペイン王国名誉領事館

公益財団法人愛知県国際交流協会
在名古屋スリランカ民主社会主義共和国名誉
領事館

愛知県女性団体連盟 在名古屋タイ王国名誉総領事館

愛知県女性地域実践活動交流協議会 在名古屋大韓民国総領事館

愛知県生活協同組合連合会 在名古屋中華人民共和国総領事館

愛知県青少年育成アドバイザー連絡協議会 在名古屋デンマーク王国名誉領事館

愛知消費者協会 在名古屋トルコ共和国総領事館

あいち生活協同組合 在名古屋ハンガリー名誉領事館

公益財団法人あいち男女共同参画財団 在名古屋フィリピン共和国総領事館

一宮生活協同組合 在名古屋フィンランド名誉領事館

一般社団法人ガールスカウト愛知県連盟 在名古屋ブラジル連邦共和国総領事館

かりや愛知中央生活協同組合 在名古屋フランス名誉領事館

国際ロータリークラブ第2760地区 在名古屋ブルキナファソ名誉領事館

一般財団法人コジマ財団 在名古屋米国領事館

在アルゼンチン愛知県人会 在名古屋ベトナム社会主義共和国名誉領事館

在豊橋ドイツ連邦共和国名誉領事事務所 在名古屋ペルー共和国総領事館

在名古屋アンゴラ共和国名誉領事館 在名古屋ベルギー王国名誉領事館

【地方自治】9団体

多年、地方自治の伸展に貢献した団体

【社会活動】56団体

多年、社会活動の活性化に貢献した団体
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在名古屋ポルトガル名誉領事館 愛知県子ども会連絡協議会

在名古屋ミャンマー連邦共和国名誉領事館 社会福祉法人恩賜財団済生会愛知県済生会

在名古屋メキシコ合衆国名誉領事館 一般社団法人愛知県里親会連合会

在名古屋モンゴル国名誉領事館 愛知県肢体不自由児・者父母の会連合会

在名古屋ラオス人民民主共和国名誉領事館 愛知県児童福祉施設長会

生活協同組合コープあいち
特定非営利活動法人愛知県自閉症協会・つぼ
みの会

生活クラブ生活協同組合 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

トヨタ生活協同組合 愛知県重症心身障害児（者）を守る会

一般社団法人日本ボーイスカウト愛知連盟 愛知県重度障害者団体連絡協議会

ブラジル愛知県人会 一般社団法人愛知県私立保育園連盟

ライオンズクラブ国際協会334-A地区
一般社団法人愛知県身体障害者福祉団体連合
会

一般社団法人愛知県セルプセンター

愛知県地域活動連絡協議会

愛知県衛生事業協同組合 愛知県知的障害者育成会

一般社団法人愛知県環境測定分析協会 一般社団法人愛知県知的障害者福祉協会

一般社団法人愛知県産業資源循環協会 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

一般社団法人愛知県浄化槽協会
特定非営利活動法人愛知県難聴・中途失聴者
協会

愛知県浄化槽保全協会 社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会

一般社団法人愛知県猟友会 社会福祉法人愛知県盲人福祉連合会

公益財団法人愛知臨海環境整備センター 一般社団法人愛知県老人福祉施設協議会

環境パートナーシップ・ＣＬＵＢ 一般社団法人愛知県老人保健施設協会

矢作川沿岸水質保全対策協議会 公益財団法人愛知公園協会

特定非営利活動法人愛知盲ろう者友の会

一般社団法人日本ＡＬＳ協会愛知県支部

愛知学童保育連絡協議会 日本赤十字社愛知県支部

愛知県遺族連合会
公益社団法人認知症の人と家族の会愛知県支
部

社会福祉法人愛知県共同募金会

愛知県筋ジストロフィー協会

社会福祉法人愛知県厚生事業団

多年、環境行政の推進に貢献した団体

【社会福祉】31団体

多年、地域福祉の向上に貢献した団体

【環境】9団体
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愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院

愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院

医療法人清水会相生山病院 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院

愛知医科大学病院 愛知県国民健康保険団体連合会

愛知医科大学メディカルセンター 一般社団法人愛知県歯科医師会

社会福祉法人愛知いのちの電話協会 公益社団法人愛知県歯科衛生士会

公益財団法人愛知県アイバンク協会 一般社団法人愛知県歯科技工士会

公益社団法人愛知県医師会 公益社団法人愛知県柔道整復師会

愛知県医薬品卸協同組合 愛知県食鳥肉販売業生活衛生同業組合

愛知県医薬品工業協会 愛知県食肉生活衛生同業組合

愛知県医薬品配置協議会 一般社団法人愛知県食品衛生協会

一般社団法人愛知県医薬品販売業協会 公益社団法人愛知県助産師会

愛知県医療機器販売業協会 一般社団法人愛知県鍼灸師会

一般社団法人愛知県医療法人協会 一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会

愛知県医療療育総合センター中央病院 公益社団法人愛知県診療放射線技師会

愛知県飲食生活衛生同業組合 愛知県すし商生活衛生同業組合

公益社団法人愛知県栄養士会
公益財団法人愛知県生活衛生営業指導セン
ター

愛知県簡易水道協会 一般社団法人愛知県生活衛生同業組合連合会

公益社団法人愛知県看護協会 愛知県精神医療センター

愛知県がんセンター 一般社団法人愛知県精神科病院協会

愛知県喫茶飲食生活衛生同業組合
特定非営利活動法人愛知県精神障害者家族会
連合会

愛知県クリーニング生活衛生同業組合 愛知県精神保健福祉協会

公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団 一般社団法人愛知県精神保健福祉士協会

愛知県公衆浴場業生活衛生同業組合 愛知県赤十字血液センター

愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 特定非営利活動法人愛知県断酒連合会

愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院 愛知県中華料理生活衛生同業組合

愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 一般社団法人愛知県調理師会

愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院 特定非営利活動法人愛知県難病団体連合会

愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 一般社団法人愛知県病院協会

【保健医療】148団体

多年、保健医療の向上に貢献した団体

　3



愛知県美容業生活衛生同業組合 みなと医療生活協同組合協立総合病院

公益社団法人愛知県ペストコントロール協会 社会医療法人杏嶺会一宮西病院

一般社団法人愛知県訪問看護ステーション協
議会

社会医療法人杏嶺会いまいせ心療センター

愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合 医療法人光生会光生会病院

愛知県薬業協同組合 公立陶生病院

一般社団法人愛知県薬剤師会 公立西知多総合病院

公益社団法人愛知県理学療法士会 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

愛知県立愛知病院 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター

愛知県理容生活衛生同業組合
独立行政法人国立病院機構名古屋医療セン
ター

愛知県料理生活衛生同業組合 独立行政法人国立病院機構東尾張病院

公益社団法人愛知県臨床検査技師会 独立行政法人国立病院機構東名古屋病院

医療法人財団愛泉会愛知国際病院 小牧市民病院

あいち小児保健医療総合センター 医療法人済衆館済衆館病院

公益財団法人愛知腎臓財団 医療法人医仁会さくら総合病院

愛知精神神経科診療所協会 生活衛生同業組合愛知県興行協会

一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会 社会福祉法人聖霊会聖霊病院

一宮市立木曽川市民病院 社会医療法人志聖会総合犬山中央病院

一宮市立市民病院 南医療生活協同組合総合病院南生協病院

医療法人社団同仁会一里山・今井病院 社会医療法人宏潤会大同病院

稲沢市民病院 社会医療法人大雄会総合大雄会病院

医療法人有俊会いまむら病院 社会医療法人大雄会大雄会第一病院

医療法人鉄友会宇野病院 医療法人尾張健友会千秋病院

社会医療法人大真会大隈病院 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院

岡崎市民病院 中部医療機器工業協会

春日井市民病院 中部衛生材料協同組合

医療法人義興会可知記念病院 公益財団法人長寿科学振興財団

蒲郡市民病院 津島市民病院

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 国家公務員共済組合連合会東海病院

医療法人桂名会木村病院 常滑市民病院
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トヨタ記念病院 国家公務員共済組合連合会名城病院

公益財団法人豊田地域医療センター 名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院

豊橋市民病院 医療法人香徳会メイトウホスピタル

公益社団法人日本海員掖済会名古屋掖済会病
院

独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院

社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院
独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病
院

社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院

医療法人偕行会名古屋共立病院

公益社団法人名古屋市食品衛生協会 アーク引越センター株式会社

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 株式会社アールプランナー

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 株式会社アーレスティ

名古屋市立大学病院 アイカ工業株式会社

名古屋セントラル病院 株式会社愛工機器製作所

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学医
学部附属病院

アイコクアルファ株式会社

医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 愛西市商工会

社会医療法人明陽会成田記念病院 愛三工業株式会社

西尾市民病院 アイサンテクノロジー株式会社

医療法人田中会西尾病院 株式会社アイシン

一般社団法人日本精神科看護協会愛知県支部 株式会社アイシン・コラボ

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病
院

アイシン・ソフトウェア株式会社

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病
院

株式会社アイシン・ロジテクサービス

医療法人清須呼吸器疾患研究会はるひ呼吸器
病院

アイシン開発株式会社

半田市立半田病院 アイシン化工株式会社

藤田医科大学岡崎医療センター アイシン機工株式会社

藤田医科大学ばんたね病院 アイシン辰栄株式会社

藤田医科大学病院 アイシン高丘株式会社

公益財団法人不老会 株式会社アイセロ

碧南市民病院 公益財団法人愛知・豊川用水振興協会

医療法人衆済会増子記念病院 あいち海部農業協同組合

みよし市民病院 愛知海運株式会社

【産業】983団体

多年、本県産業の発展に貢献した団体・企業
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愛知外海漁業協同組合 愛知県酒造組合

愛知環状鉄道株式会社 愛知県種苗協同組合

愛知機械工業株式会社 愛知県商工会連合会

愛知北農業協同組合 愛知県商店街振興組合連合会

株式会社愛知銀行 一般社団法人愛知県情報サービス産業協会

愛知県印刷工業組合 愛知県職業能力開発協会

公益社団法人愛知県園芸振興基金協会 公益社団法人愛知県植物防疫協会

愛知県花き温室園芸組合連合会
公益社団法人愛知県シルバー人材センター連
合会

愛知県菓子工業組合 愛知県信用保証協会

愛知県管工機材商業協同組合 愛知県森林協会

一般社団法人愛知県観光協会 愛知県森林組合連合会

公益社団法人愛知県技能士会連合会 公益財団法人愛知県水産業振興基金

愛知県漁業協同組合連合会 愛知県青果物卸売市場協会

一般社団法人愛知県金属プレス工業会 愛知県製材鋸加工技術協会

愛知県経営者協会 愛知県製本工業組合

愛知県珪砂鉱業協同組合 愛知県製麺工業協同組合

一般社団法人愛知県計量連合会 愛知県製綿寝装品製造協同組合

愛知県化粧品工業協同組合 愛知県石油業協同組合

一般社団法人愛知県建設業協会 一般社団法人愛知県設備設計監理協会

愛知県建築技術研究会 愛知県繊維工業協議会

公益社団法人愛知県建築士事務所協会 一般社団法人愛知県造園建設業協会

公益社団法人愛知県公共嘱託登記司法書士協
会

一般社団法人愛知県測量設計業協会

公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調
査士協会

愛知県タクシー協会

愛知県工業塗装協同組合 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会

愛知県広告美術業協同組合 愛知県建具協同組合

愛知県砕石工業組合 愛知県淡水養殖漁業協同組合

愛知県紙器段ボール箱工業組合 公益社団法人愛知県畜産協会

愛知県自動車部品販売協会 公益社団法人愛知建築士会

愛知県住宅供給公社 愛知県治山林道建設協会
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愛知県茶業連合会 愛知県農業土木研究会

愛知県中小企業共済協同組合 愛知県農業土木測量設計技術研究会

公益社団法人愛知県中小企業診断士協会 愛知県農薬卸商業協同組合

愛知県中小企業団体中央会 公益社団法人愛知県バス協会

愛知県注文洋服協同組合 一般社団法人愛知県発明協会

愛知県調理食品工業協同組合 愛知県パン協同組合

公益社団法人愛知県漬物協会 愛知県板金工業組合

一般社団法人愛知県鉄工連合会 愛知県ビルメンテナンス協同組合

愛知県電気機材卸商協同組合 公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

愛知県電機商業組合 愛知県米麦振興協会

愛知県伝統的工芸品産業振興協議会 愛知県舗装技術研究会

愛知県テント・シート工業組合 愛知県味噌溜醤油工業協同組合

愛知県陶器瓦工業組合 愛知県眼鏡小売商協同組合

愛知県陶磁器工業協同組合 愛知県鍍金工業組合

愛知県豆腐商工業協同組合 愛知県木材市場連盟

愛知県道路公社 愛知県木材買方協同組合

公益財団法人愛知県都市整備協会 愛知県木材協同組合連合会

愛知県土地開発公社 一般社団法人愛知県木材組合連合会

愛知県土地改良事業団体連合会 愛知県木材チップ協会

愛知県土地区画整理組合連合会 愛知県油脂卸協同組合

一般社団法人愛知県土木研究会 一般社団法人愛知県洋菓子協会

一般社団法人愛知県トラック協会 一般社団法人愛知県溶接協会

愛知県塗料商業協同組合 愛知県養豚農業協同組合

愛知県内水面漁業協同組合連合会 愛知県酪農農業協同組合

一般社団法人愛知県農業会議 愛知県リースおしぼり協同組合

愛知県農業機械商業協同組合 公益社団法人愛知県緑化推進委員会

愛知県農業協同組合中央会 愛知県緑化木生産者団体協議会

公益財団法人愛知県農業振興基金 愛知県林業種苗協同組合

愛知県農業信用基金協会 公益財団法人愛知県林業振興基金
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公益財団法人愛知県労働協会 愛北漁業協同組合

愛知県労働者福祉協議会 アイホン株式会社

愛知高速交通株式会社 株式会社青山製作所

公益財団法人あいち産業振興機構 株式会社青山製作所製造本部

愛知車輌興業株式会社 アキタ株式会社

愛知製鋼株式会社 阿久比町商工会

愛知ダイハツ株式会社 株式会社浅賀井製作所

あいち知多農業協同組合 株式会社あさくま

あいち中央農業協同組合 朝日インテック株式会社

愛知中小企業家同友会 旭化学工業株式会社

愛知電機株式会社 旭サナック株式会社

一般社団法人愛知電業協会 株式会社朝日新聞名古屋本社

愛知時計電機株式会社 旭精機工業株式会社

愛知トヨタ自動車株式会社 旭鉄工株式会社

あいち豊田農業協同組合 アスカ株式会社

愛知名古屋ディスプレイ協同組合 足助商工会

愛知西農業協同組合 株式会社アスコ

愛知日産自動車株式会社 渥美運輸株式会社

愛知東農業協同組合 渥美漁業協同組合

あいち尾東農業協同組合 渥美商工会

愛知日野自動車株式会社 株式会社アドヴィックス

愛知文紙事務器卸協同組合 株式会社アトリエはるか

あいち三河農業協同組合 株式会社ＡＶＡＮＴＩＡ

公益財団法人愛知水と緑の公社 アビームシステムズ株式会社

愛知みなみ農業協同組合 油ヶ渕漁業協同組合

愛知用水土地改良区 あま市商工会

愛知陸運株式会社 海部土地改良区

愛同工業株式会社 株式会社アマノ

株式会社アイホー 天野エンザイム株式会社
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海部東農業協同組合 稲武商工会

株式会社あみやき亭 犬山商工会議所

有松絞商工協同組合 株式会社イノアックコーポレーション

有松商工会 株式会社今仙電機製作所

ＡＬＳＯＫ愛知株式会社 伊良湖開拓農業協同組合

株式会社アルファ 入鹿用水土地改良区

株式会社アルペン 岩倉市商工会

安城商工会議所 イワタフレッシュフーズ株式会社

株式会社アンセイ 株式会社ヴィッツ

イオンビッグ株式会社 ＶＴホールディングス株式会社

石塚硝子株式会社 上野町名和前新田土地管理農業協同組合

石光工業株式会社 株式会社ウッドフレンズ

いすゞ自動車中部株式会社 内海商工会

株式会社伊勢新聞社名古屋支社 梅田商事株式会社

伊勢湾海運株式会社 宇連川漁業協同組合

伊勢湾フェリー株式会社 エイセブプラス株式会社

いちい信用金庫 株式会社エイチーム

公益財団法人一宮地場産業ファッションデザ
インセンター

株式会社ＡＴビジネス

一宮商工会 ＡＮＡ中部空港株式会社

一宮商工会議所 株式会社ＡＴグループ

株式会社壱番屋 ＡＢホテル株式会社

一色うなぎ漁業協同組合 株式会社エクシング

一色町商工会 株式会社エス・ディ・ロジ

伊藤光学工業株式会社 株式会社エスケーアイ

伊藤精工株式会社 株式会社エスポア

株式会社イトー急行 株式会社ＳＹＳホールディングス

イトモル株式会社 株式会社エスワイシステム

稲沢商工会議所 株式会社ＮＨＣ

株式会社イナテック エヌジーケイ・セラミックデバイス株式会社
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ＮＪＴ銅管株式会社 音羽商工会

ＮＤＳ株式会社 鬼崎漁業協同組合

ＮＤＫ株式会社 小原建設株式会社

エヌティーテクノ株式会社 小原商工会

ＮＤＳソリューション株式会社 尾張旭市商工会

エヌビーエス株式会社 尾張中央農業協同組合

株式会社ＦＴＳ 株式会社ガード・リサーチ

株式会社ＭＴＧ
株式会社カーネル・ソフト・エンジニアリン
グ

大井漁業協同組合 公益財団法人科学技術交流財団

オーエスジー株式会社 株式会社カジ・コーポレーション

大岡技研株式会社 春日井商工会議所

大口町商工会 春日井製菓株式会社

オークマ株式会社 片名漁業協同組合

株式会社オークローンマーケティング 株式会社加藤建設

株式会社オータケ 蟹江町商工会

大入川漁業協同組合 カネ幸株式会社

大濱漁業協同組合 株式会社かね貞

大治町商工会 株式会社カネスエ

大府商工会議所 株式会社カネスエ・あーすワン

岡崎市漁業協同組合 株式会社カネスエ商事

岡崎市ぬかた商工会 カネハツ食品株式会社

岡崎市六ツ美商工会 兼房株式会社

岡崎商工会議所 兼升養魚漁業生産組合

岡崎信用金庫 カネ美食品株式会社

岡崎森林組合 株式会社カノークス

岡崎通運株式会社 蒲郡漁業協同組合

岡谷鋼機株式会社 蒲郡市農業協同組合

株式会社オティックス 蒲郡商工会議所

男川漁業協同組合 蒲郡信用金庫
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上飯田連絡線株式会社 一般社団法人共同通信社名古屋支社

上川漁業生産組合 株式会社協豊製作所

カリツー株式会社 清須市商工会

刈通オートテクノ株式会社 株式会社キングコーポレーション

カリモク家具株式会社 株式会社グッドスピード

刈谷商工会議所 久野金属工業株式会社

川北電気工業株式会社 株式会社クラウン・パッケージ

川崎設備工業株式会社 株式会社グリーンテック

川西塗装株式会社 株式会社クリップコーポレーション

株式会社河村産業所 株式会社グローバル総合研究所

河村電器産業株式会社 クロスプラス株式会社

株式会社川本製作所 ケイティケイ株式会社

株式会社川本第一製作所 株式会社ゲオホールディングス

寒狭川下漁業協同組合 株式会社コアズ

寒狭川上流漁業協同組合 光生アルミニューム工業株式会社

寒狭川中部漁業協同組合 幸田町商工会

ＫｅｅＰｅｒ技研株式会社 江南商工会議所

キオクシアエンジニアリング株式会社 興和株式会社

菊水化学工業株式会社 株式会社興和工業所

株式会社キクチメガネ 株式会社コーリツ

木曽川漁業協同組合 ゴールドエイジ株式会社

木曽川商工会 株式会社コーワメックス

株式会社木曽路 株式会社国際デザインセンター

北名古屋市商工会 小坂井商工会

衣浦臨海鉄道株式会社 小島プレス工業株式会社

株式会社岐阜新聞社名古屋支社 小鈴谷漁業協同組合

キムラユニティー株式会社 株式会社コスモテレコム

京セラインダストリアルツールズ販売株式会
社

木津用水土地改良区

協同組合名古屋鞄協会 寿金属工業株式会社
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小中山開拓農業協同組合 サンエイ株式会社

小中山漁業協同組合 三栄工業株式会社

株式会社コナミアミューズメント 株式会社サンゲツ

株式会社コバテック 株式会社サンスタッフ

株式会社コプロ・エンジニアード 株式会社三清社

株式会社コプロ・ホールディングス サンテック株式会社

株式会社コベルク サン電子株式会社

小牧商工会議所 株式会社三洋堂ホールディングス

ゴムノイナキ株式会社 株式会社三和化学研究所

株式会社コメダ 株式会社三和スクリーン銘板

株式会社コメダホールディングス 三和油化工業株式会社

株式会社コメ兵 株式会社シーアールイー

株式会社コメ兵ホールディングス 株式会社シーヴイテック

株式会社コモ 株式会社ＣＮＫ

衣崎漁業協同組合 シーキューブ株式会社

株式会社近藤紡績所 ＣＫＣネットワーク株式会社

株式会社サーテックカリヤ ＣＫＤ株式会社

株式会社サーラコーポレーション ＣＤＳ株式会社

サーラ物流株式会社 株式会社シーテック

株式会社サイエンス・クリエイト 株式会社ＣＢＣテレビ

株式会社サカイホールディングス シェアリングテクノロジー株式会社

栄屋乳業株式会社 ジェイアール東海建設株式会社

株式会社サガミホールディングス ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社

サガミレストランツ株式会社 ジェイアール東海情報システム株式会社

ササキ株式会社 株式会社ジェイアール東海髙島屋

笹徳印刷株式会社 ジェイアール東海バス株式会社

株式会社札幌かに本家 株式会社ジェイアール東海ホテルズ

佐藤食品工業株式会社 愛知県経済農業協同組合連合会

佐橋工業株式会社 株式会社ジェイテクト
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株式会社ジェイテクトギヤシステム 新日本ウエックス株式会社

株式会社ジェイテクトグライディングツール 新日本法規出版株式会社

株式会社ジェイテクトフルードパワーシステ
ム

新明工業株式会社

株式会社ＪＰホールディングス 株式会社進和

株式会社ＪＡあいちエネルギー スギホールディングス株式会社

ＪＡＧフィールド株式会社 株式会社スギ薬局

株式会社ＪＢイレブン 株式会社スズキ自販中部

敷島製パン株式会社 株式会社スズケン

株式会社時事通信社名古屋支社 株式会社スタッフ東海

株式会社システムリサーチ 株式会社スタメン

株式会社シスムエンジニアリング 住友理工株式会社

設楽森林組合 セキスイハイム中部株式会社

設楽町商工会 積水ハウス不動産中部株式会社

篠島漁業協同組合 セキュリティスタッフ株式会社

シミズ工業株式会社 積和建設中部株式会社

下豊川漁業協同組合 セクダム株式会社

下山商工会 瀬戸商工会議所

シヤチハタ株式会社 瀬戸信用金庫

ジャニス工業株式会社 瀬戸陶磁器卸商業協同組合

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 ゼネラルパッカー株式会社

ジャペル株式会社 セラミックセンサ株式会社

昌和合成株式会社 株式会社セラム

昭和建物管理株式会社 セレンディップ・ホールディングス株式会社

株式会社ショクブン 全国肥料商連合会愛知県部会

シンクレイヤ株式会社 株式会社善都

新城市商工会 株式会社セントラルサービス

新城森林組合 セントラルフォレストグループ株式会社

新東株式会社 株式会社総合開発機構

新東工業株式会社 株式会社ＳＯＫＥＮ
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株式会社ソトー タキヒヨー株式会社

祖父江町商工会 竹田印刷株式会社

株式会社第一コンピュータリソース 竹田設計工業株式会社

株式会社第一システムエンジニアリング 武豊町商工会

タイガー総業株式会社 株式会社立花警備保障

太啓建設株式会社 立田漁業協同組合

ダイコク電機株式会社 株式会社ダッド

大成株式会社 辰巳屋興業株式会社

ダイセーエブリー二十四株式会社 田原市商工会

ダイセー倉庫運輸株式会社 知多鋼業株式会社

株式会社大同キャスティングス 知多市商工会

大同特殊鋼株式会社 知多信用金庫

大同マシナリー株式会社 知多養鶏農業協同組合

大同メタル工業株式会社 中央可鍛工業株式会社

ダイドー株式会社 中央コンサルタンツ株式会社

株式会社太平製作所 中央紙器工業株式会社

大宝運輸株式会社 中央精機株式会社

大豊工業株式会社 中央電気工事株式会社

大豊精機株式会社 中央発條株式会社

大有建設株式会社 株式会社中京医薬品

太洋基礎工業株式会社 中京花卉園芸農業協同組合

高雄工業株式会社 株式会社中京銀行

株式会社高木製作所 中京綜合警備保障株式会社

高末株式会社 中京テレビ放送株式会社

高浜市商工会 中京陸運株式会社

宝交通株式会社 中電クラビス株式会社

タカラ食品株式会社 株式会社中電シーティーアイ

瀧上工業株式会社 中電配電サポート株式会社

瀧定名古屋株式会社 中電不動産株式会社
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中電防災株式会社 株式会社槌屋

株式会社中日新聞社 株式会社鶴弥

株式会社中日総合サービス
株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究
所

中部アイティ協同組合 株式会社ティア

中部オプチカル株式会社 株式会社ディー・ディー・エス

株式会社中部経済新聞社 ＴＧテクノ株式会社

中部経済同友会 ＴＧロジスティクス株式会社

一般社団法人中部経済連合会 株式会社ティーファスパートナーズ

中部交通共済協同組合 ＤＭＧ森精機株式会社

中部鋼鈑株式会社 ＴＢロジスティクス株式会社

中部国際空港株式会社 株式会社デイリーカフェ＆フーズ

中部互光株式会社 テクノエイト株式会社

中部資材株式会社 株式会社テクノ中部

中部飼料株式会社 テクノホライゾン株式会社

中部水産株式会社 株式会社テスク

中部相互警備保障株式会社 株式会社テックササキ

中部抵抗器株式会社 テレビ愛知株式会社

中部テレコミュニケーション株式会社 株式会社デンソー

中部電力株式会社 株式会社デンソーウェーブ

中部ハーネス株式会社 デンソーテクノ株式会社

株式会社中部プラントサービス 株式会社デンソーファシリティーズ

中庸スプリング株式会社 株式会社デンソープレステック

中立電機株式会社 株式会社デンソーユニティサービス

中部国際空港連絡鉄道株式会社 株式会社デンソーロジテム

知立市商工会 天白信用農業協同組合

司企業株式会社 東栄町商工会

津具商工会 東栄町森林組合

津島商工会議所 東海エレクトロニクス株式会社

津田工業株式会社 東海協和株式会社
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東海キヨスク株式会社 株式会社トーエネック

東海光学株式会社 株式会社トーエネックサービス

東海興業株式会社 株式会社トーカン

東海交通機械株式会社 株式会社トーシンホールディングス

株式会社東海交通事業 トーテックアメニティ株式会社

東海商工会議所 徳倉建設株式会社

東海染工株式会社 常滑漁業協同組合

東海テレビ放送株式会社 常滑商工会議所

東海東京証券株式会社 常滑陶磁器卸商業協同組合

東海マツダ販売株式会社 とこなめ焼協同組合

株式会社東海理化電機製作所 株式会社ドコモＣＳ東海

株式会社東海理機 株式会社トットメイト

東海旅客鉄道株式会社 株式会社トップ

東久株式会社 トビラシステムズ株式会社

株式会社東郷製作所 巴川漁業協同組合

東郷町商工会 豊明市商工会

東三温室園芸農業協同組合 豊川上漁業協同組合

株式会社東祥 豊川商工会議所

株式会社トウチュウ 豊川信用金庫

東邦液化ガス株式会社 公益財団法人豊川水源基金

東邦瓦斯株式会社 豊川総合用水土地改良区

東朋テクノロジー株式会社 トヨキン株式会社

東明工業株式会社 豊島株式会社

株式会社東陽 株式会社トヨタエンタプライズ

東陽精機株式会社 トヨタカローラ愛豊株式会社

東陽倉庫株式会社 豊田合成株式会社

東陽物流株式会社 株式会社トヨタシステムズ

東陸ロジテック株式会社 トヨタ自動車株式会社

株式会社動力 株式会社豊田自動織機

　16



トヨタ車体株式会社 豊橋温室園芸農業協同組合

トヨタ車体精工株式会社 豊橋市茶業農業協同組合

豊田商工会議所 豊橋市養鶏農業協同組合

トヨタ情報システム愛知株式会社 豊橋商工会議所

豊田信用金庫 豊橋信用金庫

豊田森林組合 豊橋農業協同組合

トヨタすまいるライフ株式会社 豊橋養鶉農業協同組合

株式会社豊田中央研究所 豊橋養鰻漁業協同組合

豊田通商株式会社 豊浜漁業協同組合

豊田通商システムズ株式会社 豊浜商工会

トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社 豊山町商工会

トヨタテクニカルディベロップメント株式会
社

株式会社トラスト

豊田鉄工株式会社 トリニティ工業株式会社

豊田土地改良区 ＤＯＷＡサーモエンジニアリング株式会社

トヨタファイナンス株式会社 株式会社ナ・デックス

トヨタ紡織株式会社 中川産業株式会社

トヨタホーム株式会社 中北薬品株式会社

株式会社トヨタマップマスター 長久手市商工会

トヨタモビリティ中京株式会社 長田広告株式会社

トヨタモビリティ東名古屋株式会社 中日本鋳工株式会社

トヨタ輸送株式会社 中日本建設コンサルタント株式会社

株式会社トヨタレンタリース愛知 中日本興業株式会社

株式会社トヨタレンタリース名古屋 中日本航空株式会社

豊通物流株式会社 中日本高速道路株式会社

株式会社トヨトミ
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
株式会社

豊臣機工株式会社
中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式
会社

株式会社トヨナカ 中日本ハイウェイ・リテール株式会社

豊根森林組合 中山開拓農業協同組合

豊根村商工会 名倉川漁業協同組合
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株式会社名古屋銀行 西尾信用金庫

名古屋空港ビルディング株式会社 西尾みなみ商工会

名古屋高速道路公社 西春日井農業協同組合

一般社団法人名古屋コーチン協会 西川コミュニケーションズ株式会社

名古屋商工会議所 株式会社西日本宇佐美

名古屋スバル自動車株式会社 西三河漁業協同組合

名古屋タクシー協会 西三河農業協同組合

名古屋中小企業投資育成株式会社 ニチハ株式会社

名古屋鉄道株式会社 ニッカホーム株式会社

名古屋テレビ放送株式会社 ニッカホーム中部株式会社

名古屋電機工業株式会社 株式会社日刊工業新聞社名古屋支社

名古屋東部陸運株式会社 日産プリンス名古屋販売株式会社

名古屋ニットファッション卸商業組合 日進機工株式会社

なごや農業協同組合 日進工業株式会社

一般社団法人ナゴヤハウジングセンター 日進市商工会

名古屋バッグ協同組合 株式会社ニッセイ

名古屋ヒルトン株式会社 日鉄物流名古屋株式会社

名古屋婦人子供服工業組合 株式会社ニットー

名古屋埠頭株式会社 日邦産業株式会社

名古屋帽子協同組合 日本エコシステム株式会社

株式会社名古屋三越 日本ガスケット株式会社

名古屋ヤクルト販売株式会社 日本車輌製造株式会社

名古屋臨海高速鉄道株式会社 日本トレクス株式会社

ナスラック株式会社 日本メディアシステム株式会社

ナトコ株式会社 株式会社ニデック

鳴海商工会 日本碍子株式会社

南星キャリックス株式会社 日本空調サービス株式会社

株式会社ナンブ
公益社団法人日本建築家協会東海支部愛知地
域会

西尾商工会議所 日本工営都市空間株式会社

　18



一般社団法人日本公園施設業協会中部支部 林テレンプ株式会社

日本システム開発株式会社 株式会社パロマ

日本ゼネラルフード株式会社 株式会社坂角総本舗

日本デコラックス株式会社 株式会社ＢＡＮＫＡＮわものや

日本電産モビリティ株式会社 半田商工会議所

日本特殊陶業株式会社 株式会社ビー・アンド・ディー

株式会社日本保育サービス 株式会社東愛知新聞社

日本放送協会名古屋放送局 東浦町商工会

一般社団法人日本補償コンサルタント協会中
部支部愛知県部会

東幡豆漁業協同組合

日本メナード化粧品株式会社 尾西商工会

日本労働組合総連合会愛知県連合会 尾西信用金庫

株式会社二友組 株式会社日立アイイーシステム

ニュートラル株式会社 日間賀島漁業協同組合

株式会社丹羽鉄工所 ひまわり農業協同組合

ネッツトヨタ愛知株式会社 ビューテック株式会社

ネッツトヨタ中部株式会社 表示灯株式会社

ネッツトヨタ東海株式会社 株式会社平岩鉄工所

野間漁業協同組合 株式会社ファインシンター

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 株式会社ファブリカコミュニケーションズ

株式会社パートナーズ 株式会社フコク東海

パイロットインキ株式会社 株式会社ＦＵＪＩ

萩原電気ホールディングス株式会社 藤岡商工会

幡豆漁業協同組合 フジクリーン工業株式会社

幡豆第一無線漁業協同組合 富士精工株式会社

株式会社バッファロー 株式会社フジデリカ

パナシアロジ株式会社 富士特殊紙業株式会社

パナソニックエコシステムズ株式会社 株式会社フジトランスコーポレーション

株式会社浜乙女 株式会社フジトランスライナー

株式会社浜木綿 フジパン株式会社
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フジパンストアー株式会社 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

株式会社フジミインコーポレーテッド ポバール興業株式会社

扶桑町商工会 株式会社ホワイトハウス

フタバ産業株式会社 株式会社ホンダカーズ愛知

フタムラ化学株式会社 株式会社ホンダカーズ東海

株式会社不動産ＳＨＯＰナカジツ ホンダロジコム株式会社

株式会社フューチャーイン 株式会社毎日新聞社中部本社

ブラザー工業株式会社 マスプロ電工株式会社

ブラザー販売株式会社 株式会社松尾製作所

株式会社ブラス 松原用水土地改良区

振草川漁業協同組合 マルアイユニティー株式会社

フルハシＥＰＯ株式会社 丸共通運株式会社

株式会社プロトコーポレーション マルサンアイ株式会社

株式会社フロンティアの介護 丸太運輸株式会社

株式会社平安閣 丸高株式会社

平和町商工会 丸徳産業株式会社

碧海工機株式会社 株式会社マルト水谷

碧海信用金庫 マルヤス工業株式会社

碧南運送株式会社 株式会社ＭＡＲＵＷＡ

碧南商工会議所 万能工業株式会社

ホイテクノ物流株式会社 三浦電気株式会社

豊栄交通株式会社 三河湖漁業協同組合

豊生ブレーキ工業株式会社 株式会社御園座

豊和化成株式会社 ミタチ産業株式会社

豊和工業株式会社 株式会社Ｍｉｚｋａｎ

ホーユー株式会社 ＭＩＣＳ化学株式会社

株式会社ＨＯＷＡ 株式会社三ツ知

ホシザキ株式会社 三菱自動車エンジニアリング株式会社

ホシザキ東海株式会社
三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株
式会社
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ミツワ株式会社 名鉄東部交通株式会社

御津町商工会 株式会社名鉄百貨店

緑信用農業協同組合 株式会社メイドー

美濃窯業株式会社 名南Ｍ＆Ａ株式会社

美浜町漁業協同組合 名阪急配株式会社

美浜町商工会 名阪近鉄バス株式会社

三谷漁業協同組合 メイラ株式会社

株式会社宮崎 名菱テクニカ株式会社

宮田用水土地改良区 名菱電子株式会社

みよし商工会 メーキュー株式会社

三輪川下漁業協同組合 株式会社メニコン

武蔵精密工業株式会社 株式会社モビテック

株式会社ムソー 盛田株式会社

牟呂用水土地改良区 守山商工会

名海運輸作業株式会社 モリリン株式会社

株式会社名給 師崎漁業協同組合

名港海運株式会社 師崎商工会

名工建設株式会社 株式会社ヤガミ

株式会社名光精機 株式会社八神製作所

明治電機工業株式会社 株式会社焼肉坂井ホールディングス

名正運輸株式会社 株式会社安江工務店

明治用水土地改良区 弥富金魚漁業協同組合

名鉄ＥＩエンジニア株式会社 弥富市商工会

名鉄運輸株式会社 矢作川漁業協同組合

名鉄観光サービス株式会社 公益財団法人矢作川水源基金

名鉄観光バス株式会社 矢作建設工業株式会社

名鉄協商株式会社 矢作産業株式会社

株式会社名鉄クリーニング ヤマサちくわ株式会社

名鉄自動車整備株式会社 山宗株式会社
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株式会社山田商会 Ｙ．Ｗ．Ｃ．株式会社

株式会社山田ドビー ワシントンホテル株式会社

株式会社ヤマダヤ 株式会社ワンプラス

株式会社ヤマナカ 有限会社ワンラブ

株式会社山西

株式会社ユー・エス・エス

株式会社ＵＡＣＪ押出加工名古屋 学校法人愛西学園

株式会社ユーネットランス 学校法人愛知医科大学

ユタカ工業株式会社 愛知ウエイトリフティング協会

株式会社豊電子工業 学校法人愛知学院

ユニー株式会社 国立大学法人愛知教育大学

夢コーポレーション株式会社 学校法人愛知享栄学園

由良アイテック株式会社 愛知県アーチェリー協会

吉田漁業協同組合 愛知県合気道連盟

株式会社読売新聞中部支社 愛知県アイスホッケー連盟

ラクオリア創薬株式会社 愛知県エアロビック連盟

株式会社リィツメディカル
特定非営利活動法人愛知県オリエンテーリン
グ協会

理研産業株式会社 公益財団法人愛知県学校給食会

リゾートトラスト株式会社 愛知県学校体育研究連合会

リネットジャパングループ株式会社 愛知県学校保健会

株式会社両口屋是清 愛知県カヌー協会

リンタツ株式会社 愛知県空手道連盟

リンナイ株式会社 一般社団法人愛知県弓道連盟

リンナイ精機株式会社 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団

株式会社レクスト 一般財団法人愛知県剣道連盟

レンテック大敬株式会社 愛知県高等学校体育連盟

ロートニッテン株式会社 愛知県高等学校文化連盟

ロジスネクスト中部株式会社 愛知県公民館連合会

株式会社ワイストア 愛知県公立高等学校長会

多年、教育文化の振興に貢献した団体

【教育文化】141団体
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愛知県公立高等学校ＰＴＡ連合会 愛知県綱引連盟

愛知県公立大学法人 愛知県テニス協会

愛知県公立特別支援学校ＰＴＡ連絡協議会 愛知県特別支援学校長会

愛知県国公立幼稚園・こども園長会 愛知県特別支援教育推進連盟

愛知県国公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協
議会

愛知県ドッジボール協会

愛知県ゴルフ連盟 一般社団法人愛知県トライアスロン協会

公益財団法人愛知県サッカー協会 愛知県なぎなた連盟

愛知県山岳連盟 愛知県軟式野球連盟

愛知県私学協会 愛知県日本拳法連盟

愛知県私学経営者協会 愛知県バウンドテニス協会

愛知県自転車競技連盟 愛知県馬術連盟

愛知県社会教育委員連絡協議会 一般財団法人愛知県バスケットボール協会

愛知県銃剣道連盟 愛知県バドミントン協会

一般社団法人愛知県柔道連盟 愛知県バトン協会

愛知県小中学校長会 一般社団法人愛知県バレーボール協会

愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会 愛知県ハンドボール協会

愛知県少林寺拳法連盟 愛知県武術太極拳連盟

公益社団法人愛知県私立幼稚園連盟 公益財団法人愛知県文化振興事業団

公益社団法人愛知県スキー連盟 一般社団法人愛知県ボート協会

愛知県スケート連盟 愛知県ライフル射撃協会

公益財団法人愛知県スポーツ協会
一般社団法人愛知県ラグビーフットボール協
会

愛知県スポーツチャンバラ協会
特定非営利活動法人愛知県レクリエーション
協会

愛知県相撲連盟 学校法人愛知江南学園

一般社団法人愛知県専修学校各種学校連合会 学校法人愛知産業大学

愛知県ソフトボール協会 学校法人愛知淑徳学園

愛知県卓球協会 学校法人愛知真和学園

愛知県ダンススポーツ連盟 一般社団法人愛知水泳連盟

愛知県地域婦人団体連絡協議会 学校法人愛知大学

愛知県中小学校体育連盟 愛知体操協会
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一般社団法人愛知ホッケー協会 学校法人東海学園

一般財団法人愛知陸上競技協会 学校法人東邦学園

学校法人足立学園 学校法人同朋学園

学校法人安城学園 学校法人豊川閣妙厳寺豊川学園

学校法人市邨学園 学校法人トヨタ学園

学校法人梅村学園 国立大学法人豊橋技術科学大学

学校法人幼き聖マリア女子学園 学校法人中西学園

学校法人尾関学園 学校法人名古屋石田学園

学校法人尾張学園 学校法人名古屋学院

学校法人海陽学園 学校法人名古屋学院大学

学校法人菊武学園 国立大学法人名古屋工業大学

学校法人金城学院 名古屋国際工科専門職大学

学校法人栗本学園 学校法人名古屋自由学院

学校法人研伸学園 公立大学法人名古屋市立大学

学校法人越原学園 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学

学校法人桜丘学園 学校法人名古屋電気学園

学校法人至学館 学校法人南山学園

学校法人修文学院
学校法人日本赤十字学園日本赤十字豊田看護
大学

学校法人椙山女学園 学校法人日本福祉大学

株式会社スタジオジブリ 学校法人河原学園人間環境大学

学校法人清光学園
学校法人河原学園人間環境大学附属岡崎高等
学校

学校法人瀬木学園 学校法人聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校

学校法人大同学園 学校法人平山学園

学校法人高倉学園 学校法人藤田学園

学校法人滝学園 学校法人藤ノ花学園

学校法人滝川学園 学校法人名工学園

学校法人中部大学 学校法人名城大学

学校法人黄柳野学園 学校法人名鉄学園

学校法人電波学園 学校法人山田学園
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学校法人佑愛学園 岩倉市消防団

学校法人柳城学院 大口町消防団

大治町消防団

大府市消防団

愛西市消防団 岡崎市岩津消防団

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会 岡崎市梅園消防団

一般社団法人愛知県LPガス協会 岡崎市岡崎消防団

公益社団法人愛知県火薬類保安協会 岡崎市男川消防団

一般社団法人愛知県危険物安全協会連合会 岡崎市河合消防団

愛知県高圧ガス安全協会 岡崎市常磐消防団

愛知県高圧ガス地域防災協議会 岡崎市額田消防団

一般財団法人愛知県交通安全協会 岡崎市根石消防団

愛知県少年補導委員会連合会 岡崎市羽根消防団

愛知県少年指導委員連絡協議会 岡崎市広幡消防団

公益財団法人愛知県消防協会 岡崎市福岡消防団

一般財団法人愛知県消防設備安全協会 岡崎市藤川消防団

愛知県水難救済会 岡崎市美合消防団

愛知県婦人消防クラブ連絡協議会 岡崎市三島消防団

公益社団法人愛知県防犯協会連合会 岡崎市六名消防団

公益財団法人愛知県暴力追放運動推進セン
ター

岡崎市六ツ美消防団

愛知県冷凍設備保安協会 岡崎市本宿消防団

認定特定非営利活動法人愛知ネット 岡崎市矢作消防団

あいち防災リーダー会 岡崎市山中消防団

阿久比町消防団 岡崎市竜谷消防団

あま市消防団 岡崎市連尺消防団

安城市消防団 尾張旭市消防団

一宮市消防団 春日井市消防団

稲沢市消防団 蟹江町消防団

犬山市消防団 蒲郡市消防団

多年、公共安全の確保に貢献した団体

【公共安全】363団体
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刈谷市消防団 名古屋市相原消防団

北名古屋市消防団 名古屋市葵消防団

清須市消防団 名古屋市赤星消防団

幸田町消防団 名古屋市旭丘消防団

江南市消防団 名古屋市旭出消防団

小牧市消防団 名古屋市味鋺消防団

設楽町消防団 名古屋市天子田消防団

新城市消防団 名古屋市荒子消防団

瀬戸市消防団 名古屋市有松消防団

高浜市消防団 名古屋市飯田消防団

武豊町消防団 名古屋市伊勝消防団

田原市消防団 名古屋市猪高消防団

知多市消防団 名古屋市井戸田消防団

知立市消防団 名古屋市稲永消防団

津島市消防団 名古屋市稲西消防団

東栄町消防団 名古屋市稲葉地消防団

東海市消防団 名古屋市稲生消防団

東郷町消防団 名古屋市猪子石消防団

常滑市消防団 名古屋市岩塚消防団

飛島村消防団 名古屋市植田北消防団

豊明市消防団 名古屋市植田消防団

豊川市消防団 名古屋市植田東消防団

豊田市消防団 名古屋市植田南消防団

豊根村消防団 名古屋市上野消防団

豊橋市消防団 名古屋市浮野消防団

豊山町消防団 名古屋市内山消防団

長久手市消防団 名古屋市梅森坂消防団

名古屋市相生消防団 名古屋市浦里消防団

名古屋市愛知消防団 名古屋市江西消防団
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名古屋市榎消防団 名古屋市菊住消防団

名古屋市老松消防団 名古屋市北一社消防団

名古屋市小碓消防団 名古屋市吉根消防団

名古屋市大磯消防団 名古屋市貴船消防団

名古屋市大清水消防団 名古屋市金城消防団

名古屋市大杉消防団 名古屋市楠消防団

名古屋市大須消防団 名古屋市楠西消防団

名古屋市大高北消防団 名古屋市熊の前消防団

名古屋市大高消防団 名古屋市黒石消防団

名古屋市大高南消防団 名古屋市光城消防団

名古屋市大坪消防団 名古屋市港西消防団

名古屋市大手消防団 名古屋市港楽消防団

名古屋市大野木消防団 名古屋市御器所消防団

名古屋市大森北消防団 名古屋市極楽消防団

名古屋市大森消防団 名古屋市小坂消防団

名古屋市桶狭間消防団 名古屋市児玉消防団

名古屋市小幡北消防団 名古屋市五反田消防団

名古屋市小幡消防団 名古屋市米野消防団

名古屋市表山消防団 名古屋市栄消防団

名古屋市笠寺消防団 名古屋市桜消防団

名古屋市春日野消防団 名古屋市栄生消防団

名古屋市片平消防団 名古屋市汐路消防団

名古屋市香流消防団 名古屋市志段味西消防団

名古屋市上名古屋消防団 名古屋市志段味東消防団

名古屋市神の倉消防団 名古屋市篠原消防団

名古屋市上社消防団 名古屋市柴田消防団

名古屋市亀島消防団 名古屋市しまだ消防団

名古屋市川中消防団 名古屋市清水消防団

名古屋市川原消防団 名古屋市下志段味消防団
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名古屋市自由ヶ丘消防団 名古屋市高蔵消防団

名古屋市常安消防団 名古屋市高坂消防団

名古屋市松栄消防団 名古屋市高田消防団

名古屋市城西消防団 名古屋市高針消防団

名古屋市正色消防団 名古屋市高見消防団

名古屋市庄内消防団 名古屋市宝消防団

名古屋市城北消防団 名古屋市滝川消防団

名古屋市正保消防団 名古屋市滝ノ水消防団

名古屋市昭和橋消防団 名古屋市田代消防団

名古屋市白金消防団 名古屋市橘消防団

名古屋市白沢消防団 名古屋市玉川消防団

名古屋市白鳥消防団 名古屋市千種消防団

名古屋市神宮寺消防団 名古屋市千年消防団

名古屋市新栄消防団 名古屋市千鳥消防団

名古屋市新明消防団 名古屋市千早消防団

名古屋市水上消防団 名古屋市千代田橋消防団

名古屋市杉村消防団 名古屋市辻消防団

名古屋市砂田橋消防団 名古屋市筒井消防団

名古屋市諏訪消防団 名古屋市露橋消防団

名古屋市成章消防団 名古屋市鶴舞消防団

名古屋市瀬古消防団 名古屋市天白消防団

名古屋市千石消防団 名古屋市伝馬消防団

名古屋市千成消防団 名古屋市東海消防団

名古屋市千音寺消防団 名古屋市当知消防団

名古屋市太子消防団 名古屋市道徳消防団

名古屋市大生消防団 名古屋市戸笠消防団

名古屋市大宝消防団 名古屋市常磐消防団

名古屋市大和消防団 名古屋市徳重消防団

名古屋市高木消防団 名古屋市戸田消防団
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名古屋市豊岡消防団 名古屋市野跡消防団

名古屋市豊田消防団 名古屋市野田消防団

名古屋市豊臣消防団 名古屋市野立消防団

名古屋市豊治消防団 名古屋市野並消防団

名古屋市鳥羽見消防団 名古屋市則武消防団

名古屋市苗代消防団 名古屋市白水消防団

名古屋市中小田井消防団 名古屋市旗屋消防団

名古屋市中川消防団 名古屋市八社消防団

名古屋市中島消防団 名古屋市幅下消防団

名古屋市長須賀消防団 名古屋市原消防団

名古屋市中根消防団 名古屋市春岡消防団

名古屋市長根台消防団 名古屋市春田消防団

名古屋市中村消防団 名古屋市東丘消防団

名古屋市那古野消防団 名古屋市東桜消防団

名古屋市鳴子消防団 名古屋市東志賀消防団

名古屋市鳴海消防団 名古屋市東白壁消防団

名古屋市鳴海東部消防団 名古屋市東築地消防団

名古屋市南陽消防団 名古屋市東山消防団

名古屋市南陵消防団 名古屋市引山消防団

名古屋市西味鋺消防団 名古屋市日比津消防団

名古屋市西城消防団 名古屋市日吉消防団

名古屋市西築地消防団 名古屋市平子消防団

名古屋市廿軒家消防団 名古屋市比良消防団

名古屋市西中島消防団 名古屋市平田消防団

名古屋市西福田消防団 名古屋市比良西消防団

名古屋市西前田消防団 名古屋市平針北消防団

名古屋市西山消防団 名古屋市平針消防団

名古屋市二城消防団 名古屋市平針南消防団

名古屋市如意消防団 名古屋市広路消防団
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名古屋市広見消防団 名古屋市南押切消防団

名古屋市枇杷島消防団 名古屋市宮根消防団

名古屋市吹上消防団 名古屋市宮前消防団

名古屋市福田消防団 名古屋市村雲消防団

名古屋市福春消防団 名古屋市明治消防団

名古屋市藤が丘消防団 名古屋市名城消防団

名古屋市富士見台消防団 名古屋市明正消防団

名古屋市船方消防団 名古屋市名東消防団

名古屋市平和が丘消防団 名古屋市明徳消防団

名古屋市平和消防団 名古屋市名北消防団

名古屋市宝南消防団 名古屋市明倫消防団

名古屋市星ヶ丘消防団 名古屋市桃山消防団

名古屋市星崎消防団 名古屋市森孝西消防団

名古屋市穂波消防団 名古屋市森孝東消防団

名古屋市堀田消防団 名古屋市守山消防団

名古屋市本郷消防団 名古屋市八熊消防団

名古屋市本地丘消防団 名古屋市八事消防団

名古屋市本陣消防団 名古屋市八事東消防団

名古屋市前山消防団 名古屋市矢田消防団

名古屋市牧野消防団 名古屋市弥富消防団

名古屋市牧の原消防団 名古屋市柳消防団

名古屋市正木消防団 名古屋市山田消防団

名古屋市松原消防団 名古屋市山根消防団

名古屋市万場消防団 名古屋市山吹消防団

名古屋市瑞穂消防団 名古屋市八幡消防団

名古屋市御園消防団 名古屋市豊が丘消防団

名古屋市見付消防団 名古屋市陽明消防団

名古屋市御劔消防団 名古屋市呼続消防団

名古屋市緑消防団 名古屋市蓬来消防団

　30



名古屋市笠東消防団

名古屋市六郷北消防団

名古屋市六郷消防団

名古屋市六反消防団

西尾市一色消防団

西尾市機能別消防団

西尾市吉良消防団

西尾市幡豆消防団

日進市消防団

半田市消防団

公益社団法人被害者サポートセンターあいち

東浦町消防団

扶桑町消防団

碧南市消防団

南知多町消防団

美浜町消防団

みよし市消防団

弥富市消防団

認定特定非営利活動法人レスキューストック
ヤード
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