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ＪＵＫＩ株式会社　大田原工場 大田原市 北金丸1863 ＪＵＫＩ株式会社　大田原工場 89
北條光学株式会社 大田原市 富池22-1 北條光学株式会社 21
有限会社磯ヶ谷養鶏園 大田原市 上石上1871 有限会社磯ヶ谷養鶏園 1
大田原市役所　東別館 大田原市 本町1-3-1 大田原市役所 143
自宅(蜂巣耕平宅) 大田原市 蛭田1001 蜂巣　耕平 1
TSUTAYAハートランド大田原店 大田原市 若草1-711 株式会社ビックワン 1 0.11
池嶋　英哲邸 大田原市 下石上1227 池嶋　英哲 4
株式会社ブリヂストン　栃木工場 那須塩原市 上中野10番地 株式会社ブリヂストン 15 10
株式会社ブリヂストン　那須工場 那須塩原市 東大和町3番1号 株式会社ブリヂストン 584
株式会社ミツヤ送風機製作所　那須事業所 那須塩原市 上厚埼７４９ 株式会社ミツヤ送風機製作所 130
大江戸温泉物語　ホテル＆リゾーツ株式会社　ホテルニュー塩原 那須塩原市 塩原705番地 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社 86
那須信用組合　本店営業部 那須塩原市 永田町6-9 那須信用組合 36
栃木総支社　那須野制御管理　西富山変電所 那須塩原市 西富山96-1 東京電力パワーグリッド株式会社 2
チューナー株式会社　那須工場 那須塩原市 チューナー株式会社 104
錦正工業株式会社 那須塩原市 二区町353-6 錦正工業株式会社 3
新板室温泉　引湯給湯　機械・管理室 那須塩原市 百村3073番地4 月井　梅男 1
有限会社阿久津吉松商店 那須塩原市 黒磯幸町7番10号 有限会社阿久津吉松商店 6 53 0.35
有限会社高橋製作所　さくら工場 さくら市 有限会社高橋製作所 1
株式会社烏山城カントリークラブ 那須烏山市 大桶2401 株式会社烏山城カントリークラブ 2 1.98
郡司工業株式会社 塩谷町 田所1098-2 郡司工業株式会社 1
法務省　喜連川少年院 さくら市 喜連川3475-1 喜連川少年院 46
藤和那須リゾート株式会社　大清水台ポンプ室 那須町 大字高久乙3376 藤和那須リゾート株式会社 1
株式会社一望閣 那須町 大字湯本１５７ 株式会社一望閣 2
藤和那須リゾート株式会社　ハイランドパーク 那須町 高久乙3376 藤和那須リゾート株式会社 1
休暇村那須 那須町 湯本西原1-1 一般社団法人休暇村協会 4
株式会社松川屋那須高原ホテル 那須町 大字湯本252 株式会社松川屋那須高原ホテル 1
いすゞ自動車健康保険組合　那須ロッジ 那須町 いすゞ自動車健康保組合 18
サクサ株式会社　栃木事業場　那須工場 那須塩原市 下永田5-1400 サクサ株式会社　栃木事業場 101
東日本旅客鉄道㈱　大宮電力技術センター　矢板変電所ＰＣＢ保管所 矢板市 末広町15-9 東日本旅客鉄道株式会社　大宮支社 1 88 46.47
住友ベークライト株式会社 鹿沼工場 鹿沼市 さつき町７番１ 住友ベークライト株式会社 鹿沼工場 1
有限会社鈴木屋 鹿沼市 銀座２丁目１２８０ 有限会社鈴木屋 1
デュポン・スタイロ株式会社　鹿沼工場 鹿沼市 さつき町１１－１ デュポン・スタイロ株式会社 5
㈱カルックス 鹿沼市 大和田町１番地 株式会社カルックス 2
株式会社成和工業 鹿沼市 下粕尾６０ 株式会社成和工業 2
日光市役所 栗山行政センター 日光市 日陰５７５ 日光市 14
ホテル四季彩 日光市 中宮祠2485番地 株式会社ワールドリゾートオペレーション 1
社団医療法人　明倫会　今市病院 日光市 社団医療法人　明倫会 21
旧電気店 日光市 今市816-1 本間　宏昌 3
鬼怒川ゴム工業株式会社　真岡事業所 真岡市 松山町８番１号 鬼怒川ゴム工業株式会社 1 263
株式会社神戸製鋼所　真岡製造所 真岡市 鬼怒ケ丘１５番地 株式会社神戸製鋼所　真岡製造所 3
はが野農業協同組合　山前支所 真岡市 小林９２２－１ はが野農業協同組合 44
ユニプレス株式会社　栃木工場（真岡） 真岡市 松山町７番地 ユニプレス株式会社 16
宝栄工業株式会社　真岡工場 真岡市 松山町１２番地１ 宝栄工業株式会社 2
株式会社守山工業 真岡市 東大島１２４１ 株式会社守山工業 2
日立金属工具鋼株式会社　関東熱処理センター 真岡市 松山町１８番地 日立金属工具鋼株式会社 3
昭和電工マテリアルズ株式会社　下館事業所　二宮倉庫 真岡市 久下田４１３番地 昭和電工マテリアルズ株式会社 1914 56.4 236.3
日清鋼業株式会社　真岡支店 真岡市 鬼怒ケ丘２－３ 日清鋼業株式会社 2
東日本電信電話株式会社　真岡ビル 真岡市 台町４１６１ 東日本電信電話株式会社　埼玉事部 4
橋本　勝男 真岡市 鹿１７８２ 橋本　勝男 2
泉食品株式会社 真岡市 西田井２２－２ 泉食品株式会社 1
日産自動車株式会社　栃木工場 上三川町 大字上蒲生２５００ 日産自動車株式会社　栃木工場 2539 99.7
株式会社オーシーシー　上三川事業所 上三川町 上三川３９６７ 株式会社オーシーシー 105
上三川町立上三川小学校 上三川町 大字上三川４５９４番地 上三川町教育委員会　教育総務課教育施設係 333
株式会社野州ゴム工業所 益子町 東田井１１１番地 株式会社野州ゴム工業所 1
株式会社環境公害分析センター 益子町 益子１７１１－４ 株式会社環境公害分析センター 13
茂木中央病院 茂木町 大字茂木２１０１ 社団医療法人弘全会　茂木中央病院 1
ＮＴＴドコモ　花香月無線中継所 茂木町 鮎田字三沢１５９６－３１ 株式会社ＮＴＴドコモ 2
タキロンシーアイ株式会社　栃木工場 市貝町 大字赤羽２６０６ タキロンシーアイ株式会社　栃木工場 43
芳賀町体育館 芳賀町 大字祖母井１０２０ 芳賀町 4
松金化学工業株式会社 栃木市 境町２８番５号 松金化学工業株式会社 28
栃木市市民会館 栃木市 日ノ出町１４－３６ 栃木市 9
都賀カンツリー倶楽部 栃木市 尻内町１７５７－１ 都賀総合開発株式会社 1
冨士鋼業㈱ 栃木市 梅沢町６７８番地 冨士鋼業株式会社 4 2
日立グローバルライフソリューションズ株式会社　栃木事業所 栃木市 大平町富田８００番地 日立グローバルライフソリューションズ株式会社　栃木事業所 1
有限会社三徳工業 栃木市 大平町真弓１５９１－７ 有限会社三徳工業 1
株式会社江連鐵工 栃木市 大平町富田４００５番地８ 株式会社江連鐵工 1
三立工業株式会社 栃木市 大平町富田１３６６番地 三立工業株式会社 1
株式会社　ＴＡＩＹＯ 栃木市 大宮町２２４５ 株式会社　ＴＡＩＹＯ 86
サンチャイルド株式会社 栃木市 都賀町家中６０１４－１ サンチャイルド株式会社 1
株式会社佐山製作所（倒産） 栃木市 大平町西野田501 株式会社佐山製作所 1 29
株式会社　井澤　栃木工場 栃木市 岩舟町和泉1415 株式会社　井澤 2
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（有）日下部工業所 栃木市 大平町牛久659 （有）日下部工業所 1
遊間製作所 栃木市 大平町真弓１５５６－４ 遊間製作所 1 1
株式会社　早乙女鉄工所 栃木市 皆川城内町948 株式会社　早乙女鉄工所 5
いすゞ自動車株式会社　クロシェット岩舟　/　大平パーツセンター 栃木市 大平町西水代1467-2　　他 いすゞ自動車株式会社 9
小林縫製 栃木市 岩舟町新里1388 1
平井　久雄　自宅 栃木市 5
大和砕石産業株式会社　真名子工場 栃木市 西方町真名子２５８９－１ 大和砕石産業株式会社 2
株式会社小松製作所　小山工場 小山市 横倉新田４００ 株式会社小松製作所　小山工場 59
昭和電工株式会社　小山事業所 小山市 犬塚１丁目４８０番地 昭和電工株式会社　小山事業所 5 11 578 1
株式会社東光高岳　小山事業所 小山市 大字中久喜１４４０番地 株式会社東光高岳　小山事業所 4 5
富士通株式会社　小山工場 小山市 城東３－２８－１ 富士通株式会社 136 4 1.96
株式会社ＵＡＣＪ押出化工小山 小山市 土塔５６０番地 株式会社ＵＡＣＪ押出化工小山 12 52
ＫＤＤＩ株式会社　小山事業所 小山市 神鳥谷１８２８番地 ＫＤＤＩ株式会社 1
医療法人社団　章仁会　船田内科外科医院 小山市 大字松沼５７８番地 医療法人社団　章仁会 2
日本たばこ産業株式会社　旧小山原料工場 小山市 花垣町２－７－１６ 日本たばこ産業株式会社 1
株式会社稲葉製作所 小山市 大字寒川1116番 株式会社稲葉製作所 1
橋戸幹彦　邸 小山市 本郷町２丁目６番６号 1
日東電気株式会社　小山工場 小山市 城東4-15-24 日東電気株式会社 1
有限会社　光真製作所 小山市 粟宮836-3 有限会社　光真製作所 1 2
山中産業有限会社 小山市 花垣町２－４－２０ 山中産業有限会社 1
有限会社　高田製作所 小山市 大字出井811-3 2
壬生町水道事業　南部配水場 壬生町 大字壬生甲１１５７ 壬生町水道事業 12
シミックＣＭＯ株式会社 足利工場 足利市 久保田町５８８番地３ シミックＣＭＯ株式会社 3
アキレス株式会社 足利第一工場 足利市 借宿町６６８番地 アキレス株式会社 162
栃木県立足利工業高等学校 足利市 西宮町２９０８番地１号 栃木県立足利工業高等学校 0.7
有限会社 塩沢産業 足利市 小俣町５０番地 有限会社塩沢産業 1
株式会社 キリウ 足利市 小俣南町２番地 株式会社　キリウ 21
有限会社　真下製作所 足利市 西場町６４２－２ 有限会社　真下製作所 1
株式会社 新房精錬 足利市 山川町１０番地８ 株式会社 新房精錬 1
㈱蓮岱館 足利市 緑町２－３７７０ ㈱蓮岱館 1 2.66
小林　修志 足利市 小俣町２８０７－９ 小林　修志 1
足利市役所 足利市 足利市本城三丁目２１４５番地 足利市役所 2
株式会社　ハマダ 足利市 通２－１２－１１ 株式会社　ハマダ 1
栃木県プリント綜合研究所協同組合 足利市 葉鹿南町２０－１ 栃木県プリント綜合研究所協同組合 1
帆足　太良 足利市 南大町3437-3 帆足　太良 2
ハッピー金属工業　株式会社 足利市 鹿島町７６９ ハッピー金属工業　株式会社 1 2.2
ハッピー金属工業　株式会社 足利市 山下町９０３ ハッピー金属工業　株式会社 1
有限会社　島田製作所 足利市 田中町２０－１ 有限会社　島田製作所 1
町田　トヨ 足利市 大久保町１２４０－１ 町田　トヨ 6
旧関野建材工業　株式会社 足利市 樺崎町８５２ 関野建材工業　株式会社 3
日新染工　有限会社 足利市 今福町４５９ 日新染工　有限会社 1
株式会社　富士合成 足利市 山川町７６－５ 株式会社　富士合成 1
廣田　知子 足利市 大正町８７０－２８ 廣田　知子 1
東京計器株式会社 佐野工場 佐野市 栄町１番地１ 東京計器株式会社 佐野工場 313 283
株式会社プラシーズ 佐野市 免鳥町８９３ 株式会社プラシーズ 2
足利ゴム工業株式会社 佐野市 下彦間町６３８番地 足利ゴム工業株式会社 2
（有）谷商店 佐野市 中町７１ （有）谷商店 1
住友大阪セメント㈱　栃木工場 佐野市 築地町７１５ 住友大阪セメント㈱ 651
黒川　祥作（旧有限会社　黒川鉄工） 佐野市 出流原町４４２ 黒川　祥作 2
株式会社　藤坂　音坂工場 佐野市 韮川町６０３－１ 株式会社　藤坂 5
株式会社　フジヒラ 佐野市 田沼町１３０３ 株式会社　フジヒラ 1
有限会社　遠藤石材 佐野市 相生町１９５ 有限会社　遠藤石材 1
早川織物　株式会社 佐野市 新吉水町３２６ 早川織物　株式会社 2
清和化成工業　株式会社 佐野市 戸室町２３１ 清和化成工業　株式会社 5
有限会社　遠藤製材所 佐野市 下彦間町１０８９ 有限会社　遠藤製材所 2
佐野市水処理センター 佐野市 植下町３３００番地 佐野市下水道事業 7
須川　利子 佐野市 多田町３７４２－１３ 須川　利子 2
株式会社　イエックス 佐野市 栄町１番２号 株式会社　イエックス 102
佐野スカイホーム 佐野市 朝日町７８０－４ 佐野スカイホーム 4
有限会社　昭山化工 佐野市 赤見町１６９５－１ 有限会社　昭山化工 1
岩上　新五 佐野市 赤見町２９０９－１付近 岩上　新五 1
株式会社バンテック 佐野市 戸室町１６５ 株式会社バンテック 1
日鉄鉱業株式会社 栃木事業所 佐野市 仙波町１５９９番地 日鉄鉱業株式会社 栃木事業所 1 4.69



集計対象外の単位で報告されている廃棄物の数量
2021年度集計

事業場名称 保管使用の別 廃棄物種類 数量 数量単位
有限会社ウェルシーファーム　大谷牧場 保管 コンデンサー（3kg以上） 23 ｋｇ
大田原市役所　東別館 保管 安定器 632 ｋｇ
日産自動車株式会社　栃木工場 保管 安定器 695 ｋｇ
橋戸幹彦　邸 保管 その他 1 台／個
※個数，重量，容積，その他数量，その他数量単位すべてが入力されていない場合は，   その他数量とその他数量単位に「－」と
表示されます。


