
別紙 1 

令和元年度東京湾環境一斉調査（水質調査）参加機関一覧 
※ 令和元年 10 月 31 日までに事務局へ提出されたデータのみ使用して作成しています。 

 

 

＜民間企業：87 社・部門＞ 

・AGC 株式会社 京浜工場 

・DEXTE-K 

・DIC 株式会社 千葉工場 

・JFE 鋼板株式会社 東日本製造所(千葉) 

・JFE スチール株式会社 

東日本製鉄所(京浜地区) 

・JFE スチール株式会社 

東日本製鉄所(千葉地区) 

・JNC 石油化学株式会社 

・JXTG エネルギー株式会社 川崎製油所 

・JXTG エネルギー株式会社 根岸製油所 

・曙ブレーキ岩槻製造株式会社 

・旭化成株式会社 製造統括本部川崎製造所 

・味の素株式会社 川崎事業所 

・アルバック成膜株式会社 

・五十嵐冷蔵株式会社（運河を美しくする会） 

・板橋化学株式会社 

・出光興産株式会社 

・出光興産株式会社 千葉工場 

・岩崎電気株式会社 埼玉製作所 

・宇部興産株式会社 千葉石油化学工場 

・宇部マテリアルズ株式会社 千葉工場 

・株式会社 J-オイルミルズ 千葉工場  

・株式会社 NUC 川崎工業所 

・株式会社関電工（運河を美しくする会） 

・株式会社グローバル・ニュークリア・ 

フュエル・ジャパン 

・株式会社シーライン東京 

（運河を美しくする会） 

・株式会社東芝（運河を美しくする会） 

・株式会社東芝 横浜事業所 

・株式会社日本触媒 川崎製造所浮島工場 

・株式会社日本触媒 川崎製造所千鳥工場 

・株式会社日立製作所 中央研究所 

・株式会社日立プラントサービス 

・株式会社むつみ 

・株式会社横浜八景島 

（横浜・八景島シーパラダイス） 

・株式会社ロッテ 浦和工場  

・川崎化成工業株式会社 川崎工場 

・川崎天然ガス発電株式会社 

・キッコーマン食品株式会社 

野田工場製造第 1 部 

・キッコーマン食品株式会社 

野田工場製造第 2 部 

・キッコーマン食品株式会社 

野田工場製造第 3 部 

・麒麟麦酒株式会社 横浜工場 

・京葉ユーティリティ株式会社 

・コアレックス三栄株式会社 東京工場 

・コスモ石油株式会社 千葉製油所 

・昭和電工株式会社 川崎事業所 

・昭和電工株式会社 秩父事業所 

・昭和電工株式会社 千葉事業所 

・昭和電工株式会社 横浜事業所 

・新東日本製糖株式会社 

・住友化学株式会社 千葉工場(袖ケ浦地区) 

・住友重機械工業株式会社 

・セントラル硝子株式会社 川崎工場 

・太平洋製糖株式会社 

・ダイワ化成株式会社 大宮工場 

・千葉明治牛乳株式会社 
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・寺田倉庫株式会社（運河を美しくする会） 

・電源開発株式会社（J-POWER）  

磯子火力発電所 

・東亜建設工業株式会社 

・東亞合成株式会社 川崎工場 

・東亜石油株式会社 

・東京ガス株式会社（運河を美しくする会） 

・東京ガス株式会社 扇島 LNG 基地 

・東京ガス株式会社 袖ケ浦 LNG 基地 

・東京ガス株式会社 根岸 LNG 基地 

・東京倉庫運輸株式会社 

（運河を美しくする会） 

・東芝エネルギーシステムズ株式会社 

浜川崎工場 

・東芝プラントシステム株式会社 

川崎ソリッド事業所 

・トーヨーケム株式会社 川越製造所 

・東洋水産株式会社 埼玉工場  

・流山キッコーマン株式会社 

・日油株式会社 川崎事業所  

・日産自動車株式会社 追浜工場 

・日産自動車株式会社 横浜工場 

・日産自動車株式会社 本牧専用埠頭  

・日本製紙クレシア株式会社 東京工場 

・日本製鉄株式会社 君津製鉄所 

・日本ゼオン株式会社 川崎工場 

・日本通運株式会社 

・日本乳化剤株式会社 川崎工場 

・日本冶金工業株式会社 川崎製造所 

・日立金属株式会社 熊谷事業所 

・不二ライトメタル株式会社 東日本事業部 

・北海製罐株式会社 岩槻工場 

・三井化学株式会社 市原工場 

・三菱ケミカル株式会社 鶴見工場 

・森永乳業株式会社 東京工場 

・森永乳業株式会社 東京多摩工場 

・雪印メグミルク株式会社 野田工場  

 

＜市民団体など：７団体＞ 

・NPO 法人横浜シーフレンズ 

・一般社団法人埼玉県環境計量協議会 

・大森海苔のふるさと館 

・川はともだち 

・認定 NPO 

法人ふるさと東京を考える実行委員会 

・認定 NPO 法人ヴォース・ニッポン  

・みずとみどり研究会 

 

＜大学・研究機関など：５機関＞ 

・神奈川県 水産技術センター 

・芝浦工業大学（運河を美しくする会） 

・千葉県 水産総合研究センター 

・東京海洋大学 

・船の科学館 

（公益財団法人日本海時科学振興財団） 

 

＜地方公共団体：64 団体＞ （本項目のみ全国地方公共団体コード順）

・埼玉県  

・埼玉県 荒川右岸下水道事務所 

・埼玉県 荒川左岸南部下水道事務所 

・埼玉県 荒川左岸北部下水道事務所  

・埼玉県 中川下水道事務所  

・さいたま市  

・さいたま市 下水処理センター 

・川越市  
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・熊谷市 

・熊谷市 妻沼水質管理センター  

・川口市  

・秩父市  

・所沢市  

・春日部市  

・東松山市 市野川浄化センター  

・東松山市 高坂浄化センター  

・狭山市  

・羽生市 水質浄化センター 

・草加市  

・越谷市  

・坂戸、鶴ヶ島下水道組合 

・日高市 

・毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合  

・千葉県 

・千葉県 印旛沼下水道事務所 

・千葉県 江戸川下水道事務所  

・千葉市 

・千葉市 中央浄化センター  

・千葉市 南部浄化センター  

・市川市  

・市川市 菅野終末処理場 

・船橋市  

・船橋市 高瀬下水処理場  

・船橋市 西浦下水処理場  

・松戸市  

・松戸市 金ケ作終末処理場  

・習志野市 

・習志野市 企業局  

・浦安市 

・袖ヶ浦市 

・東京都 

・東京都 下水道局  

・東京都 水再生センター  

・中央区 

・港区 

・江東区  

・品川区 

・大田区  

・北区  

・板橋区  

・江戸川区 

・八王子市  

・八王子市 北野下水処理場 

・町田市 

・町田市 クリーンセンター 

・西東京市 

・神奈川県  

・横浜市 

・横浜市 港湾局  

・横浜市 水再生センター 

・川崎市 

・川崎市 水処理センター 

・横須賀市 

・横須賀市 下水道局

＜国：９機関＞ 

・海上保安庁 海洋情報部 

・海上保安庁 第三管区海上保安本部 

・関東地方整備局 荒川下流河川事務所 

・関東地方整備局 荒川上流河川事務所 

・関東地方整備局 江戸川河川事務所 

・関東地方整備局 京浜河川事務所 

・関東地方整備局 千葉港湾事務所 

・関東地方整備局 東京空港整備事務所 

・関東地方整備局 

横浜港湾空港技術調査事務所 
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