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大神上郷用水共同施行 大田原市 大神420番地 1
王冠ボウル(旧届出者　㈱エスブイコンストラクション　R3.5.1に売買により野﨑製作所に変更） 大田原市 美原1-5-18 有限会社野﨑製作所
大田原体育館 大田原市 本町1-1-1栃木県大田原市 大田原市
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
キヤノン電子管デバイス株式会社 大田原市 下石上1385番地 キヤノン電子管デバイス株式会社 3 7 21 60 480 2 3
栃木県立大田原女子高等学校 大田原市 元町1丁目5番43号 栃木県立大田原女子高等学校
株式会社栃木ニコン 大田原市 実取770番地 株式会社栃木ニコン 1 8.5 5
那須地区広域行政事務組合　第１衛生センター 大田原市 町島252-3 那須地区広域行政事務組合 4
富士通株式会社　那須工場 大田原市 下石上1388 富士通株式会社　那須工場
北條光学株式会社 大田原市 富池22-1 北條光学株式会社
大神地区土地改良事業共同施行 大田原市 大神３３４
大田原市総合文化会館 大田原市 本町1丁目3番3号 大田原市総合文化会館
大田原市立大田原小学校 大田原市 城山1-4-36 大田原市
大田原市立奥沢小学校 大田原市 奥沢175番地 大田原市 1
大田原市立野崎中学校 大田原市 薄葉2250番地 大田原市
大田原市立湯津上中学校 大田原市 湯津上5番地573 大田原市
大田原市立若草中学校 大田原市 若草2-1234 大田原市 1
大田原市立川西小学校 大田原市 黒羽向町618番地 大田原市
大田原市立黒羽小学校 大田原市 黒羽田町525番地 大田原市
鈴木　栄三郎 大田原市 南金丸字西原1515 鈴木　栄三郎
株式会社栃木ニコンプレシジョン 大田原市 実取760番地 株式会社栃木ニコンプレシジョン
湯津上土地改良区(片府田地区揚水機場) 大田原市 片府田地先 湯津上土地改良区 1
ゼブラ電子工業株式会社(旧田淵電子工業㈱) 大田原市 若草一丁目1475番地 ゼブラ電子株式会社 1 4
栃木県水産試験場 大田原市 佐良土2599 栃木県水産試験場 2 1
大田原市　黒羽・川西地区公民館 大田原市 黒羽田町848 大田原市役所
ミサワ医科工業株式会社　那須工場 大田原市 蜂巣767-80 ミサワ医科工業株式会社
高桑魚業有限会社 大田原市 花園2140 高桑魚業有限会社
株式会社大和工業所 大田原市 羽田962番地 株式会社大和工業所
NTT東日本　大田原ビル 大田原市 山の手1-7-30 東日本電信電話株式会社 1500
大田原市立大田原中学校 大田原市 美原1丁目14番2号
大田原市立蛭田小学校 大田原市 蛭田1720番地
大田原市立市野沢小学校 大田原市 市野沢2077番地
大田原市親園農村環境改善センター 大田原市 花園1973番地 2
川田建設株式会社　関東機材センター 大田原市 上石上1847-5 川田建設株式会社 3 2
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
大田原市役所　東別館 大田原市 本町1-3-1 大田原市役所
佐藤林業株式会社 大田原市 須佐木1502 佐藤林業株式会社
自宅(蜂巣耕平宅) 大田原市 蛭田1001 蜂巣　耕平
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
池嶋　英哲邸 大田原市 下石上1227 池嶋　英哲 3
大田原学童保育（大田原小旧管理棟） 大田原市 城山1丁目4番36号 大田原市
大田原西地区公民館 大田原市 大田原市 2
栃木県立矢板東高等学校 矢板市 東町4番8号 栃木県立矢板東高等学校
株式会社足利銀行　矢板支店 矢板市 扇町2-1-1 株式会社足利銀行
東京計器株式会社　矢板工場 矢板市 東町333番4号 東京計器株式会社
レストラン　ココス矢板店 矢板市 富田142 株式会社ココスジャパン 1
栃木県県民の森　森林総合管理センター 矢板市 長井2927
有限会社星野自動車整備工場 矢板市 針生33番地16 有限会社星野自動車整備工場
有限会社福井造花店 矢板市 本町8番8号 有限会社福井造花店
山口製材所（屋号） 矢板市 上町11-22 山口　昌三
サクサ株式会社　栃木事業場　矢板工場 矢板市 扇町2-13-37 サクサ株式会社　栃木事業場　矢板工場 6 1
デイリー･プロダクツ･ソリューション株式会社　那須工場 那須塩原市 東栄1-35-25 デイリー･プロダクツ･ソリューション株式会社 1
石田坂農地管理組合 那須塩原市 寺子919 石田坂農地管理組合 2
電源開発株式会社　東日本支店　沼原事務所 那須塩原市 板室字滝の沢897-6 電源開発株式会社 8
栃木県立黒磯高等学校 那須塩原市 豊町6-1 栃木県立黒磯高等学校 1 1
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 6 2 1 5
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
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 9
阿部　敏久(旧株式会社共和商事) 那須塩原市 宮町５番８号 阿部　敏久
栃木県医師会塩原温泉病院 那須塩原市 塩原1333 栃木県医師会塩原温泉病院 5 0.8
セイコーＮＰＣ株式会社　那須塩原事業所 那須塩原市 下田野531-1 セイコーＮＰＣ株式会社 3 1
那須塩原市役所 那須塩原市 共墾社108番地2 那須塩原市役所 7
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

レストラン　ココス西那須野店 那須塩原市 下永田1-993-6 株式会社ココスジャパン
栃木県立黒磯南高等学校 那須塩原市 上厚崎747-2 栃木県立黒磯南高等学校 1 1
日本金型材株式会社　那須事業所 那須塩原市 埼玉559-15 日本金型材株式会社 3 2
那須地区広域行政事務組合　第２衛生センター 那須塩原市 越堀659-2 那須地区広域行政事務組合 1
那須高原ハム株式会社 那須塩原市 上大塚新田33-3 那須高原ハム株式会社
栃木砂利工業有限会社 那須塩原市 蟇沼620 栃木砂利工業有限会社 1
那須製紙株式会社 那須塩原市 一区町200 那須製紙株式会社 4
大日向カントリー倶楽部 さくら市 鷲宿3880 PGMプロパティーズ株式会社 2
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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
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟　那須野営場 那須塩原市 西三島7-334 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟

西岩崎頭首工 那須塩原市 西岩崎230 関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所

有限会社いわと 那須塩原市 黒磯幸町6-31 有限会社いわと
伊東園ホテル塩原 那須塩原市 塩原2196-4 株式会社伊東園ホテルズ
有限会社折戸砕石プラント 那須塩原市 折戸289 有限会社折戸砕石
五大観光株式会社　塩原リゾートタウン管理事務所 那須塩原市 上横林414-458 五大観光株式会社
レストラン　ココス黒磯店 那須塩原市 清住町90-11 株式会社ココスジャパン 1
有限会社白塩舎 那須塩原市 上塩原44-3 有限会社白塩舎 1
株式会社うつのみやの足場や　黒磯置場 那須塩原市 豊浦北町69 株式会社うつのみやの足場や
名立正佼成会　那須教会 那須塩原市 西朝日2-26 名立正佼成会
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　女子寮 那須塩原市 塩原705 大江戸温泉物語　ホテル＆リゾーツ株式会社 4
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 14 1
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
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 1 6
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
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
有限会社関根養魚場 那須塩原市 一区町281 有限会社関根養魚場 1 1
ミナト製薬株式会社 那須塩原市 下厚崎264 みなと協和法律事務所　(破産者　ミナト製薬株式会社) 1
鴫内揚水機場 那須塩原市 鴫内地内 那須野ヶ原土地改良区連合 1
大古精機株式会社 さくら市 氏家1176 大古精機株式会社
東京電力パワーグリッド㈱　栃木総支社　宇都宮制御所管理　氏家変電所外 さくら市 氏家2755-2 東京電力パワーグリッド株式会社 5
大和鋼管工業株式会社　本社工場 さくら市 鷲宿4530-1 大和鋼管工業株式会社　本社工場
住ベテクノプラスチック株式会社　喜連川工場 さくら市 早乙女560-1 住べテクノプラスチック株式会社 2
荒川養殖漁業生産組合 さくら市 早乙女3071 荒川養殖漁業生産組合
文挟機場 高根沢町 文挟221-1 鬼怒川東部土地改良区
押上第一機場 さくら市 押上555-2 鬼怒川東部土地改良区
押上パイロット機場 さくら市 押上1672-4 鬼怒川東部土地改良区 1
株式会社関電工　栃木支店　氏家営業所 さくら市 松山1030-6 株式会社関電工　栃木支店
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
株式会社三協 さくら市 氏家1150番地3 株式会社三協 1
有限会社あらい製機加工所 さくら市 葛城1681 有限会社あらい製機加工所 1
有限会社磯ヶ谷養鶏園　松田分場 さくら市 喜連川6306番地 有限会社磯ヶ谷養鶏園
栃木県立南那須特別支援学校 那須烏山市 藤田1181-152 栃木県立南那須特別支援学校 1
トヨナカ栃木株式会社　大金工場 那須烏山市 南大和久向ノ後504番地 トヨナカ栃木株式会社 7 3
神明畜産株式会社　南那須事業所 那珂川町 志鳥3632 神明畜産株式会社 2
矢崎部品株式会社　栃木工場 那須烏山市 月次500 矢崎部品株式会社　栃木工場 1
栃木リペアセンター 那須烏山市 大桶970 インバースネット株式会社 1
株式会社山本プレス製作所　栃木工場 那須烏山市 志鳥2616 株式会社山本プレス製作所
栃木県庁　南那須庁舎 那須烏山市 中央1-6-92 栃木県烏山土木事務所
全国農業協同組合連合会　畜産生産部生産基盤課　南那須牧場 那須烏山市 三箇2205 全国農業協同組合連合会
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 1
郡司工業株式会社 塩谷町 田所1098-2 郡司工業株式会社
鬼怒川中部土地改良区連合会　松川放流工 塩谷町 大字大宮 鬼怒川中部土地改良区連合会
東京電力リニューアブルパワー株式会社　道谷原発電所 塩谷町 大字船生6730-1 東京電力リニューアブルパワー株式会社

栃木総支社　那須野制御所管理　玉生変電所 塩谷町 玉生574-3 東京電力パワーグリッド株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社　那須野制御所管理　玉生変電所 塩谷町 大字玉生574-3 東京電力パワーグリッド株式会社
富士興業株式会社　栃木工場 塩谷町 船生7567-1 富士興業株式会社 1
森山産業株式会社　宇都宮工場 高根沢町 宝積寺2388 森山産業株式会社 3 2
塩野谷農業協同組合　高根沢地区営農生活センター 高根沢町 大字太田746番地3 塩野谷農業協同組合 2
株式会社司工業 高根沢町 大字石末1180-1 株式会社司工業
藤井建設株式会社 高根沢町 宝石台5丁目11 藤井建設株式会社
法務省　喜連川少年院 さくら市 喜連川3475-1 喜連川少年院
株式会社　那須ニコン 那須烏山市 興野1956-3 株式会社　那須ニコン 1
南那須地区広域行政事務組合　保健衛生センター 那須烏山市 大桶444番地 南那須地区広域行政事務組合 4
栃木県立馬頭高等学校 那須町 馬頭1299-2 栃木県立馬頭高等学校
冨士電球工業株式会社　那須工場 大田原市 北野上1505-1 冨士電球工業株式会社 1
若喜旅館 那須町 大字湯本206 株式会社三和
東京電線工業株式会社　那須工場 那須町 大字高久甲字道西2691-5 東京電線工業株式会社　那須工場
藤和那須リゾート株式会社　浄水場 那須町 大字高久乙3376 藤和那須リゾート株式会社
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
株式会社一望閣 那須町 大字湯本１５７ 株式会社一望閣
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
医療法人慈全会　那須高原病院 那須町 大字高久甲375 医療法人慈全会　那須高原病院 2
那須町立学びの森小学校 那須町 大島18-1 那須町
株式会社林パッキング工業　那須工場 那須町 大字高久丙4892 株式会社林パッキング工業 1
タカプラリサイクル株式会社 那須町 大字寺子乙字萩原2017-1 タカプラリサイクル株式会社 1
東京電力リニューアブルパワー株式会社　那須野事業所　黒川発電所 那須町 大字稲沢1392-2 東京電力リニューアブルパワー株式会社

日産プリンス西東京販売株式会社　旧那須保養所 那須町 高久乙3376 日産ネットワークホールディングス株式会社

益子林業有限会社 那須町 大字伊王野723 益子林業有限会社
株式会社海星　黒磯生コン跡地（旧届出者　株式会社海星　R4.1.1に日榮と合併） 那須町 大字高久甲2403 株式会社日榮
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那須町立高久小学校 那須町 大字高久甲3358-3 那須町 2
一般社団法人那須ゴルフ倶楽部 那須町 湯本212 一般社団法人那須ゴルフ倶楽部
株式会社トーセン　旧那須工場 那須町 伊王野2969-1 株式会社トーセン
旧芦野小学校 那須町 大字芦野100 那須町役場
有限会社ウェルシーファーム　大谷牧場 那須町 大字豊原丙5211 有限会社ウェルシーファーム
那須町立那須中学校 那須町 大字高久丙1-1 那須町
東京計器株式会社　那須工場 那須町 高久甲3番地1 東京計器株式会社 3
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
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
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
ホテルセレクトイン西那須野駅前 那須塩原市 永田町2-23 万不動産株式会社 1
栃木県立那須清峰高等学校 那須塩原市 下永田6丁目4番地 栃木県立那須清峰高等学校 3
栃木県立那須拓陽高等学校 那須塩原市 下永田4丁目3-52 栃木県立那須拓陽高等学校 1 2
有限会社那須鉄工 那須塩原市 南郷屋3丁目144番地 有限会社那須鉄工
林工業株式会社　西那須野工場 那須塩原市 高柳2-10 林工業株式会社　西那須野工場 1
東京電力パワーグリッド株式会社　栃木総支社　那須野制御所管理　那須野変電所他 那須塩原市 山中新田38-2 東京電力パワーグリッド株式会社 1 15 1
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 1
渡辺建設株式会社　那須塩原太陽光発電所 那須塩原市 下田野428-10 渡辺建設株式会社
那珂川町立馬頭中学校 那珂川町 馬頭2558番地10 那珂川町立馬頭中学校 1
那珂川町旧学校給食センター 那珂川町 小川2826番地 那珂川町役場
株式会社タテヤマ　栃木工場 那珂川町 小川536番地 株式会社タテヤマ 5
那珂川町立小川中学校 那珂川町 小川3033番地 那珂川町立小川中学校 2
那珂川町旧消防馬頭分署 那珂川町 健武1574番地2 那珂川町 2
那珂川町立馬頭小学校 那珂川町 馬頭169 那珂川町立馬頭小学校 2
川崎工業株式会社　プレカット工場 那珂川町 久那瀬735 川崎工業株式会社
株式会社吉野工業所　那須小川工場 那珂川町 吉田28番地 株式会社吉野工業所　那須小川工場 1 1
那須南農業協同組合 那珂川町 白久10番地 那須南農業協同組合 3
旧高野病院 那珂川町 馬頭368 医療法人社団誠和会 2
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 4 18 2
栃木県立鹿沼高等学校 鹿沼市 万町９６０ 栃木県立鹿沼高等学校 1
鹿沼市下水道事務所 鹿沼市 上殿町６７３－１ 鹿沼市役所 16 2 96 3 3
栃木県立鹿沼南高等学校 鹿沼市 みなみ町８番７３号 栃木県立鹿沼南高等学校 2
デクセリアルズ株式会社　栃木事業所　第１工場 鹿沼市 さつき町１８番 デクセリアルズ株式会社　栃木事業所

東芝ライテック株式会社　鹿沼工場 鹿沼市 さつき町１番１ 東芝ライテック株式会社　鹿沼工場
株式会社フクイ 鹿沼市 茂呂２６００番地 株式会社フクイ 1
株式会社加藤工業所　富岡工場 鹿沼市 富岡１００３－２ 株式会社加藤工業所 2
東京電力パワーグリッド株式会社 栃木総支社 鹿沼変電所 鹿沼市 上野町３９２－２ 東京電力パワーグリッド株式会社 5 4
三和コンクリート株式会社鹿沼工場 鹿沼市 下南摩町１１番地 三和コンクリート工業株式会社　鹿沼工場

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

株式会社足利銀行　鹿沼支店 鹿沼市 石橋町１５４４ 株式会社足利銀行
有限会社鈴木屋 鹿沼市 銀座２丁目１２８０ 有限会社鈴木屋 2
有限会社山木工業 鹿沼市 白桑田５１５－１ 有限会社山木工業 1 3 2
東日本高速道路株式会社 関東支社 宇都宮管理事務所 鹿沼市 茂呂２４－２ 東日本高速道路株式会社 関東支社 宇都宮管理事務所

大昭和紙工産業株式会社 鹿沼工場 鹿沼市 蓬莱町１３６８番地 大昭和紙工産業株式会社 鹿沼工場 1
㈱関根製作所 鹿沼市 富岡１３２２ ㈱関根製作所 1 1 5
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
藤田木材株式会社　木工団地工場 鹿沼市 茂呂２４６６－２（木工団地内） 藤田木材株式会社
株式会社積水化成品東部 鹿沼市 上日向１０２６－１１ 株式会社積水化成品東部 1
株式会社加藤工業所 鹿沼市 府所町２０番地 株式会社加藤工業所 2 2 1
須藤 好三 宅 鹿沼市 御成橋町２－２２１８－２ 有限会社君島工務店（須藤 好三）
栃木県立鹿沼東高等学校 鹿沼市 千渡２０５０鹿沼東高等学校 鹿沼東高等学校 2
鹿沼市黒川終末処理場 鹿沼市 上殿町６７３－１ 鹿沼市 3 2 1
大藤建設株式会社 鹿沼市 千渡６１６ 大藤建設株式会社 1
㈱カルックス 鹿沼市 大和田町１番地 株式会社カルックス 1 1
株式会社南摩城カントリークラブ 鹿沼市 下南摩町９８２－２ 株式会社南摩城カントリークラブ 3
東京電力パワーグリッド株式会社　栃木総支社　鹿沼資材センター 鹿沼市 下石川７１３番１ 東京電力パワーグリッド株式会社 10 38299
木村　隆治 鹿沼市 上永野６５
株式会社ジェイエスピー鹿沼第一工場 鹿沼市 さつき町１７番地 株式会社ジェイエスピー
皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース 鹿沼市 酒野谷1240 PGMプロパティーズ株式会社 1
株式会社ニュー叶屋 鹿沼市 株式会社ニュー叶屋
有限会社仁平製作所 鹿沼市 日吉町495 有限会社仁平製作所
白石物産株式会社 鹿沼市 茂呂2627番地１ 白石物産株式会社
有限会社鈴木工機製作所 鹿沼市 茂呂596-4 有限会社鈴木工機製作所
旧新星金属工業株式会社 鹿沼市 下沢443-1 武藤　ミヤ
株式会社ムー建設設計 鹿沼市 千渡1664番４ 株式会社ムー建設設計
株式会社岩本工業 鹿沼市 茂呂2605 株式会社岩本工業
株式会社スチレン化工 鹿沼市 下永野508-1 株式会社スチレン化工
鹿沼分室 鹿沼市 下田町1-1197-1 第一生命保険株式会社
株式会社アサヒ 鹿沼市 上奈良部町12-1 株式会社アサヒ
福田一雄宅 鹿沼市 板荷2246
栃木県立日光明峰高等学校 日光市 久次良町１０４ 栃木県立日光明峰高等学校 2 3 1
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古河日光発電株式会社 日光発電事務所 日光市 細尾町２７３番地 古河日光発電株式会社 日光発電事務所 1
古河電気工業株式会社 日光事業所 日光市 清滝町５００番地 古河電気工業株式会社 15 39 1 65
株式会社別倉製作所 日光市 清滝３－９－１ 株式会社別倉製作所
有限会社エフエムケイ 日光市 野口７００番地１ 有限会社エフエムケイ 3
株式会社ＵＡＣＪ生産本部日光製造所 日光市 清滝桜ヶ丘町一番地 株式会社ＵＡＣＪ生産本部日光製造所 4
株式会社足利銀行日光支店 日光市 上鉢石町１０３３－１ 株式会社　足利銀行
ラインヒルゴルフクラブ 日光市 手岡１２５２ 株式会社ラインヒル
足尾町旧アイススケートセンター（廃止保管分） 日光市 足尾町２８２５－３ 日光市 2
株式会社金谷ホテルベーカリー 日光市 御幸町５５２ 株式会社金谷ホテルベーカリー 4 1
栃木県県西環境森林事務所 日光市 瀬川５１－９県西環境森林事務所 県西環境森林事務所 1
栃木県立今市特別支援学校 日光市 瀬尾１６４０－２２ 栃木県立今市特別支援学校 0.1 1
（公財）栃木県体育協会今市青少年スポーツセンター 日光市 根室６０９－１ 公益財団法人 栃木県体育協会
日光市藤原総合文化会館 日光市 鬼怒川温泉大原１４０４－１ 日光市 4 1 2
日光市リサイクルセンター 日光市 町谷８０９－２ 日光市 2
古河電気工業株式会社 銅箔事業部門 東工場 日光市 針貝１０６６－２４ 古河電気工業株式会社 5
野岩鉄道株式会社 日光市 藤原326-3 野岩鉄道株式会社
一柳閣 本館 日光市 川治温泉高原46 株式会社 スタディー
伊藤園ホテル ニューさくら 日光市 鬼怒川温泉大原1060 株式会社 スタディー
日光市クリーンセンター 日光市 日光市千本木９４５－１ 日光市 5
日光市藤原運動公園 日光市 鬼怒川温泉大原４８５ 日光市 1
医療法人　矢尾板記念会　見龍堂クリニックかわせみ 日光市 平ヶ崎６０９－４ 医療法人　矢尾板記念会　見龍堂クリニックかわせみ

日光星の宿 日光市 上鉢石１１１５番地 ㈲日光星の宿
㈱あさやホテル 日光市 鬼怒川温泉滝813あさやホテル ㈱あさやホテル 3
栃木県日光土木事務所 日光市 萩垣面2390番地7 1800
日光二荒山神社 日光市 山内2307二荒山神社 宗教法人日光二荒山神社
有限会社君島モータース 日光市 倉ヶ崎新田17 有限会社君島モータース
湯乃家旅館 日光市 有限会社和楽
株式会社上澤梅太郎商店 日光市 今市487 株式会社上澤梅太郎商店
湯守釜屋 日光市 湯本2548 株式会社リロバケーションズ
東京電力リニューアブルパワー株式会社　川俣発電所 日光市 川俣646 東京電力リニューアブルパワー株式会社

東京電力リニューアブルパワー株式会社　所野第三発電所 日光市 日光市瀬尾1625 東京電力リニューアブルパワー株式会社

東京電力リニューアブルパワー株式会社　菖蒲ヶ浜発電所 日光市 中宮祠2485 東京電力リニューアブルパワー株式会社

東京電力リニューアブルパワー株式会社　所野第一発電所 日光市 所野2708-1 東京電力リニューアブルパワー株式会社

東京電力リニューアブルパワー株式会社　日光第一発電所 日光市 日光1704-2 東京電力リニューアブルパワー株式会社

東京電力リニューアブルパワー株式会社　鬼怒川発電所 日光市 鬼怒川温泉滝706 東京電力リニューアブルパワー株式会社

東京電力リニューアブルパワー株式会社　栗山発電所 日光市 黒部240 東京電力リニューアブルパワー株式会社

西部生コン株式会社　日光工場 日光市 所野50番地１ 西部生コン株式会社
栃木県立今市工業高等学校 日光市 荊沢６１５ 栃木県立今市工業高等学校 9 4 1
古河電気工業株式会社 銅箔事業部門 今市工場 日光市 荊沢６０１－２ 古河電気工業株式会社
渡辺産業株式会社 日光市 町谷１８０２番地 渡辺産業株式会社
渡辺生コンクリート株式会社 今市工場 日光市 倉ヶ崎新田１４１番地 渡辺生コンクリート株式会社
株式会社成和工業 鹿沼市 下粕尾６０ 株式会社成和工業
株式会社ヨコオテック 鹿沼市 口粟野１２６０番地 株式会社ヨコオテック 4 1 1
古河機械金属株式会社 足尾事業所 日光市 足尾町本山１番１号 古河機械金属株式会社 182 5 41 1 2990 86
古河キャステック株式会社 日光市 足尾町下間藤３番５号 古河キャステック株式会社 11 7 5 10
古河電子株式会社 いわき工場 半導体素材分工場 日光市 足尾町遠下２９８２番地 古河電子株式会社 2
日光市役所 栗山行政センター 日光市 日陰５７５ 日光市 2
東京電力パワーグリッド株式会社 栃木北支社那須野制御所 鬼怒川発電所外 日光市 鬼怒川温泉滝７０６ 東京電力パワーグリッド株式会社 12
東京電力ホールディングス株式会社　中岩発電所 日光市 高徳８８８ 東京電力ホールディングス株式会社
公立学校共済組合　鬼怒川保養所 日光市 鬼怒川温泉大原字松原１４２１－１ 公立学校共済組合栃木支部 2
大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社　ホテル鬼怒川御苑 日光市 鬼怒川温泉藤原１番地１ 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社

関西ペイント株式会社 鹿沼事業所 鹿沼市 さつき町７番地３ 関西ペイント株式会社 鹿沼事業所 1 4
鈴木光二 鹿沼市 楡木町554 鈴木　光二
萩野谷　立男　自宅物置 鹿沼市 深程1351-1 萩野谷　立男
株式会社メガテック　栃木事業場 鹿沼市 白桑田511-1 株式会社メガテック
松井製作所 鹿沼市 白桑田104 松井製作所
いけもりクリニック 鹿沼市 下田町1-1020いけもりクリニック
千葉窯業株式会社　栃木工場 鹿沼市 北半田2008 千葉窯業株式会社
株式会社澤本製作所 日光市 清滝1-1-10 株式会社澤本製作所
丸彦製菓株式会社 日光市 芹沼1989-1 丸彦製菓株式会社
有限会社阿久津鉄工 日光市 矢野口６６５番３号 有限会社阿久津鉄工
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

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 3 2
足尾ストックヤード 日光市 足尾町4007 足尾ストックヤード 2
足尾銅山観光管理事務所 日光市 足尾町通洞9番2号 足尾銅山観光管理事務所(廃止保管分) 1
旧電気店 日光市 今市816-1 本間　宏昌
鈴木民芸 日光市 倉ヶ崎122-3 鈴木　正行 3
株式会社足利銀行　足尾支店 日光市 足尾町赤沢4-4 株式会社足利銀行
TSUTAYA今市店 日光市 今市1091-1 株式会社ビックワン 2
株式会社小坂研究所　真岡事業部 真岡市 松山町５－２ 株式会社小坂研究所
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 3 6 12
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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 2 10 5 12 34 7 2755
栃木県立真岡工業高等学校 真岡市 寺久保１丁目２番地９ 栃木県立真岡工業高等学校 4
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
栃木県庁芳賀庁舎　栃木県真岡県税事務所 真岡市 荒町１１６－１ 栃木県真岡県税事務所
パナソニック住宅設備株式会社 真岡市 松山町２３番地 パナソニック住宅設備株式会社
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 2 2
ヒロセボイラ株式会社　真岡事業所 真岡市 寺内６５９番地２６ ヒロセボイラ株式会社　真岡事業所
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 10 13
真岡市水道事業 真岡市 荒町３丁目２８番地１ 真岡市
真岡市立第一学校給食センター 真岡市 東郷４９６番地１ 真岡市 1
芳賀赤十字病院 真岡市 台町２４６１（旧病院） 芳賀赤十字病院 3 1
真岡市教育委員会　真岡市自然教育センター 真岡市 柳林１１４０番地２ 真岡市 1
株式会社守山工業 真岡市 東大島１２４１ 株式会社守山工業 1 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
東京電力パワーグリッド㈱　栃木総支社　宇都宮制御所管理　真岡変電所外 真岡市 台町２７８５ 東京電力パワーグリッド株式会社 4
東京自動車工業株式会社　真岡工場 真岡市 鬼怒ヶ丘１８番７ 東京自動車工業株式会社　真岡工場 1
真岡市　建設課 真岡市 荒町５１９１ 真岡市
本田技研工業株式会社　パワートレインユニット製造部 真岡市 松山町１９番地 本田技研工業株式会社　パワートレインユニット製造部 1
南海金属株式会社　真岡工場 真岡市 長田１８５ 南海金属株式会社　真岡工場 1
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
井頭公園管理事務所 真岡市 下籠谷９９ 栃木県公園事務所
藤村産業株式会社 真岡市 勝瓜２３７－６ 藤村産業株式会社 1 1 1
株式会社富士ピー・エス　関東工場 真岡市 松山町１６番１号 株式会社富士ピー・エス　関東工場

真岡市立久下田中学校 真岡市 久下田１３０４番地 真岡市 1
真岡市立長沼小学校 真岡市 長沼７１６番地 真岡市 1
真岡市立大内東小学校 真岡市 赤羽３０番地１ 真岡市 1
真岡市立中村小学校 真岡市 中３０２番地 真岡市 1
真岡市立中村中学校 真岡市 中２０３番地 真岡市 1
渋谷精機工業株式会社 真岡市 久下田１６３８－１ 渋谷精機工業株式会社 1
日本自動機工株式会社　真岡工場 真岡市 松山町２４－３ 日本自動機工株式会社
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 1
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
DOWAサーモエンジニアリング株式会社　真岡工場 真岡市 鬼怒ヶ丘17 DOWAサーモエンジニアリング株式会社　真岡工場

真岡市役所解体工事現場 真岡市 荒町５１９１ 真岡市
橋本　勝男 真岡市 鹿１７８２ 橋本　勝男
仙波糖化工業株式会社　第２工場 真岡市 松山町２４番２ 仙波糖化工業株式会社 8 9 15
真岡市立大内中学校 真岡市 飯貝１１５９番地 真岡市 313
泉食品株式会社 真岡市 西田井２２－２ 泉食品株式会社
株式会社啓愛社　アルミ事業部製造部 上三川町 大字石田２０１８番地 株式会社啓愛社 2
東プレ株式会社　栃木事業所 上三川町 上三川３７７７ 東プレ株式会社　栃木事業所
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 1398 45 345
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
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 1 333
東京電力パワーグリッド㈱　栃木南支社　小山制御所管理　上郷変電所 上三川町 大字上郷３０８８ 東京電力パワーグリッド株式会社 2
足利銀行　上三川支店 上三川町 上三川４８１２ 株式会社足利銀行
栃木県立上三川高等学校 上三川町 大字多功９９４－４ 栃木県立上三川高等学校 1.36 2
上三川町中央公民館 上三川町 大字上三川３９７０番地 上三川町教育委員会　生涯学習課　生涯学習係 2
宇都宮農業協同組合　上三川営農経済センター　上三川支所 上三川町 大字上三川３２５７ 宇都宮農業協同組合 1
上三川町農村環境改善センター 上三川町 大字上郷２１４０番地 上三川町 1
上三川町体育センター 上三川町 大字上三川４２７０番地 上三川町教育委員会　生涯学習課　スポーツ係 1
大倉栃木サービス株式会社 上三川町 しらさぎ１－６－６ 大倉栃木サービス株式会社
株式会社早川工業 上三川町 大字西汗１６６２－９０ 株式会社早川工業 1 1
野口商事株式会社 上三川町 多功１５９２ 野口商事株式会社 2
株式会社つかもと 益子町 大字益子４２６４番地 株式会社つかもと
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
栃木県立益子芳星高等学校 益子町 大字塙２３８２－１ 栃木県立益子芳星高等学校
栃木県産業技術センター窯業技術支援センター 益子町 益子６９５ 栃木県産業技術センター窯業技術支援センター 1
トキワベーク工業所 益子町 塙１１４０ トキワベーク工業所 4
株式会社足利銀行　益子支店 益子町 益子９６７ 株式会社足利銀行
株式会社サカエ 益子町 株式会社サカエ
飯山　盛三 益子町 塙１０６４－４ 長棹　真佐枝（飯山　盛三）
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
益子町立田野小学校 益子町 大字長堤４００ 益子町
栃木県立茂木高等学校 茂木町 大字茂木２８８番地 栃木県立茂木高等学校 2
東京電力パワーグリッド株式会社　栃木総支社　新茂木資材置場 茂木町 北高岡字天矢場１８１１ 東京電力パワーグリッド株式会社 8 5 1327 852 1164 1276 10 3761
有限会社シュウテック第２工場 茂木町 鮎田２１７４－１ 有限会社シュウテック 1
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
東京電力パワーグリッド株式会社　栃木総支社　宇都宮制御所管理　新茂木変電所 茂木町 大字北高岡字天矢場１８１１ 東京電力パワーグリッド株式会社 1 2
茂木町上水道　河井取水場 茂木町 大字河井２４４５－２茂木町上水道集中管理センター 茂木町　水道事業 1
株式会社大峰産業 茂木町 大字深沢１６２番地 株式会社大峰産業 1
日産自動車株式会社　茂木試験場 茂木町 大字鮎田５５５番地 日産自動車株式会社　テクニカルセンター 3
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茂木町立茂木小学校 茂木町 大字茂木１６２１ 茂木町
株式会社ナガシマ化学工業所　旧町田工場（茂木町役場水防倉庫内） 茂木町 大字茂木２１９番地１ 茂木町
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
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

株式会社クボタケミックス　栃木工場 市貝町 赤羽２６０６ 株式会社クボタケミックス　栃木工場 5
柚木精機株式会社 市貝町 上根２１５ 柚木精機株式会社
花王株式会社 市貝町 大字赤羽２６０６番地 花王株式会社
本田技研工業株式会社　四輪事業本部　ものづくりセンター 芳賀町 下高根沢４６３０番地 本田技研工業株式会社　四輪事業本部　ものづくりセンター 9
株式会社リブドゥコーポレーション 芳賀町 芳賀台８９－１ 株式会社リブドゥコーポレーション 4
山本建設株式会社　東部営業所 芳賀町 芳賀台１３７ 山本建設株式会社
株式会社日本チャンキー　栃木原種鶏場 芳賀町 祖母井２３２０ 株式会社日本チャンキー 1
株式会社エムケイ工業　芳賀工場 芳賀町 祖母井８２７－１ 株式会社エムケイ工業
芳賀町体育館 芳賀町 大字祖母井１０２０ 芳賀町
田政礦業株式会社（第二工場） 栃木市 鍋山町４２６番地 田政砿業株式会社
株式会社リバイブマツヤマ 栃木市 鍋山町９５３－１ 株式会社リバイブマツヤマ 4 1 3
栃木県立栃木工業高等学校 栃木市 岩出町１２９番地 栃木県立栃木工業高等学校
旭開発工業株式会社　尻内工場 栃木市 尻内町６０２番地 旭開発工業株式会社 6 3
栃木県庁　下都賀庁舎 栃木市 神田町６－６ 栃木県 1
株式会社中根製作所 栃木市 大宮町２５００番地 株式会社中根製作所
栃木県立栃木商業高等学校 栃木市 片柳町５丁目１番３０号 栃木県立栃木商業高等学校 1
日の出化工有限会社 栃木市 箱森町４５番２５号 日の出化工有限会社
古河産機システムズ株式会社　栃木工場 栃木市 大宮町２２４５番地 古河産機システムズ株式会社　栃木工場 2 0.8
田源石灰工業株式会社　鍋山工場 栃木市 鍋山町４１１番地 田源石灰工業株式会社
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
栃木税務署 栃木市 本町１７－７ 関東信越国税局
栃木市市民会館 栃木市 日ノ出町１４－３６ 栃木市
田政砿業株式会社（第一工場） 栃木市 鍋山町５３９番地 田政砿業株式会社
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
株式会社トチナン 栃木市 大宮町２１２０－１３ 株式会社トチナン
日本コークス工業株式会社　化工機事業部　栃木工場 栃木市 国府田町１番地 日本コークス工業株式会社　化工機事業部　栃木工場

栃木県立栃木特別支援学校 栃木市 皆川城内町１０５３番地 栃木県立栃木特別支援学校
栃木県県南家畜保健衛生所 栃木市 惣社町1439-20 栃木県県南家畜保健衛生所
冨士鋼業㈱ 栃木市 梅沢町６７８番地 冨士鋼業株式会社
いすゞ自動車　栃木工場 栃木市 大平町伯仲２６９１ いすゞ自動車株式会社　栃木工場 14
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

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
栃木市立大平東小学校 栃木市 大平町上高島８０９ 栃木市 65
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
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 4 1
栃木県立栃木翔南高等学校 栃木市 大平町川連３７０番地 栃木県立栃木翔南高等学校 1 2
共栄ポリマー㈱ 栃木市 藤岡町大前８６７番地 共栄ポリマー株式会社
都賀公民館 栃木市 都賀町原宿５２１番地 栃木市 2
栃木市立赤津小学校 栃木市 都賀町富張１４７番地 栃木市 2
栃木市大平体育館内電機室 栃木市 大平町蔵井２００１－３ 栃木市 3 1 1
栃木金属工業株式会社　第一事業部（本社工場） 栃木市 城内町１－１－７ 栃木金属工業株式会社 1 1 1
栃木市立大宮北小学校 栃木市 大宮町１７７７－１ 栃木市 1 1
栃木市立栃木西中学校 栃木市 片柳町２丁目１５番４０号 栃木市 1
栃木市立南小学校 栃木市 沼和田町３８番１０号 栃木市役所 1
栃木市立大宮南小学校 栃木市 藤田町135番地２ 栃木市役所 1
栃木市立吹上小学校 栃木市 吹上町１１５番地 栃木市役所 1
栃木市立西方小学校 栃木市 西方町元７７０番地 栃木市役所 1
トヨタホーム㈱　製造部栃木事業所 栃木市 大光寺町字吾妻原３４８７－１ トヨタホーム㈱　栃木事業所 1
東野産業㈱　西方事業所 栃木市 西方町本郷８８２ 東野産業㈱ 2 1
東野産業株式会社　都賀事業所 栃木市 都賀町家中4837 東野産業株式会社 1 2
栃木市総合運動公園 栃木市 川原田町760 栃木市役所
小倉縫製株式会社（廃業）小倉　義弘邸 栃木市 藤岡町藤岡2634 小倉　義弘邸 1 1
栃木市立大平中央小学校 栃木市 大平町新1354-2 栃木市 1
栃木市立岩舟小学校 栃木市 岩舟町静1400-1 栃木市 1
栃木グランドホテル株式会社 栃木市 万町6-11 栃木グランドホテル株式会社
松金産業株式会社 栃木市 大平町牛久640 松金産業株式会社
有限会社セキグチ工業 栃木市 小野口町188 有限会社セキグチ工業 1
株式会社真名子カントリー倶楽部　（休業中） 栃木市 西方町真名子436-1 株式会社真名子カントリー倶楽部
有限会社鈴木製作所 栃木市 大平町西水代1877 有限会社鈴木製作所 2 2
日盛金属工業株式会社　栃木工場 栃木市 平柳町3-18-28 日盛金属工業株式会社 4
有限会社　石川製作所 栃木市 大平町冨田5000-12 有限会社　石川製作所 3
株式会社　三ツ村製作所 栃木市 片柳町1丁目14番2号 株式会社　三ツ村製作所
アキレス株式会社　足利第一工場 栃木市 足利市借宿町668 アキレス株式会社
株式会社ミツウロコヴェッセル　北関東支店　栃木営業所 栃木市 平柳町1-21-11 株式会社ミツウロコヴェッセル
大平台カントリークラブ 栃木市 皆川城内町2498 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 1
興栄化成株式会社　　栃木工場 栃木市 都賀町臼久保65-1 興栄化成株式会社
やまこ産業株式会社　本社工場 栃木市 岩舟町下岡４７８番地 やまこ産業株式会社
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有限会社　佐々木製作所 栃木市 大平町真弓1591-25 有限会社　佐々木製作所
株式会社　ＴＡＩＹＯ 栃木市 大宮町２２４５ 株式会社　ＴＡＩＹＯ
有限会社　シバプラ 栃木市 千塚町674-1 有限会社　シバプラ
シマダ株式会社 栃木市 樋ノ口町３８１番地 シマダ株式会社
荒川　実 栃木市 惣社町2268 荒川　実
株式会社　大木組 栃木市 大町18番12号 株式会社　大木組
株式会社　栃電社 栃木市 昭和町4-4 株式会社　栃電社
有限会社　綾部工業 栃木市 岩舟町古江1944 有限会社　綾部工業 2
上野鋳造株式会社 栃木市 岩舟町畳岡３１８ 上野鋳造株式会社
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
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
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
（有）日下部工業所 栃木市 大平町牛久659 （有）日下部工業所
遊間製作所 栃木市 大平町真弓１５５６－４ 遊間製作所
東洋石産株式会社　岩舟工場 栃木市 岩舟町三谷1770番地 東洋石産株式会社
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
株式会社　藤屋　栃木工場 栃木市 大平町伯仲2958番7号 わらべや日洋ホールディングス株式会社

栃木信用金庫　樋ノ口倉庫 栃木市 樋ノ口町425-14同上 栃木信用金庫
河田　明　自宅 栃木市 大平町榎本624-2
有限会社　須賀製作所 栃木市 有限会社　須賀製作所 有限会社　須賀製作所 2
後藤　一雄　自宅 栃木市 大塚町3154
金山　泰英　自宅 栃木市 都賀町合戦場331- 2
大塚　孝　自宅 栃木市
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
栃木市立赤麻小学校 栃木市 藤岡町赤麻1073 2
栃木市立部屋小学校 栃木市 藤岡町部屋158 1
あさひヶ丘カントリークラブ 栃木市 小野口町1351 PGMプロパティーズ5株式会社 2
栃木市部屋地区公民館 栃木市 藤岡町部屋454番地1 栃木市藤岡地域づくり推進課 1 140
小川物産株式会社　採石場 栃木市 大光寺町1395 小川物産株式会社
小林縫製 栃木市 岩舟町新里1388
栃木市大平隣保館 栃木市 1
平井　久雄　自宅 栃木市
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
株式会社池田綿業（倒産） 小山市 外城上台２２２番地２ 株式会社池田綿業 1
小山市教育委員会 小山市 中央町１丁目１番１号 小山市 10 14
小山市役所　黒本倉庫 小山市 大字黒本８０５番３ 小山市
国分関信越株式会社 小山市 大字出井１２１１番地４ 国分関信越株式会社
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
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 1 1 1 2
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 17 1 3 1760 7
東邦特殊パルプ株式会社　小山工場 小山市 大字間々田３４０番地 東邦特殊パルプ株式会社 1
トーメイダイヤ株式会社　小山工場 小山市 城東４丁目５番１号 トーメイダイヤ株式会社 1 3 7
文化シヤッター株式会社　小山工場 小山市 上石塚１０８８－１ 文化シヤッター株式会社
古河産機システムズ株式会社　小山工場 小山市 若木町１－２３－１５ 古河産機システムズ株式会社　小山工場

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 1.3 3
有限会社スワ鋼業 小山市 土塔２４５－３ 有限会社スワ鋼業
東京電力パワーグリッド㈱　栃木南支社　小山制御所管理小山変電所外 小山市 城北２－６４６－１ 東京電力パワーグリッド株式会社 23 2
東京鐵鋼株式会社　本社棒鋼事業部　本社工場 小山市 横倉新田５２０番地 東京鐵鋼株式会社　本社棒鋼事業部　本社工場 36.1
栃木県立小山城南高等学校 小山市 西城南４丁目２６番地１ 栃木県立小山城南高等学校 1
株式会社京葉サンビーム（廃業） 小山市 大字乙女９３３ 株式会社京葉サンビーム 1
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 1 2 17.05 5
ＫＤＤＩ株式会社　小山事業所 小山市 神鳥谷１８２８番地 ＫＤＤＩ株式会社 7 70
株式会社巴コーポレーション　小山工場 小山市 犬塚９９６番地 株式会社巴コーポレーション　小山工場

大友運送(株)　（紛失） 小山市 外城中台９０－１１ 株式会社長村製作所 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 4
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 9 7 4 4
株式会社タカハシ　小山工場 小山市 大字乙女８７７番地 株式会社タカハシ
トーテツ産業株式会社　本社工場 小山市 横倉６６２番地 トーテツ産業株式会社 1
株式会社足利銀行小山支店 小山市 城山町３－１－１ 株式会社足利銀行
有孝プレス工業株式会社　小山工場 小山市 大字武井１０番地２９ 有孝プレス工業株式会社
栃木県立小山南高等学校 小山市 大字間々田２３－１ 栃木県立小山南高等学校 2
あけぼの公園 小山市 大字横倉新田４６５番地 小山市 2
扶桑金属工業株式会社（売却、使用中） 小山市 外城１１０－１１ 扶桑金属工業株式会社 1
日成ビルド工業株式会社　小山生産センター 小山市 横倉597 日成ビルド工業株式会社　小山生産センター 2
日本貨物鉄道株式会社　旧小山機関区 小山市 駅東通り２－１－８ 日本貨物鉄道株式会社 8
レストランココス小山店 小山市 東城南１－３－１０ 株式会社ココスジャパン 1
栃木県立小山高等学校 小山市 若木町2-8-51 栃木県立小山高等学校 2 1
コープネット事業連合　小山物流センター 小山市 出井1523-19 コープデリ生活協同組合連合会 2
株式会社廣澤製作所　小山工場 小山市 萱橋字大杉浦６５２－２ 株式会社廣澤精機製作所 1 1
富士合成株式会社 小山市 城東４－１７－１７ 富士合成株式会社 1 1
小山広域保健衛生組合　小山聖苑 小山市 外城７１７番地１ 小山広域保健衛生組合 1
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三英電業株式会社　小山研修所 小山市 西黒田７７ 三英電業株式会社
㈱デンソーテン　小山製作所 小山市 西黒田９１ ㈱デンソーテン　小山製作所 432 1 200
小山農業協同組合　西部集荷所 小山市 小袋２０１ 小山農業協同組合 1
㈱三英社製作所　小山事業所 小山市 西黒田８７ ㈱三英社製作所 1 6 15 24 1
有限会社菊池製作所 小山市 喜沢325-2 有限会社菊池製作所
有限会社　清水パン店 小山市 城東4-1-27 有限会社　清水パン店
社会福祉法人薫風会　富士見荘 小山市 大字上石塚15 社会福祉法人薫風会 1
株式会社　黒坂鍍金工業所　小山工場 小山市 外城110-10 株式会社　黒坂鍍金工業所 2
興栄化成株式会社 小山市 萱橋662 興栄化成株式会社 3
株式会社ＡｒｏｕｎＤエンターテイメント 小山市 城山町3-15-3日南ビル３Ｆ、４Ｆ 株式会社ＡｒｏｕｎＤエンターテイメント

小山農業協同組合　本店 小山市 神鳥谷1丁目11番地32号 小山農業協同組合 1 3
小山農業協同組合　東部集荷場 小山市 東黒田313-2 小山農業協同組合 1
大星印刷株式会社 小山市 若木町1-3-20 大星印刷株式会社
グンゼ開発株式会社　小山ビル　（現　小山市役所　神鳥谷庁舎） 小山市 大字神鳥谷931-1 グンゼ開発株式会社 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 8
有限会社山中鉄工 小山市 大字出井1854番地5 有限会社山中鉄工 3
土谷医院 小山市 2
株式会社ヨロズ 小山市 横倉新田443 株式会社ヨロズ 10 3
橋戸幹彦　邸 小山市 本郷町２丁目６番６号
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
小山水処理センター 小山市 小山市下水道事業管理者
学校法人　栃木朝鮮学園 小山市 中久喜1518 学校法人　栃木朝鮮学園
株式会社　金平　小山木材センター 小山市 大字北飯田２７５－１ 株式会社　金平
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
有限会社　舟橋商店 小山市 大字出井715-27 有限会社　舟橋商店
有限会社　高田製作所 小山市 大字出井811-3
株式会社　トーユーエコサポート　小山工場 小山市 大字東山田海道158 株式会社　トーユーエコサポート
栃木県南トラック協同組合 小山市 出井1193-1 栃木県南トラック協同組合 1
東日本電気エンジニアリング株式会社　ＴＥＭＳ技術学園 小山市 外城251 東日本電気エンジニアリング株式会社 1
小山ビル 小山市 本郷町2丁目1651-1 広沢土地倉庫株式会社 1
立正佼成会　小山教会 小山市 立正佼成会
株式会社　日本起重機製作所　小山工場 小山市 横倉597 株式会社　日本起重機製作所 1
東洋リネンサプライ株式会社　栃木工場 小山市 粟宮東道上897 東洋リネンサプライ株式会社 1
小山農業協同組合　第1稚蚕共同飼育所 小山市 北飯田73 小山農業協同組合 2
株式会社星秀社マックス 小山市 大字外城90番地12 株式会社星秀社マックス 1
自宅 小山市 粟宮1951-11
ホテル夕月　小山店 小山市 喜沢599 野口総業株式会社 1
ニチレキ株式会社　関東支店 下野市 柴２７２ ニチレキ株式会社　関東支店
グンゼ株式会社　宇都宮物流センター 下野市 下石橋５２１番地 グンゼ株式会社
小山農業協同組合　石橋育苗センター 下野市 下古山１３５８番地 小山農業協同組合
栃木県立石橋高等学校 下野市 石橋８４５ 栃木県立石橋高等学校
進栄化成株式会社　栃木工場 下野市 細谷591 進栄化成株式会社 1 1
株式会社ダイシンサービス 下野市 下古山3260-19 株式会社ダイシンサービス 4
日本キャタピラー合同会社 下野市 下古山3332 日本キャタピラー合同会社
株式会社　石原精機製作所 下野市 柴1127-7 株式会社　石原精機製作所
小森化学工業 下野市
ホテル夕月（廃業） 下野市 野口商事株式会社 2
医療法人社団厚生会西方病院 栃木市 大字金崎２７３－３ 医療法人社団厚生会西方病院
栃木県立壬生高等学校 壬生町 藤井１１９４ 栃木県立壬生高等学校 1
大木生コン株式会社 壬生町 大字壬生乙１８５９ 大木生コン株式会社
株式会社足利銀行　壬生支店 壬生町 中央町７－８ 株式会社足利銀行
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 1
壬生町水道事業　北部配水場 壬生町 緑町４－６－４ 壬生町水道事業 1
株式会社日本理化工業所　栃木事業所 壬生町 大字壬生甲３７３７ 株式会社　日本理化工業所
壬生町クリーンセンター 壬生町 大字壬生甲１９５５番地２ 壬生町 2
壬生町総合運動場 壬生町 大字壬生甲3828 壬生町 1
壬生町嘉陽がふれあい広場 壬生町 大字上稲葉1056番地8 壬生町 1
壬生町立壬生小学校 壬生町 本丸2丁目3番7号 壬生町 1
壬生町稲葉地区公民館 壬生町 大字上稲葉932番地 壬生町 1
大島建設工業株式会社 壬生町 中央町9-16 大島建設工業株式会社
大林　垣男　宅 壬生町 藤井1114-6
出井　自宅 壬生町 中央町1-30
五榮製箱株式会社　壬生工場 壬生町 おもちゃのまち4-4-24 五榮製箱株式会社　壬生工場
鹿島道路株式会社　栃木合材製造所 壬生町 大字藤井字吾妻1052 鹿島道路株式会社　栃木合材製造所

有限会社　渡辺ファーム 壬生町 国谷836 有限会社　渡辺ファーム
壬生町立羽生田小学校 壬生町 羽生田2139番地1 壬生町 16
株式会社エポック栃木物流センター 壬生町 おもちゃのまち5-4-78 株式会社　エポック社
三宝ゴム工業株式会社　栃木工業 壬生町 三宝ゴム工業株式会社
株式会社ＣＳＩジャパン 野木町 野木１４８番地 株式会社ＣＳＩジャパン 1
野木町教育委員会　こども教育課 野木町 大字丸林５７１番地 野木町教育委員会 1 55
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日本ピストンリング株式会社　栃木工場 野木町 野木１１１１ 日本ピストンリング株式会社　栃木工場

東洋精工株式会社 野木町 野木１９９７ 東洋精工株式会社 1
寿工業株式会社 野木町 野木１４４ 寿工業株式会社 1
東日本旅客鉄道株式会社　首都圏新幹線電力技術センター 野木町 大字南赤塚字篠山１９－１新野木変電所PCB保管庫 東日本旅客鉄道株式会社　大宮支社 7
株式会社　ココスジャパン 野木町 丸林642-1レストランココス　野木店 株式会社　ココスジャパン 1
株式会社大宮ホーロー製作所　栃木工場 野木町 潤島20-5 株式会社大宮ホーロー製作所
日本郵便株式会社　野木駅東口郵便局 野木町 丸林560-12 日本郵便株式会社
足利市民会館 足利市 有楽町８３７ 足利市役所
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
両毛ヤクルト販売株式会社 足利市 花園町２５番地 両毛ヤクルト販売株式会社
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 1 6
足利市農業協同組合 本所 足利市 弥生町２０番地 足利市農業協同組合
栃木県産業技術センター 繊維技術支援センター 足利市 西宮町２８７０ 栃木県産業技術センター繊維技術支援センター 216 57.015
栃木県立足利女子高等学校 足利市 有楽町８３６番地 栃木県立足利女子高等学校 1
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 3 3 1 16.8 2
栃木県立足利清風高等学校 足利市 山下町２１１０番地 栃木県立足利清風高等学校
栃木県立県南産業技術専門校 足利市 多田木町７６ 栃木県立県南産業技術専門校
日本製紙株式会社 関東工場足利 足利市 宮北町１２番地－７ 日本製紙株式会社
足利市役所　本庁舎・教育庁舎 足利市 本城三丁目２１４５番地 足利市
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
近藤　武之（旧モトミクロス工業株式会社） 足利市 大町５３１ 近藤　武之
有限会社 諸角鍍金 足利市 大前町１０２７ 有限会社諸角鍍金 2
栃木発条株式会社 足利市 小俣町１５３２番地 栃木発条株式会社
浜井産業株式会社 足利工場 足利市 福富新町１４８０番地 浜井産業株式会社 1 3
有限会社　アサカレース 足利市 板倉町４７４番地 有限会社　アサカレース
株式会社 キリウ 足利市 小俣南町２番地 株式会社　キリウ
茂木　希一 足利市 中川町３５７８番地 茂木　希一
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
有限会社 森下機械製作所 足利市 久松町１１６番地 有限会社 森下機械製作所
日本プロテイン株式会社 第二工場 足利市 島田町５７５－１ 日本プロテイン株式会社
三池工業　株式会社　足利工場　（旧　真岡工場（足利）） 足利市 南大町３３４番地１ 三池工業　株式会社 2 2 4
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
住友生命 足利ビル 足利市 伊勢南町１－２ 住友生命保険相互会社 2
大栄撚糸合資会社 足利市 小俣町１５２７ 大栄撚糸合資会社
東京フォーミング株式会社（1） 足利市 羽刈町７６３番地１６ 東京フォーミング株式会社 2
栃木南支社小山制御所管理　足利変電所外 足利市 今福町７１－２ 東京電力パワーグリッド株式会社 22 22
キッチンストアー新山店 足利市 新山町２２６３ 株式会社　キッチンストアー 1
栃木県立足利南高等学校 足利市 下渋垂町980 栃木県立足利南高等学校
ＢＳ足利ビル 足利市 永楽町１１－９ 株式会社　バトルステーション 1
栃木県立足利中央特別支援学校 足利市 大月町８７１－３ 栃木県立足利中央特別支援学校 0.122 1
足利市立図書館 足利市 有楽町８３２ 足利市 2
（有）ホテル若桜 足利市 大門通２３７４－２ （有）若桜 2
（株）小野塚鉄工所 足利市 島田町７５７番地 （株）小野塚鉄工所
株式会社　T．O．S 足利市 久保田町９２２ （株）T.O.S 1 1
（株）フクダ 足利市 小俣町８２５番地 （株）フクダ
バンドー化学　株式会社　足利工場 足利市 荒金町１８８－６ バンドー化学　株式会社　足利工場 1 1
岩崎編織㈱新山工場 足利市 岩崎編織㈱新山工場
㈱蓮岱館 足利市 緑町２－３７７０ ㈱蓮岱館
足利市立葉鹿小学校 足利市 葉鹿町１丁目１４番地２ 足利市 1
石原金属㈱ 足利市 福居町１００３番地１ 石原金属㈱ 1
倖栄㈱　足利工場 足利市 八幡町７７７番地 倖栄㈱ 1 1 42
足利市立第一中学校 足利市 西宮町３０４５番地 足利市 1
足利市立協和中学校 足利市 百頭町１６０番地 足利市 1
小林　修志 足利市 小俣町２８０７－９ 小林　修志
足利市立名草小学校 足利市 名草中町１１５１番地１ 足利市 1
足利市立桜小学校 足利市 千歳町８９ 足利市 1
足利市立梁田小学校 足利市 福富町３９２番地２ 足利市 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
株式会社　中央エンジニアリング 足利市 福居町１５８５番地 株式会社　中央エンジニアリング 1
有限会社　折田開発 足利市 久保田町１３２９ 有限会社　折田開発
株式会社　酉田ネーム 足利市 株式会社　酉田ネーム
株式会社　ハマダ 足利市 通２－１２－１１ 株式会社　ハマダ
株式会社　清水化成 足利市 株式会社　清水化成
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

帆足　太良 足利市 南大町3437-3 帆足　太良
旧　赤城亭 足利市 通３丁目２７７３ 中村　富子
株式会社　渡辺電設 足利市 大前町７６３番地 株式会社　渡辺電設
近藤　隆久 足利市 板倉町３２８－１ 近藤　隆久
鹿島園 足利市 大沼田町２１４９ 丸許商事　株式会社
岡﨑　光江 足利市 南大町３３６０－２ 岡﨑　光江
株式会社　石川工業 足利市 葉鹿町６６３番地 株式会社　石川工業
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ヤマグチスーパー坂西店 足利市 葉鹿町二丁目２２番３号 株式会社　マルヤ
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
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
清水　良夫 足利市 雪輪町２４６４ 清水　良夫
堀江プラスチック工業　株式会社 足利市 葉鹿町１２３３ 堀井プラスチック工業　株式会社
栗原ニット工業　株式会社 足利市 寿町１５－７ 栗原ニット工業　株式会社
株式会社　マナック 足利市 五十部町５４８番地 株式会社　マナック
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
菊地歯車　株式会社　第五工場 足利市 福富新町７２６－１０ 菊地歯車　株式会社 8
中里　稔 足利市 小俣町８６９－１ 中里　稔 1
商工中金足利支店 足利市 通２－２７５１ 石関　幹子
町田　トヨ 足利市 大久保町１２４０－１ 町田　トヨ
豊和産業　株式会社 足利市 島田町８２１－１ 豊和産業　株式会社
株式会社　板通 足利市 旭町５５３ 株式会社　板通
旧虎谷 足利市 新山町１－６ 有限会社　村松商事
有限会社　ワールド金型 足利市 田島町１７７７番地５号 有限会社　ワールド金型
株式会社　相洲楼 足利市 通５－３２０８ 株式会社　相洲楼
有限会社　斎藤鉄工所 足利市 堀込町２９１２－５７ 有限会社　斎藤鉄工所 1 1
サンキ足利店（旧カスミ足利店） 足利市 大前町７７４－１ 株式会社　カスミ
株式会社　ＩＨＩアグリテック　関東営業所 足利市 今福町９０７－２ 株式会社　ＩＨＩアグリテック 1
株式会社　タメガイ 足利市 粟谷町３３４－５ 株式会社　タメガイ
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
足利愛光園 足利市 山川町７８２ 社会福祉法人　愛光園
小口　紀枝 足利市 堀込町３０５９－７ 小口　紀枝
日新染工　有限会社 足利市 今福町４５９ 日新染工　有限会社
株式会社　富士合成 足利市 山川町７６－５ 株式会社　富士合成
青山鉄工所 足利市 田中町６８０ 青山鉄工所
株式会社　川岸プラスチック工業所 足利市 葉鹿町１２６２番地５ 株式会社　川岸プラスチック工業所
初谷美容室 足利市 大前町１２７４ 初谷　京子
足利市総合運動場軟式野球場 足利市 田所町１１２３ 足利市 1403
廣田　知子 足利市 大正町８７０－２８ 廣田　知子
株式会社　日立製作所　佐野事業所 佐野市 栄町１１番地 株式会社　日立製作所 20
藤倉化成株式会社 佐野事業所 佐野市 栄町１２－１ 藤倉化成株式会社 佐野事業所
栃木鉱山環境開発　株式会社 佐野市 出流原町１３８－１ 栃木鉱山環境開発　株式会社
佐野市田之入老人福祉センター 佐野市 田之入町８３４ 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会 3
旧佐野市民会館 佐野市 大橋町２０４４番地 佐野市 7 1 1
佐野市立植野小学校 佐野市 植上町１２７２ 佐野市立植野小学校 2
増田内科医院 佐野市 高砂町９０番地
磯野鉄工株式会社 佐野市 植野町１９０２－１ 磯野鉄工株式会社
片柳石灰工業株式会社 佐野市 出流原町７０番地 片柳石灰工業株式会社
タキロンシーアイ株式会社 佐野工場 佐野市 馬門町１７４４ タキロンシーアイ株式会社 1 2
佐野農業協同組合 佐野市 金吹町２３５１ 佐野農業協同組合
株式会社セイケイ　佐野製造所 佐野市 栄町３番地２ 株式会社 セイケイ 3
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 2
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
有限会社　佐取工業所 佐野市 高橋町２１２４－１ 有限会社　佐取工業所 1
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
日本エボナイト株式会社 佐野工場 佐野市 天神町８７６番地 日本エボナイト株式会社 佐野工場
山野井運輸有限会社 佐野市 山菅町３３６５－２ 山野井運輸有限会社 0.05 1
佐野市総合福祉センター 佐野市 大橋町３２１２－２７ 社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
森田　善一（旧　有限会社森田組鉄工所　植下工場） 佐野市 赤坂町１３８番地 森田　善一 2
ミリオン電機株式会社　栃木工場 佐野市 馬門町1951 ミリオン電機株式会社 1
佐野市立図書館 佐野市 大蔵町２９７７ 佐野市 3
佐野市飛駒基幹集落センター 佐野市 飛駒町1576番地２ 佐野市 2
佐野市立城北小学校 佐野市 堀米町１１５６ 佐野市立城北小学校 1
株式会社レンタルのニッケン　田沼倉庫 佐野市 山形町８６１－１ 株式会社レンタルのニッケン
ＮＳＭコイルセンター　株式会社　群馬事業所　佐野製造部 佐野市 栄町１４－６ ＮＳＭコイルセンター　株式会社
株式会社　大協精工　佐野大町工場 佐野市 大町845 株式会社　大協精工 1
佐野市立城東中学校 佐野市 若松町４０５ 佐野市立城東中学校 1
佐野市立常盤中学校 佐野市 豊代町２１６７ 佐野市立常盤中学校 1
新井材木店 佐野市 中町５９０ 新井材木店 1
（有）谷商店 佐野市 中町７１ （有）谷商店 2
赤見地区公民館 佐野市 赤見町３０８２ 佐野市 1
界地区公民館 佐野市 馬門町１５１０－１ 佐野市 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㈱
佐野市立界小学校 佐野市 馬門町１５３９ 佐野市立界小学校 1
佐野市立赤見小学校 佐野市 赤見町３２２９ 佐野市立赤見小学校 1
佐野市立石塚小学校 佐野市 石塚町１４０８－２ 佐野市立石塚小学校 1
佐野市立葛生中学校 佐野市 葛生西３－４－１ 佐野市立葛生中学校 2
松崎建材工業㈱ 佐野市 中町１３０５－２２ 松崎建材工業㈱
旗川地区公民館 佐野市 並木町９５７－１ 佐野市 2



2021年度集計
※ に色づけされたセルは、集計対象外の単位により報告された廃棄物等を示しており、これらの廃棄物等の数量は、巻末に記載しています。
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植野地区公民館 佐野市 寺中町２２９７－１ 佐野市 1
株式会社　エスケイ 佐野市 柿平町３３６番地 株式会社　エスケイ
佐野市郷土博物館 佐野市 大橋町２０４７ 佐野市 1
株式会社　長谷川パイプ商会 佐野市 伊勢山町６－１ 株式会社　長谷川パイプ商会
佐野市勤労者会館 佐野市 浅沼町７９６ 佐野市 2
佐野共同高等産業技術学校 佐野市 大橋町２０４２番地１ 佐野市
谷　昇 佐野市 大古屋町４６３２ 谷　昇
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
株式会社　藤坂　音坂工場 佐野市 韮川町６０３－１ 株式会社　藤坂 1
旧　清水礦業　株式会社 佐野市 山菅町３４９１ 清水　勝行
株式会社　協伸製作所　佐野工場 佐野市 栄町１７番地１号 株式会社　協伸製作所
株式会社　三陽 佐野市 町谷町１０ 株式会社　三陽
株式会社　クラフトメディカル 佐野市 堀米町１６４２番地３ 株式会社　クラフトメディカル
有限会社　哲進 佐野市 免鳥町５４９番地の５ 有限会社　哲進
矢島工業　株式会社 佐野市 天神町９１５－１ 矢島工業　株式会社
エヌケーケー株式会社 佐野市 牧町３１５ エヌケーケー株式会社 3
一般社団法人　佐野市医師会 佐野市 植上町１６７８番地 一般社団法人　佐野市医師会
堀内　徳幸 佐野市 戸奈良町１２３１ 堀内　徳幸
広瀬商事　株式会社　給油所 佐野市 葛生西３丁目１３－１ 広瀬商事　株式会社
正栄プラスチック工芸　株式会社 佐野市 植下町２５５－２番地 正栄プラスチック工芸　株式会社 1
内山　隆之 佐野市 高萩町４７９－２ 内山　隆之
水野　洋子 佐野市 米山南町３２番地 水野　洋子
駒形石灰工業　株式会社 佐野市 駒形石灰工業　株式会社
野城　平四郎 佐野市 石塚町２４６２番地 野城　平四郎
株式会社　フジヒラ 佐野市 田沼町１３０３ 株式会社　フジヒラ
有限会社　遠藤石材 佐野市 相生町１９５ 有限会社　遠藤石材
株式会社　三共　佐野工場 佐野市 閑馬町２１１６－１ 株式会社　三共 1
葛生地区公民館 佐野市 葛生東１－１１－１５ 佐野市 1
有限会社　ヒコマ鋼業 佐野市 下彦間町３５７番地２ 有限会社　ヒコマ鋼業 1
萩原　茂 佐野市 栃本町８５７番地 萩原　茂 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
株式会社　内山製作所 佐野市 大橋町１９９６ 株式会社　内山製作所
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
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 1
佐野市保健センター 佐野市 大橋町２０４２番地 佐野市役所 2 1
まちなか活性化ビル「佐野未来館」 佐野市 高砂町２７９４－１ 佐野市 1
佐野市社会福祉協議会 佐野市 大橋町3212－27 社会福祉法人佐野市社会福祉協議会

旧　長竹縫製 佐野市 出流原町６１４－７ 長竹　治
株式会社　中田自動車整備工場 佐野市 鉢木町６－６ 株式会社　中田自動車整備工場
佐野海陸物産市場　株式会社 佐野市 大橋町１６５８ 佐野海陸物産市場　株式会社 1
北岡　和浩（自家作業場） 佐野市 植下町１０９９－４ 北岡　和浩
新日本金属　株式会社　常盤事業部 佐野市 栄町１３－３ 新日本金属　株式会社 3
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
須川　利子 佐野市 多田町３７４２－１３ 須川　利子
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 2 5
佐野スカイホーム 佐野市 朝日町７８０－４ 佐野スカイホーム
有限会社　昭山化工 佐野市 赤見町１６９５－１ 有限会社　昭山化工
岩上　新五 佐野市 赤見町２９０９－１付近 岩上　新五
草津電機株式会社 栃木工場 佐野市 栃本町３２３３－１ 草津電機株式会社 栃木工場 0.1 6
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
シモジマ田沼配送センター 佐野市 多田町２０４ 株式会社 シモジマ 2
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
吉澤石灰工業株式会社 葛生工場 佐野市 宮下町７－１０ 吉澤石灰工業株式会社 4 1 76 3
大竹工業株式会社 佐野市 山菅町３３３７ 大竹工業株式会社



集計対象外の単位で報告されている廃棄物の数量
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事業場名称 保管使用の別 廃棄物種類 数量 数量単位

株式会社　大木組 保管 変圧器（トランス） 760 ｋｇ
富士合成株式会社 使用 変圧器（トランス） 1350 ｋｇ
有限会社　高田製作所 保管 変圧器（トランス） 614 ｋｇ
錦正工業株式会社 保管 変圧器（トランス） 610 ｋｇ
公立学校共済組合　鬼怒川保養所 保管 変圧器（トランス） 780 ｋｇ
有限会社　高田製作所 保管 コンデンサー（3kg以上） 21 ｋｇ
キヤノン電子管デバイス株式会社 保管 コンデンサー（3kg未満） 0.8 ｋｇ
東京電力パワーグリッド株式会社　栃木総支社　鹿沼資材センター 保管 PCBを含む油 27560 Ｌ
古河電気工業株式会社 日光事業所 保管 PCBを含む油 2 台／個
株式会社神戸製鋼所　真岡製造所 保管 PCBを含む油 120 Ｌ

保管 PCBを含む油 2 缶
電源開発株式会社　東日本支店　沼原事務所 保管 PCBを含む油 5 本

使用 PCBを含む油 43000 Ｌ
セイコーＮＰＣ株式会社　那須塩原事業所 保管 PCBを含む油 400 Ｌ

使用 PCBを含む油 2300 Ｌ
東京電力パワーグリッド株式会社　栃木総支社　新茂木資材置場 保管 PCBを含む油 0 Ｌ
栃木県立栃木商業高等学校 保管 ウエス 1 台／個
ユニプレス株式会社　栃木工場（真岡） 保管 ウエス 1 台／個
電源開発株式会社　東日本支店　沼原事務所 保管 ウエス 2 缶
佐野市田之入老人福祉センター 使用 その他の機器 100 ｋｇ
栃木県立足利女子高等学校 保管 その他 1 台／個
有限会社鈴木屋 保管 その他 1 台／個
栃木県立今市特別支援学校 保管 その他 2 台／個
株式会社東光高岳　小山事業所 保管 その他 2 台／個
株式会社ＵＡＣＪ押出化工小山 保管 その他 1 台／個
ＫＤＤＩ株式会社　小山事業所 保管 その他 1 台／個
有限会社　高田製作所 保管 その他 1 台／個
株式会社神戸製鋼所　真岡製造所 保管 その他 2 本
栃木県立真岡工業高等学校 保管 その他 4 台／個
東京自動車工業株式会社　真岡工場 保管 その他 1 箱
藤村産業株式会社 保管 その他 1 式
電源開発株式会社　東日本支店　沼原事務所 保管 その他 4 個

保管 その他 7 本
西岩崎頭首工 使用 その他 2 台／個
日産自動車株式会社　栃木工場 使用 その他 85 台／個
東京電力パワーグリッド株式会社　栃木総支社　新茂木資材置場 保管 その他 1 台／個
日鉄鉱業株式会社 栃木事業所 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。


