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麻生区文化協会 一般社団法人JFTD 神奈川県ビルメンテナンス協会川崎支部

アジア航測株式会社 一般社団法人多摩区ソーシャルデザインセンター 神奈川中央交通株式会社

味の素株式会社川崎事業所 一般社団法人日本公園施設業協会東京支部 株式会社イータウン

アフラック生命保険株式会社 一般社団法人日本造園建設業協会神奈川県支部 株式会社井出コーポレーション

イオンリテール株式会社南関東カンパニー 一般社団法人日本ハンギングバスケット協会神奈川支部 株式会社岩田屋

生田緑地マネジメント会議 一般社団法人日本旅行業協会 株式会社エリアブレイン

一般財団法人川崎沖縄県人会 稲毛神社 株式会社カジノヤ

一般財団法人川崎市保育会 INTERNATIONAL STREET FESTIVAL KAWASAKI 実行委員会 株式会社カリヨン・カンパニー

一般財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会 「映像のまち・かわさき」推進フォーラム 株式会社川崎フロンターレ

一般財団法人川崎市まちづくり公社 NECレッドロケッツ 株式会社ケイエスピー

一般社団法人神奈川県建築士会川崎支部 ENEOS株式会社 ㈱住販サービス 川崎日航ホテル

一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会 エリアマネジメント組織鹿島田デイズ 株式会社スピーク

一般社団法人神奈川県造園業協会 小田急電鉄株式会社 株式会社セブン-イレブン・ジャパン

一般社団法人神奈川県測量設計業協会川崎支部 小田急バス株式会社 株式会社チッタエンタテイメント

一般社団法人神奈川県バス協会 小田急不動産株式会社 株式会社デイ・シイ

一般社団法人川崎市商店街連合会　 「音楽のまち・かわさき」推進協議会 株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

一般社団法人川崎建設業協会 ガールスカウト川崎市連絡会 株式会社東急モールズデベロップメント

一般社団法人川崎市観光協会 学校法人大西学園 株式会社東芝

一般社団法人川崎市空調衛生工業会 学校法人カリタス学園 株式会社日本政策投資銀行

一般社団法人川崎市弘済会 学校法人昭和大学 株式会社ホテル精養軒

一般社団法人川崎市交通安全協会 学校法人聖マリアンナ医科大学 株式会社ホリプロ

一般社団法人川崎市子ども会連盟 学校法人洗足学園 株式会社横浜銀行

一般社団法人川崎市食品衛生協会 学校法人玉川学園 株式会社ヨネヤマ

一般社団法人川崎市助産師会 学校法人東成学園（昭和音楽大学） 株式会社よみうりサポートアンドサービス

一般社団法人川崎市鍼灸マッサージ師会 神奈川県県土整備局 株式会社よみうりランド

一般社団法人川崎市電設工業会 神奈川県個人タクシー協会 川崎・しんゆり芸術祭実行委員会

一般社団法人川崎市薬剤師会 神奈川県産業資源循環協会川崎地区委員会 川崎アゼリア株式会社

一般社団法人川崎青年会議所 神奈川県タクシー協会川崎支部 川崎海洋少年団

一般社団法人川崎塗装業協会 神奈川県中小企業家同友会川崎支部 川崎河川漁業協同組合

一般社団法人川崎読売会 神奈川県中小企業家同友会たま田園支部 川崎北間税会
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川崎区文化協会 川崎市地域女性連絡協議会 川崎臨港倉庫埠頭株式会社

川崎港運協会 川崎市地球温暖化対策推進会議（CC川崎エコ会議） 川崎労働者福祉協議会

川崎工業振興倶楽部 川崎市中央卸売市場北部市場協会 かわさき若者会議

川崎サッシ会 川崎市通信設備連絡協議会 川崎ワカモノLab

川崎市 川崎市道路利用者会議 カワスイ川崎水族館

川崎市防火協会連合会 川崎市廃棄物減量指導員連絡協議会 キヤノン株式会社川崎事業所

川崎市あゆみの会 川崎市PTA連絡協議会 協同組合川崎市建築家の会

川崎市一般廃棄物処理業連絡協議会 川崎市福祉サービス協議会 キングスカイフロントネットワーク協議会

川崎市栄養士会 川崎市文化協会 グランツリー武蔵小杉

川崎市外国人市民代表者会議 川崎市防犯協会連合会 慶應義塾

川崎市川連建設協力会 川崎市保護司会協議会 京王電鉄株式会社

川崎市管工事業協同組合 川崎市みどりの事業所推進協議会 京浜急行電鉄株式会社

川崎市議会 川崎市民生委員児童委員協議会 公益財団法人河川財団

川崎市計量協会 かわさきジャズ実行委員会 公益財団法人川崎市公園緑地協会

川崎市工業団体連合会 川崎住宅管理保全建築協同組合 公益財団法人川崎市国際交流協会

川崎市更生保護女性連絡協議会 川崎商工会議所 公益財団法人川崎市産業振興財団

川崎市交通安全母の会連合会 川崎市レクリエーション連盟 公益財団法人川崎市市民自治財団

川崎市子ども会議 川崎市老人福祉施設事業協会 公益財団法人川崎市生涯学習財団

川崎市住宅供給公社 川崎市労働組合連合会 公益財団法人川崎市消防防災指導公社

川崎市消防団長会 川崎信用金庫 公益財団法人川崎市シルバー人材センター

川崎市食生活改善推進員連絡協議会 川崎たばこ商業協同組合　 公益財団法人川崎市身体障害者協会

川崎市信用保証協会 川崎地域連合 公益財団法人川崎市スポーツ協会

川崎市スポーツ推進委員連絡協議会 川崎鶴見臨港バス株式会社 公益財団法人川崎市文化財団

川崎市生活協同組合運営協議会 川崎東京会 公益財団法人かわさき市民活動センター

川崎市青少年指導員連絡協議会 川崎西間税会 公益財団法人かわさき市民しきん

川崎市青年工業経営研究会 川崎新田ボクシングジム 公益財団法人川崎市老人クラブ連合会

川崎市全町内会連合会 かわさきファズ株式会社 公益財団法人東京交響楽団

川崎市造園建設業協同組合 川崎フロンターレ後援会 公益財団法人都市緑化機構

川崎市総合文化団体連絡会 川崎文化会議 公益社団法人神奈川県柔道整復師会川崎支部

川崎市地域教育会議行政区議長会 川崎南間税会 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会川崎南支部
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公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会川崎北支部 東亜石油株式会社 日本たばこ産業株式会社神奈川支社

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会川崎中支部 東海旅客鉄道株式会社 日本ボーイスカウト川崎地区協議会

公益社団法人川崎港振興協会 東急株式会社 日本ホテル株式会社（ホテルメトロポリタン川崎）

公益社団法人川崎市医師会 東急不動産ホールディングス株式会社 認定特定非営利活動法人カタリバ

公益社団法人川崎市看護協会 東京ガスネットワーク株式会社川崎支店 東日本電信電話株式会社川崎支店

公益社団法人川崎市歯科医師会 東京地方税理士会川崎北支部 富士通株式会社川崎工場

公益社団法人川崎市獣医師会 東京地方税理士会川崎西支部 富士電機株式会社川崎工場

公益社団法人川崎市病院協会 東京地方税理士会川崎南支部 プレス工業株式会社

公益社団法人川崎市幼稚園協会 東京電力パワーグリッド株式会社川崎支社 プロレスリング・ヒートアップ株式会社

公益社団法人川崎清港会 東京農業大学 法政大学第二中・高等学校

公益社団法人川崎西法人会 東レ建設株式会社 ホテル縁道

公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部川崎支部 特定非営利活動法人アクト川崎 みぞのくち新都市株式会社

公益社団法人日本アメリカンフットボール協会 特定非営利活動法人川崎市障害福祉施設事業協会 三井不動産株式会社

公益社団法人日本家庭園芸普及協会 特定非営利活動法人かわさき歴史ガイド協会 三井不動産レジデンシャル株式会社

国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 特定非営利活動法人しんゆり・芸術のまちづくり 三菱ふそうトラック・バス株式会社

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 特定非営利活動法人高津区文化協会 宮前区文化協会

幸区文化協会 特定非営利活動法人高津総合型スポーツクラブSELF 武蔵小杉エリアプラットフォーム

サントリーホールディングス株式会社 特定非営利活動法人多摩川エコミュージアム 明治安田生命保険相互会社川崎支社

JFEスチール株式会社東日本製鉄所 特定非営利活動法人多摩川干潟ネットワーク 横浜川崎国際港湾株式会社

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 特定非営利活動法人とどろき水辺 ラゾーナ川崎（三井不動産商業マネジメント株式会社）

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会施設部会児童・母子福祉施設協議会 特定非営利活動法人ピープルデザイン研究所 ららテラス武蔵小杉（三井不動産商業マネジメント株式会社）

社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 独立行政法人都市再生機構

城南信用金庫 中日本高速道路株式会社東京支社横浜保全・サービスセンター

新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム 中原区文化協会

住友生命保険相互会社 日鉄興和不動産株式会社

生活クラブ生活協同組合 日本貨物鉄道株式会社関東支社

セレサ川崎農業協同組合 日本政策金融公庫

多摩川バーベキュー広場共同事業体 日本電気株式会社玉川事業場

多摩区文化協会 日本冶金工業株式会社川崎製造所

TEAM NETSUGEN 日本映画大学

（五十音順・敬称略）

小計261団体
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朝日新聞社川崎支局

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

NHK横浜放送局

株式会社神奈川新聞社

株式会社時事通信社横浜総局

株式会社ジェイコム湘南・神奈川　町田・川崎局

株式会社タウンニュース社川崎支社

株式会社テレビ神奈川

かわさき市民放送株式会社

共同通信社横浜支局

産経新聞社横浜総局

東京新聞川崎支局

YOUテレビ株式会社

横浜エフエム放送株式会社

読売新聞川崎支局

（五十音順・敬称略）

小計15団体

合計276団体
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