
所在地 企業・団体名 所在地 企業・団体名 所在地 企業・団体名

鹿児島市 (医)隆成会隆成会病院 鹿児島市 サンケイ化学(株) 鹿屋市 (株)柳田林業

鹿児島市 (医)優和会増田整形外科病院 鹿児島市 マリックスライン(株) 鹿屋市 (特非)隣の会

鹿児島市 (一財)鹿児島県林業会館 鹿児島市 ワールドサンフーズ(株) 鹿屋市 (有)マルタ建設

鹿児島市 (一社)鹿児島県建設業協会 鹿児島市 丸福建設(株) 鹿屋市 (有)新建ホームズ

鹿児島市 (一社)鹿児島県建築協会 鹿児島市 久保田化工機(株) 鹿児島事業所 鹿屋市 (有)神川酒造

鹿児島市 (一社)鹿児島県交通安全施設工事業協会 鹿児島市 協栄木材(株) 鹿屋市 かのや農林漁業協同組合連合協議会

鹿児島市 (一社)鹿児島県電設協会 鹿児島市 三富興業(株) 鹿屋市 小島工務店(株)

鹿児島市 (一社)鹿児島県林材協会連合会 鹿児島市 鹿児島トヨタ自動車(株) 鹿屋市 古里建設(株)

鹿児島市 (株)JR鹿児島シティ 鹿児島市 鹿児島県管工事業協同組合連合会 鹿屋市 鹿屋愛林(有)

鹿児島市 (株)アジア技術コンサルタンツ 鹿児島市 鹿児島県漁業共済組合 鹿屋市 鹿屋市医師会

鹿児島市 (株)岩本建設 鹿児島市 鹿児島県漁業協同組合連合会 鹿屋市 秋元ガス(株)

鹿児島市 (株)オーリック 鹿児島市 鹿児島県港湾漁港建設協会 鹿屋市 小鹿酒造(株)

鹿児島市 (株)建築工房匠 鹿児島市 鹿児島県砂利協同組合連合会 鹿屋市 大輝水道工業(有)

鹿児島市 (株)サニタリー 鹿児島市 鹿児島県山林種苗協同組合 鹿屋市 大隅森林組合

鹿児島市 (株)ミタデン 鹿児島市 鹿児島県信用漁業協同組合連合会 枕崎市 (医)厚生会小原病院

鹿児島市 (株)ヤマトク 鹿児島市 鹿児島県森林組合連合会 枕崎市 (株)東木材

鹿児島市 (株)ヤマト機械 鹿児島市 鹿児島県素材生産事業連絡協議会 枕崎市 枕崎バイオマスエナジー合同会社

鹿児島市 (株)ヨコハマ工販 鹿児島市 鹿児島県舗装協会 枕崎市 薩摩酒造(株)

鹿児島市 (株)岩田組 鹿児島市 鹿児島県木材協同組合連合会 枕崎市 枕崎バイオマスリソース合同会社

鹿児島市 (株)宮永企業 鹿児島市 鹿児島県遊技業協同組合 枕崎市 枕崎建設業組合

鹿児島市 (株)熊建 鹿児島市 鹿児島県林業改良普及協会 枕崎市 枕崎市漁業協同組合

鹿児島市 (株)栗脇建設 鹿児島市 鹿児島県林業研究グループ連絡協議会 枕崎市 枕崎商工会議所

鹿児島市 (株)桂造園 鹿児島市 鹿児島酸素(株) 阿久根市 (医)互舎会脇本病院

鹿児島市 (株)山形屋 鹿児島市 鹿児島市医師会 阿久根市 (株)タイセイ公務店

鹿児島市 (株)新留土木 鹿児島市 鹿児島信用金庫 阿久根市 吉野木材(有)

鹿児島市 (株)村岡建設 鹿児島市 鹿児島青果(株) 阿久根市 大石酒造(株)

鹿児島市 (株)大木 鹿児島市 鹿児島南ロータリークラブ 出水市 (株)いずみ測量設計社

鹿児島市 (株)沢津橋造園 鹿児島市 鹿児島木材産業協同組合 出水市 (株)田頭建設

鹿児島市 (株)仲野建設 鹿児島市 大和木材(株) 出水市 (株)出水環境衛生公社

鹿児島市 (株)南電工 鹿児島市 第一建設(株) 出水市 (株)小畑商店

鹿児島市 (株)本坊商店 鹿児島市 中央建設(株) 出水市 (株)平岩熱学

鹿児島市 (株)木落建設 鹿児島市 東桜島漁業協同組合 出水市 (有)あかつき電化

鹿児島市 (公財)東風会三船病院 鹿児島市 南国輸送(株) 出水市 (有)せいこう技研

鹿児島市 (公社)鹿児島県トラック協会 鹿児島市 南生建設(株) 出水市 (有)愛光社

鹿児島市 (公社)鹿児島県医師会 鹿児島市 日研高圧平和キドウ(株) 出水市 (有)栄進測量設計

鹿児島市 (公社)鹿児島県歯科医師会 鹿児島市 日進印刷(株) 出水市 (有)三友建設

鹿児島市 (公社)鹿児島市薬剤師会 鹿児島市 日本樹木医会　鹿児島県支部 出水市 (有)辻産業

鹿児島市 (公社)昭和会 鹿児島市 日本料理石原 出水市 (有)野村電設

鹿児島市 (有)イヤダニ工務店 鹿児島市 米盛建設(株) 出水市 九州電力(株) 出水営業所

鹿児島市 (有)内薗秋組 鹿児島市 宝来メデック(株) 出水市 広瀬川漁業協同組合

鹿児島市 FVジャパン(株) 鹿屋市 (株)くまりん 出水市 高尾野内水面漁業協同組合

鹿児島市 JXマリンサービス(株) 鹿屋市 (株)ケイシン 出水市 鹿児島いずみ農業協同組合

鹿児島市 JX喜入石油基地(株) 鹿屋市 (株)フクケン 出水市 出水愛林(有)

鹿児島市 MBC開発(株) 鹿屋市 (株)三栄ハウジング 出水市 出水平野土地改良区

鹿児島市 えむ・ふぁみりー会 鹿屋市 (株)森建設 出水市 第一石油ガス(有)

鹿児島市 カマダ開発(株) 鹿屋市 (株)瀬戸口建設 出水市 鶴の町商工会

鹿児島市 コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 鹿屋市 (株)倉岡建設鹿屋合材センター 指宿市 (株)岩野建設

(順不同：敬称略)

他にも多くの企業・団体様より募金をいただきました。
　「緑の募金」に御理解・御協力をいただき誠に有難うございました。

令和元年度 「緑の募金」へ御協力いただいた企業・団体（その１） (5,000円以上を掲載)



所在地 企業・団体名 所在地 企業・団体名 所在地 企業・団体名

指宿市 旅館 吟松 霧島市 鹿児島空港給油施設(株) 姶良市 姶良西部森林組合

西之表市 (株)西田工業 霧島市 鹿児島空港ビルディング(株) 姶良市 森林のまつり実行委員会

西之表市 (有)ハマモト産業 いちき串木野市 (有)東洋ベンディング 姶良市 福永建設(株)

西之表市 鹿児島県森林土木協会　熊毛支部 いちき串木野市 (医)親貴会 さつま町 (株)川内緑造園

薩摩川内市 (株)宮内建設 南さつま市 鹿児島県森林土木協会　加世田支部 さつま町 北さつま農業協同組合

薩摩川内市 (福)恩賜財団済生会川内病院 志布志市 (医)左右会 さつま町 北薩森林組合

薩摩川内市 (有)今藤林業 志布志市 (株)堀口園 長島町 (株)岩下建設

薩摩川内市 (有)田中林業 志布志市 (有)松山愛林 長島町 (株)小林林業

薩摩川内市 京セラ(株)　鹿児島川内工場 志布志市 西日本エンジニアリング(株) 長島町 (株)川床石油設備工業

薩摩川内市 川内市漁業協同組合 志布志市 曽於地区森林組合 長島町 (有)原口林業

薩摩川内市 中越パルプ工業(株)川内工場 奄美市 (株)丸三建設工業 湧水町 (有)橋元林業

薩摩川内市 田代運送(株) 奄美市 (株)前田建設 大崎町 (株)村岡工務店

薩摩川内市 藤川山林(株)鹿児島事業所 奄美市 (株)平良建設 大崎町 久徳建設(株)

日置市 吉村興業(株) 奄美市 (特非)栄光 大崎町 新平酒造(株)

日置市 西酒造(株) 奄美市 あまみ大島森林組合 東串良町 中央造園(有)

曽於市 (医)義貫会中島病院 奄美市 鹿児島県立大島病院 錦江町 (株)松下工務店

曽於市 (株)伊万里木材市場 奄美市 川口建設(株) 錦江町 (株)桑原組

曽於市 (株)宮尾組 奄美市 村上建設(株) 錦江町 (株)大山組

曽於市 (株)大隅衛生曽於 南九州市 (医)蒼風会こだま病院 錦江町 (有)大栄建設

曽於市 (株)板越林業 南九州市 (株)南薩木材加工センター 錦江町 原一林業(株)

曽於市 中礼建設(株) 南九州市 (有)平川工務店 錦江町 白玉醸造(株)

霧島市 (医)仁心会松下病院 南九州市 (有)有薗製材所 南大隅町 ねじめ漁業協同組合

霧島市 (医)仁心会福山病院 南九州市 かごしま森林組合 南大隅町 駿河木材(有)

霧島市 (株)九州タブチ国分工場 南九州市 知覧醸造(株) 肝付町 (株)松原総合建設

霧島市 (株)窪田工務店 南九州市 南薩食鳥(株) 肝付町 山生産業(株)

霧島市 (株)国分隼人衛生公社 伊佐市 (医)光仁会貴嶋眼科 肝付町 上野物産(株)

霧島市 (株)津田和建設 伊佐市 (株)中村 肝付町 内之浦森林組合

霧島市 (株)トヨタ車体研究所 伊佐市 (株)甲斐商店 中種子町 四元酒造(株)

霧島市 (株)山下林業 伊佐市 (株)寺床林産 南種子町 南種子町漁業協同組合

霧島市 (有)岩元建設 伊佐市 (株)大口ビルサービス 屋久島町 (有)橋口木材加工センター

霧島市 (有)中村酒造場 伊佐市 (株)國玉建設 屋久島町 屋久島森林管理署

霧島市 (有)西村造園 伊佐市 (有)大口伊佐清掃社 屋久島町 三岳酒造(株)

霧島市 あいら農業協同組合 伊佐市 (有)瀬崎建材 大和村 (株)大和建設

霧島市 今村建設(株) 伊佐市 (有)鮫島建設 瀬戸内町 (株)伊東組

霧島市 霧島国際ホテル 伊佐市 (有)西林業 徳之島町 (株)福永建設

霧島市 霧島ゴルフクラブ 伊佐市 伊佐愛林(有) 徳之島町 (株)木之下建設

霧島市 末重建設(株) 伊佐市 伊佐森林組合 徳之島町 徳之島地区森林組合

霧島市 福地建設(株) 伊佐市 鎌田建設(株) 天城町 (有)中野木材

霧島市 福山町漁業協同組合 伊佐市 鹿児島県森林土木協会　大口支部 伊仙町 (株)文元建設

霧島市 淵脇建設(株) 伊佐市 住友金属鉱山(株)菱刈鉱山 伊仙町 (福)徳之島福祉会

霧島市 南建設(株) 伊佐市 松永工業(株) 和泊町 (株)町田建設

霧島市 安田建設工業(株) 伊佐市 大口酒造(株) 静岡県 ハラダ製茶(株)

霧島市 大和電機(株) 伊佐市 大口電子(株) 東京都 (一社)日本ミネラルウォーター協会

霧島市 鎌田建設(株) 姶良市 (株)岩澤組 大阪府 ダイドードリンコ(株)

霧島市 京セラ(株)　鹿児島国分工場 姶良市 (特非)四季の会 福岡県 かってに林業を応援する会

霧島市 京セラ(株)　鹿児島隼人工場 姶良市 姶良衛生(有)

(順不同：敬称略)

他にも多くの企業・団体様より募金をいただきました。
　「緑の募金」に御理解・御協力をいただき誠に有難うございました。

令和元年度 「緑の募金」へ御協力いただいた企業・団体（その２） (5,000円以上を掲載)

計　278社
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