
令和4(2022)年12月19日現在

 （企業・団体）

1 株式会社アール・ティー・シー 河内郡上三川町上三川3948

2 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 栃木支店 宇都宮市一条3-1-19

3 株式会社アイ・レック 宇都宮市海道町652-2

4 アキレス株式会社 足利市借宿町668

5 足利大学 足利市大前町268-1

6 株式会社あしぎん総合研究所 宇都宮市鶴田町1-7-5

7 株式会社アルシス 那須塩原市唐杉100-7

8 株式会社エネ創 宇都宮市山本1-23-18

9 大田原商工会議所 大田原市山の手1-1-1皇漢堂ビル１F

10 小山商工会議所 小山市城東1-6-36

11 花王株式会社 栃木工場 芳賀郡市貝町赤羽2606

12 株式会社カナメホールディングス 宇都宮市平出工業団地38-52

13 金子メディックス株式会社 那須塩原市槻沢342-17

14 株式会社環境公害分析センター 宇都宮市問屋町3172-85

15 環境整備株式会社 宇都宮市岩曽町1333

16 一般社団法人環境マテリアル推進機構 栃木支部 那須塩原市南郷屋4-16-1

17 株式会社環境ラボ 佐野市宮下町7-10

18 菊地歯車株式会社 足利市福富新町726-30

19 株式会社協和製作所 真岡市松山町18-2

20 株式会社工藤設計 宇都宮市鶴田町578-6

21 熊本株式会社 宇都宮市松原2-7-35

22 クラフトワーク株式会社 宇都宮市下金井町619-3

23 グランディハウス株式会社 宇都宮市大通り4-3-18

24 株式会社グリーンプロデュース 小山市上初田愛宕前636

25 株式会社栗原弘建築設計事務所 佐野市高萩町1235-19 アトリエＫ２Ｆ

26 株式会社神戸製鋼所 真岡製造所 真岡市鬼怒ヶ丘15

27 光陽エンジニアリング株式会社 宇都宮市宝木町２丁目880

28 株式会社小林酒店 鹿沼市千渡1792

29 株式会社コベルコパワー真岡 真岡市鬼怒ヶ丘1-12-1

30 サンプラスチック株式会社 那須塩原市北赤田1589-22

31 株式会社三洋製作所 宇都宮市西川田町703-1

32 CHC株式会社 宇都宮市東宿郷3-2-5  コーポルベーレ1004
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33 栃木県集成材協業組合 栃木県鹿沼市磯町東川原 123

34 昭和化学工業株式会社 栃木工場 芳賀郡市貝町赤羽字北原2610-32 

35 株式会社新成エンジニアリング 宇都宮市飯田町87-6

36 株式会社SUBARU 航空宇宙カンパニー 宇都宮市陽南1-1-11

37 株式会社相互企画 那須塩原市南郷屋4-16-1

38 損害保険ジャパン株式会社 宇都宮市大通り1-1-11

39 株式会社 SOLAR POWER PAINTERS 小山市東城南4-32-8  サニープレス103

40 株式会社大日光・エンジニアリング 日光市根室697-1

41 株式会社タカノ さくら市喜連川1095-4

42 地球温暖化防止活動ネットワーク 那須塩原市南町4-20

43 株式会社ツルオカ 小山市萱橋1085

44 帝京大学 宇都宮市豊郷台1-1

45 電気興業株式会社 鹿沼市さつき町13-4

46 東亜道路工業株式会社 栃木営業所 宇都宮市石井3373-15

47 東京オイルアナリスト株式会社 栃木市大平町西水代2531-1

48 東京海上日動火災保険株式会社 宇都宮市馬場通り4-1-1 宇都宮表参道スクエア8階

49 東京ガスネットワーク株式会社 栃木支社 宇都宮市東宿郷4-2-16

50 東京製鐵株式会社 宇都宮工場 宇都宮市清原工業団地11-1

51 東京電力エナジーパートナー株式会社 宇都宮市馬場通り1-1-11

52 東京電力パワーグリッド株式会社 栃木総支社 宇都宮市馬場通り1-1-11

53 株式会社東光高岳 小山事業所 小山市大字中久喜1440

54 栃木県建築士会 土地家屋調査士 松本 悟 小山市間々田1683-10

55 栃木県地球温暖化防止活動推進センター 宇都宮市下岡本町2145-13

56 株式会社とちぎテレビ 宇都宮市昭和2-2-2

57 栃木トヨタ自動車株式会社 宇都宮市横田新町3-47

58 株式会社トチセン 足利市福居町1143

59 飛島建設株式会社 宇都宮市大通り2-3-7 泉ビル５F

60 株式会社那須環境技術センター 那須塩原市青木22-152

61 那須信用組合 那須塩原市永田町6-9

62 株式会社ナステクノ 那須塩原市二区町474

63 日産プリンス栃木販売株式会社 宇都宮市西原町530

64 日本遮熱株式会社 足利市五十部町185-2

65 日本ビルコン株式会社  宇都宮サービスセンター 宇都宮市問屋町3426-49



66 日本プラスター株式会社 佐野市多田町188-2

67 日本労働組合総連合会栃木県連合会（連合栃木） 宇都宮市中戸祭町821 栃木県労働者福祉センター３階

68 株式会社パイオラックス 真岡市松山町14-2

69 ハザード・タイムライン株式会社 那須郡那須町高久甲4453-415

70 株式会社farmo 宇都宮市上欠町866-1

71 藤井産業株式会社 宇都宮市平出工業団地41-3

72 藤倉化成株式会社 佐野市栄町12-1

73 株式会社不二ロジカーゴ 河内郡上三川町西汗1662-1

74 文化シヤッター株式会社 小山工場 小山市上石塚1088-1

75 平成理研株式会社 宇都宮市石井町2856-3

76 有限会社本郷精巧 佐野市赤坂町949-9

77 マニー株式会社 宇都宮市清原工業団地8-3

78 三井住友海上火災保険株式会社 栃木支店 宇都宮市泉町6-20 宇都宮DIビル６Ｆ

79 三菱電機株式会社 関越支社 宇都宮市東宿業1-9-15 フローラビル２F

80 村田発條株式会社 宇都宮市平出工業団地20-4

81 明治機械株式会社 足利市鹿島町1115

82 真岡信用組合 真岡市並木町1-13-1

83 株式会社山形銀行 宇都宮支店 宇都宮市大通り３丁目1-17

84 吉澤石灰工業株式会社 佐野市宮下町7-10

85 レオン自動機株式会社 宇都宮市野沢町２-３

86 渡辺建設株式会社 宇都宮市今泉新町180



 （自治体）

1 宇都宮市 宇都宮市旭1-1-5

2 足利市 足利市本城3-2145

3 栃木市 栃木市万町9-25

4 鹿沼市 鹿沼市上殿町695-7

5 日光市 日光市今市本町１

6 小山市 小山市中央町1-1-1

7 真岡市 真岡市荒町5191

8 大田原市 大田原市本町1-4-1

9 矢板市 矢板市本町5-4

10 那須塩原市気候変動適応センター 那須塩原市共墾社108-2

11 さくら市 さくら市氏家2771

12 那須烏山市 那須烏山市中央1-1-1

13 下野市 下野市笹原26

14 上三川町 上三川町しらさぎ1-1

15 益子町 芳賀郡益子町益子2030

16 茂木町 茂木町大字茂木155

17 芳賀町 芳賀町大字祖母井1020

18 野木町 野木町大字丸林571

19 高根沢町 高根沢町石末2053

20 那須町 那須町大字寺子丙3-13

 （幹事）

1 一般社団法人 栃木県経営者協会 宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館４階

2 公益社団法人 栃木県経済同友会 宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館８階

3 栃木県中小企業団体中央会 宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館３階

4 一般社団法人 栃木県商工会議所連合会 宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館３階

5 栃木県商工会連合会 宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館６階

6 株式会社 足利銀行 宇都宮市桜4-1-25

7 株式会社 栃木銀行 宇都宮市西2-1-18

8 国立大学法人 宇都宮大学 宇都宮市峰町350
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