
賛同日順

事業所等名称
1 大津市 一般社団法人滋賀グリーン活動ネットワーク
2 甲賀市 フードバンクびわ湖
3 彦根市 近江バイオマス推進協議会
4 栗東市 株式会社GEHJAPAN
5 竜王町 ダイハツ工業株式会社　滋賀（竜王）工場
6 大津市 林野庁 滋賀森林管理署
7 大津市 あいおいニッセイ同和損害保険（株）滋賀支店
8 野洲市 株式会社　奥村興産
9 草津市 湖南・甲賀環境協会

10 草津市 公益財団法人　淡海環境保全財団（滋賀県地球温暖化防止活動推進センター）
11 大津市 滋賀県中小企業団体中央会
12 大津市 公益社団法人滋賀県環境保全協会
13 野洲市 ヤマジックス株式会社
14 大津市 公益社団法人びわこビジターズビューロー
15 竜王町 アインズ株式会社
16 草津市 サンスター技研株式会社　滋賀工場
17 栗東市 オイレス工業株式会社
18 彦根市 株式会社山久　彦根営業所支店
19 甲賀市 株式会社山久　水口営業所
20 大津市 淡海ネットワークセンター
21 野洲市 オリベスト株式会社
22 草津市 株式会社　湯浅製作所
23 甲賀市 株式会社日立建機ティエラ
24 草津市 ダイキンレクザムエレクトロニクス株式会社
25 守山市 JNCﾌｧｲﾊﾞｰｽ株式会社 、JNCﾌｨﾙﾀｰ株式会社
26 湖南市 三和産業株式会社
27 長浜市 株式会社山久
28 甲賀市 株式会社ジーテクト滋賀工場
29 愛荘町 株式会社スリーエー
30 大津市 日本政策金融公庫大津支店
31 栗東市 安井商店
32 近江八幡市 株式会社かんき建設
33 甲賀市 株式会社アサヒテックコーポレーション　ライフ事業所
34 湖南市 株式会社アサヒテックコーポレーション滋賀事業所
35 大津市 滋賀日産自動車株式会社
36 米原市 大阪シーリング印刷株式会社　滋賀工場
37 甲賀市 株式会社積水化成品滋賀
38 栗東市 ヤマト運輸株式会社　滋賀主管支店
39 大津市 寿木材工業株式会社
40 守山市 NPO法人滋賀環境カウンセラー協会
41 大津市 株式会社内田組
42 甲賀市 株式会社　滋賀松風
43 大津市 東洋エンジニア株式会社
44 長浜市 湖北工業株式会社
45 大津市 ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング(株)滋賀工場
46 近江八幡市 株式会社山久　近江八幡営業所
47 大津市 株式会社山久　大津営業所
48 高島市 株式会社山久　高島出張所
49 守山市 関西保温工業株式会社滋賀研究所
50 日野町 株式会社ダイフク　滋賀事業所
51 栗東市 関西保温工業株式会社滋賀工場
52 甲賀市 甲賀の里忍術村
53 近江八幡市 日光精器株式会社

しがＣＯ２ネットゼロムーブメント 賛同者名簿

しがＣＯ２ネットゼロムーブメント 賛同事業所等（県内）
（令和4年12月31日現在：270事業所等）　　　



54 大津市 ドニコ・インター株式会社
55 野洲市 生活協同組合コープしが
56 草津市 パナソニック株式会社 アプライアンス社
57 彦根市 戸田建設株式会社・株式会社昭建 金子工務店・株式会社JV
58 長浜市 株式会社バイオマスアグリゲーション
59 大津市 滋賀トヨタ自動車株式会社
60 草津市 株式会社トヨタレンタリース滋賀
61 近江八幡市 長門産業有限会社
62 湖南市 有限会社大継時計電気店
63 守山市 一般社団法人実践倫理宏正会守山支部
64 大津市 ネッツトヨタ滋賀株式会社
65 近江八幡市 前出産業株式会社
66 栗東市 ネッツトヨタびわこ株式会社
67 大津市 竹電器
68 長浜市 株式会社明豊建設
69 長浜市 株式会社エコプラン
70 草津市 株式会社 Sent mix Industry
71 大津市 宮川印刷株式会社
72 甲良町 北海製罐株式会社　滋賀事業所
73 大津市 エネサーブ株式会社
74 栗東市 ベストハウスネクスト株式会社
75 草津市 株式会社井上水道工業所
76 東近江市 株式会社ベストーナ
77 野洲市 株式会社村田製作所
78 守山市 認定NPO法人びわこ豊穣の郷
79 草津市 株式会社イーハーヴェスト
80 草津市 近畿環境保全株式会社
81 湖南市 株式会社湖南リサイクルセンター
82 大津市 株式会社昭建
83 高島市 田中建材株式会社
84 野洲市 清水自動車工業株式会社
85 東近江市 株式会社向茂組
86 守山市 戸田建設（株）近畿地整野洲栗東野洲川橋作業所
87 大津市 レーク商事株式会社
88 大津市 株式会社滋賀銀行
89 大津市 しがぎんビジネスサービス株式会社
90 大津市 株式会社しがぎん経済文化センター
91 大津市 株式会社滋賀ディーシーカード
92 大津市 しがぎんリース・キャピタル株式会社
93 大津市 しがぎん代理店株式会社
94 大津市 株式会社しがぎんジェーシービー
95 大津市 滋賀保証サービス株式会社
96 草津市 草津電機株式会社
97 大津市 株式会社滋賀レイクスターズ
98 大津市 株式会社ＦＭおおつ
99 多賀町 日世株式会社　びわ湖工場

100 湖南市 甲賀高分子株式会社
101 近江八幡市 株式会社安土産業
102 長浜市 古川工業株式会社
103 東近江市 株式会社アクアリサーチ
104 湖南市 甲陸ロジステックス株式会社
105 大津市 株式会社アズマ
106 大津市 国立大学法人滋賀医科大学
107 守山市 戸田建設（株）近畿地整野洲栗東野洲川橋作業所
108 彦根市 ＴＤＳ株式会社
109 愛荘町 竹山建設株式会社
110 多賀町 参天製薬株式会社　滋賀プロダクトサプライセンター
111 草津市 川重冷熱工業株式会社　滋賀工場（本店）
112 高島市 株式会社　平山組



113 高島市 高島鉱建株式会社
114 大津市 公益財団法人　滋賀県産業支援プラザ
115 甲良町 古河AS株式会社
116 甲賀市 エコロテック株式会社
117 草津市 株式会社アダムスセキュリティ
118 東近江市 株式会社ニシデン
119 高島市 株式会社ホリゾン
120 彦根市 丸山建設株式会社
121 大津市 一般社団法人滋賀県産業資源循環協会
122 彦根市 谷庄建設株式会社
123 野洲市 株式会社ヒラカワ滋賀事業所
124 湖南市 株式会社菅沼ハッピ電化
125 東近江市 東近江環境保全ネットワーク
126 米原市 アストラゼネカ株式会社米原工場
127 大津市 オプテックス株式会社
128 米原市 いぶき水力発電株式会社
129 米原市 山室木材工業株式会社
130 米原市 いぶきグリーンエナジー株式会社
131 草津市 郷インテックス株式会社
132 高島市 森本建設株式会社
133 甲良町 小嶋産業
134 湖南市 MITAKA GROUP
135 大津市 Relaxation　Esthetic 彩
136 守山市 Hair Dresser TiCA
137 大津市 法面プロテクト株式会社
138 甲賀市 双葉建設株式会社
139 守山市 グンゼ株式会社　守山事業所
140 竜王町 株式会社沢井建設
141 甲賀市 滋賀中央森林組合
142 愛荘町 株式会社コクヨ工業滋賀
143 長浜市 ジョイソン・セイフティシステムズ・ジャパン株式会社長浜製造所
144 彦根市 ジョイソン・セイフティシステムズ・ジャパン株式会社彦根製造所
145 彦根市 昭和アルミニウム缶株式会社彦根工場
146 多賀町 キリンビール株式会社滋賀工場
147 多賀町 キリンビバレッジ株式会社滋賀工場
148 日野町 株式会社セイノーマテリアル
149 高島市 高麻株式会社
150 長浜市 合同会社安美車’s
151 高島市 滋賀県山林種苗協同組合
152 長浜市 株式会社大久保鉄工
153 彦根市 株式会社 田中ビルマネージメント
154 草津市 モダンミール草津店
155 高島市 みなくちファーム
156 守山市 株式会社まちおこし
157 彦根市 株式会社千成亭風土
158 守山市 株式会社しがトコ
159 多賀町 ＨＩＪ株式会社
160 大津市 学校法人京都成安学園成安造形大学
161 東近江市 第一工業製薬株式会社滋賀工場
162 近江八幡市 株式会社辻コーポレーション
163 栗東市 山科精器株式会社
164 愛荘町 Re-tool株式会社
165 愛荘町 サイト株式会社
166 湖南市 佐野重量金属株式会社
167 東近江市 アルク株式会社
168 東近江市 神田重量金属株式会社
169 彦根市 株式会社橋本建設
170 彦根市 株式会社公益社
171 湖南市 イオンタウン株式会社　イオンタウン湖南



172 甲賀市 銀俵株式会社
173 大津市 滋賀県信用保証協会
174 近江八幡市 株式会社日吉
175 野洲市 株式会社吉野組
176 長浜市 兵神装備株式会社　滋賀工場
177 湖南市 日本シーエムアイ株式会社
178 湖南市 西村建設株式会社
179 高島市 株式会社平安製作所
180 高島市 京セラＡＶＸコンポーネンツ安曇川株式会社
181 大津市 日光電器
182 近江八幡市 有限会社中野電機商会
183 守山市 滋賀県電器商業組合
184 長浜市 有限会社中村電機商会
185 大津市 テクノプラス
186 大津市 坂口テレビサービス株式会社
187 彦根市 teraitei
188 大津市 日本黒鉛工業株式会社瀬田工場
189 大津市 日本黒鉛工業株式会社本社・石山工場
190 長浜市 株式会社　創味　余呉工場
191 草津市 大阪ガスネットワーク株式会社 滋賀事業所
192 栗東市 株式会社近江物産
193 草津市 ダイキン工業株式会社　滋賀製作所
194 湖南市 タキロンシーアイ株式会社　滋賀工場
195 長浜市 日軽パネルシステム株式会社　滋賀工場および滋賀日軽株式会社
196 野洲市 株式会社ハートコープしが
197 大津市 菱和ホーム株式会社
198 草津市 ぱたぱたふぁーむ
199 草津市 オムロン株式会社草津事業所
200 栗東市 積水化学工業株式会社　滋賀栗東工場
201 甲賀市 積水化学工業株式会社　滋賀水口工場
202 多賀町 積水化学工業株式会社　多賀工場
203 大津市 NPO 法人 ＨＣＣグループ 
204 愛荘町 瓦富
205 大津市 株式会社笹川組
206 彦根市 株式会社彦根麦酒
207 彦根市 国産バネ工業株式会社
208 守山市 大崎設備工業株式会社
209 高島市 紺藤織物株式会社
210 大津市 一般社団法人滋賀県産業資源循環協会
211 甲良町 滋賀県江州音頭協会
212 大津市 滋賀県バルーンアート協会
213 大津市 滋賀県南京玉すだれ保存会
214 長浜市 グループ燦燦
215 草津市 ダイキンHVACソリューション近畿株式会社　滋賀営業部滋賀支店
216 犬上郡 アルテミラ製缶株式会社　滋賀工場
217 草津市 近畿環境保全株式会社
218 湖南市 株式会社湖南リサイクルセンター
219 彦根市 クリニックヘアーサロンシゲ
220 大津市 龍谷大学
221 長浜市 浜縮緬工業協同組合
222 近江八幡市 東亜道路工業株式会社　京滋営業所
223 蒲生郡 株式会社ヒロセ
224 守山市 ダイハツディーゼル株式会社
225 大津市 関西電力送配電株式会社　滋賀支社
226 大津市 株式会社わに電化ハートフル
227 大津市 滋賀県内郵便局　（代）大津中央郵便局
228 栗東市 株式会社オーネスティー
229 湖南市 湖南市ボランティアセンター
230 長浜市 長浜市



231 草津市 イオンモール株式会社　イオンモール草津
232 草津市 一般社団法人インパクトラボ
233 栗東市 株式会社ナスカ
234 栗東市 一般社団法人あもる+
235 高島市 新旭電子工業株式会社
236 犬上郡 共栄社化学株式会社　滋賀工場
237 守山市 かがり司法書士・行政書士事務所
238 東近江市 化研テック株式会社　材料開発研究所
239 大津市 清水建設株式会社　滋賀営業所
240 栗東市 トヨタモビリティパーツ株式会社　滋賀支社
241 守山市 美心環境システム株式会社
242 守山市 冷和株式会社
243 高島市 株式会社桑原組
244 栗東市 株式会社近江あおやま
245 大津市 滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合
246 近江八幡市 株式会社ベホマル
247 湖南市 ケイミュー株式会社 滋賀工場
248 栗東市 滋賀三菱自動車販売株式会社
249 長浜市 ONE　SLASH
250 大津市 エルアンドピーネットワーク株式会社
251 犬上郡 日世株式会社
252 守山市 株式会社しがトコ
253 彦根市 一般社団法人CO2ネットゼロ推進協会

公表を希望しない：17事業所等

事業所等名称
1 岐阜県 株式会社山久　大垣営業所
2 岐阜県 西濃運輸株式会社
3 兵庫県 神港精機株式会社
4 東京都 イナズマロックフェス実行委員会
5 大阪府 株式会社関西みらい銀行
6 大阪府 株式会社島津理化　大阪支店
7 大阪府 株式会社　類設計室
8 大阪府 株式会社日本旅行
9 東京都 日本ケロッグ合同会社

10 東京都 株式会社　日本旅行

公表を希望しない：1事業所等

しがＣＯ２ネットゼロムーブメント 賛同事業所等（県外）
（令和4年12月31日現在：11事業所等）  



氏名・ニックネーム
1 大津市 岡本早苗
2 栗東市 タカヒ
3 草津市 竹村直樹
4 長浜市 Eddy
5 湖南市 マリリン
6 大津市 由布和嘉子
7 米原市 石河　康久
8 大津市 天野　孝志
9 守山市 寺沢文敏

10 大津市 中村淳子
11 大津市 早藤　健気
12 彦根市 大菅　勝之
13 草津市 高田　稔郎
14 東近江市 森野真
15 大津市 将来世代の地球環境をまもり隊
16 彦根市 西川　直治
17 大津市 堅田　玄宥
18 大津市 ミヤパン
19 大津市 山　和孝
20 大津市 テイエムエナジー　水上　透
21 大津市 牧　春彦
22 大津市 成子邦夫
23 守山市 モリトマホーク
24 草津市 山元　恵子
25 守山市 竹内辰郎
26 草津市 石塚勝己
27 草津市 土佐　洋志
28  東近江市 ななかまど
29 大津市 ミチ
30 米原市 みわちゃん
31 湖南市 奥野幸子
32 草津市 髙松伸司
33 大津市 ともちゃん
34 栗東市 カレーうどん
35 東近江市 山岡修
36 近江八幡市 ナカパ
37 東近江市 木澤茂
38 大津市 ぱりす
39  大津市 はる
40 近江八幡市 ひとみん
41    彦根市 カガヤキ
42 栗東市 林田　信夫
43 長浜市 無月
44 大津市 奥　博
45  大津市 にみ
46 湖南市 鈴木つよし
47 大津市 すみび2525
48 長浜市 藤幸
49 大津市 へぼの太郎
50 草津市 北村嘉英
51 湖南市 ニッタ
52 彦根市 星
53 近江八幡市 じゃじゃまる
54 大津市 西川忠雄
55 大津市 太田勲
56 多賀町 多賀のにこちゃん

（令和4年12月31日現在：33,641名）　

しがＣＯ２ネットゼロムーブメント 賛同者（県内）



57 高島市 西尾　浩治
58 草津市 宮城成和
59 東近江市 隆
60 大津市 フクハラ
61 大津市 橋口涼
62 大津市 とことんハウス
63 彦根市 おかわり
64 大津市 やま
65 東近江市 萱原慧悟
66 野洲市 y.m
67 東近江市 北邑　健
68 大津市 棈松　淳
69 草津市 えびちゃん
70 湖南市 仁科克已
71 彦根市 寺屋堂
72 草津市 ノン
73 彦根市 曽我慎一郎
74 大津市 keishi
75 大津市 まんまるなないろの地球
76 東近江市 中田　佳恵
77 草津市 白井幸則
78 草津市 山本悦子
79 大津市 INDORI
80 大津市 森井　正次
81 草津市 西村保彦
82 大津市 プラごみゼロ-ママ
83 守山市 ゆうこ
84 愛荘町 げ
85 東近江市 かぼちゃ
86 栗東市 モリ　テツ
87 草津市 まっちゃん
88 大津市 加藤
89 栗東市 田村隆光
90 野洲市 コンサル・フル
91 大津市 成子邦夫
92 守山市 今浜自治会
93 大津市 Fraidays For Future Shiga
94 日野町 がっちゃん
95 大津市 久保田　耕史
96 草津市 松田　大佑
97 大津市 KFW
98 大津市 きらきら
99 大津市 海東聡

100 近江八幡市 岡田英基
101 東近江市 西澤京子
102 守山市 早尻友梨
103 大津市 太郎すし
104 守山市 こばヤン
105 東近江市 yonegama
106 大津市 三島　亨
107 大津市 中山　和郎
108 大津市 KS
109 大津市 ラウパッハ　スミヤ　ヨーク
110 大津市 Lothar
111 大津市 日晴
112 守山市 守山市伊勢自治会
113 竜王町 竜王町エコライフ推進協議会
114 草津市 矢倉記憶絵プロジェクト
115 野洲市 愛慈彩の会



116 草津市 コーラスあざみ
117 草津市 矢倉まちづくりセンター
118 栗東市 栗東ふぁざ～ず倶楽部
119 草津市 コーラスどりいむ
120 野洲市 深川英明
121 愛荘町 田中克利
122 大津市 しがのすけ
123 近江八幡市 あーさん
124 草津市 hashiguchi sustainable yusuke
125 大津市 松林大樹
126 彦根市 博清
127 大津市 舩木敏男
128 大津市 河村正弘
129 守山市 奥上昌彦
130 守山市 makokugami
131 東近江市 北川
132 大津市 モリタ
133 長浜市 保積真人
134 草津市 さすらいの集金人
135 草津市 いそっぺ
136 近江八幡市 ボリ
137 守山市 大塚　勇貴
138 草津市 山城拓明
139 野洲市 堀口　顕
140 大津市 さっとん
141 草津市 かづ
142 大津市 たかぎ
143 大津市 一郎
144 大津市 kiyopon
145 大津市 古和田　達也
146 大津市 林 裕基
147 大津市 しがローカルSDGs研究会
148 大津市 マリア
149 甲賀市 浦山 重雄
150 大津市 マグニー
151 守山市 佐川　明
152 彦根市 寺屋堂
153 大津市 三浦　知也
154 甲賀市 福永忠克
155 大津市 ミスティ
156 大津市 内海晋一
157 東近江市 まこと
158 大津市 矢野克典
159 大津市 keishi
160 野洲市 有田高志
161 彦根市 松宮芳徳
162 米原市 廣瀬正明
163 大津市 しょうた
164 近江八幡市 河村久紀
165 彦根市 じぃじ
166 草津市 岩城　正典
167 近江八幡市 井上忠雄
168 草津市 森野　実知子
169 守山市 まる
170 守山市 堀池知祥
171 甲賀市 増田 一史
172 大津市 堤　吉弘
173 大津市 森口行雄
174 大津市 田中　武範



175 栗東市 川島明修
176 近江八幡市 桐原学区共同まちづくり協議会
177 草津市 小寺　實
178 草津市 鶴田真理子
179 草津市 大田晴美
180 彦根市 加瀬 靖郎
181 米原市 まつむら
182 大津市 佐藤祐一
183 大津市 香川晃一
184 彦根市 きんちゃん
185 栗東市 FV
186 栗東市 岩本
187 大津市 岡部 浩樹
188 大津市 高田　徹
189 大津市 びー
190 草津市 大久保友裕
191 守山市 中西えりな
192 野洲市 新ちゃん
193 湖南市 いけなみ
194 大津市 雁林　剛
195 草津市 たけやん
196 大津市 市川和夫
197 大津市 高木貞子
198 大津市 井上徳善
199 大津市 タカさん
200 草津市 駒井徳蔵
201 愛荘町 ヘイグ
202 彦根市 ななほ
203 草津市 S
204 栗東市 マッチャン
205 草津市 アオキ
206 草津市 ゴリ
207 大津市 吉田せつ子
208 草津市 みみ
209 草津市 キャッフィー
210 大津市 ゆかきち
211 大津市 上田有司
212 大津市 上田亜紗美
213 栗東市 KIYO
214 草津市 せいや
215 草津市 ナンプレパパ
216 大津市 木村
217 大津市 たかさん
218 高島市 もと
219 大津市 谷川好江
220 東近江市 シマ
221 大津市 えな
222 大津市 kazaemon
223 大津市 トモ
224 大津市 中尾
225 高島市 やま
226 東近江市 シマ
227 守山市 ユカ
228 守山市 ナギサ
229 草津市 松田
230 草津市 井野
231 近江八幡市 はる
232 草津市 S
233 大津市 谷川好江



234 大津市 西野政一
235 草津市 こと
236 草津市 あき
237 草津市 さだこ
238 大津市 谷川美月
239 大津市 谷川好江
240 大津市 かくはな
241 栗東市 マッチャン
242 栗東市 松田
243 草津市 アオキ
244 大津市 さままめこ
245 大津市 めいちゃん
246 東近江市 優
247 愛荘町 みち子
248 草津市 ゴリ
249 草津市 とうま
250 草津市 はやと
251 大津市 しいーちゃん
252 大津市 みっちゃん
253 草津市 河合謙次
254 草津市 かわい
255 草津市 河合美優
256 野洲市 あっちゃん
257 草津市 S
258 大津市 なおき
259 大津市 のりこ
260 大津市 ひろし
261 近江八幡市 レモンアイス
262 大津市 SAKURA
263 草津市 NCC1701
264 大津市 ももかか
265 草津市 たき本はる海
266 大津市 ぱんだ
267 守山市 NT
268 大津市 ｋ
269 守山市 RT
270 栗東市 まちゃみ
271 大津市 SUU
272 大津市 ゆーちゃん
273 草津市 ひろ
274 草津市 タイちゃん
275 草津市 ツンちゃん
276 草津市 鶴田真理子
277 野洲市 ヒガシカワ
278 草津市 MILES
279 大津市 トン
280 大津市 コウジ
281 大津市 たかちゃん
282 草津市 まるやまそら
283 大津市 ゆみ
284 大津市 ハモ
285 大津市 小川
286 大津市 中尾美和子
287 草津市 藤井
288 草津市 蓮斗
289 守山市 D
290 守山市 M
291 守山市 H
292 大津市 かくはな



293 東近江市 シマ
294 大津市 谷川美月
295 大津市 谷川直希
296 東近江市 シマ
297 大津市 丸山貢
298 守山市 ユカ
299 守山市 福浦渚紗
300 草津市 岩崎弥希
301 草津市 岩崎豪
302 大津市 さままめこ
303 大津市 めいちゃん
304 大津市 原田千咲世
305 大津市 原田悠生
306 大津市 原田清
307 大津市 ひろちゃん
308 大津市 ken
309 草津市 ユー
310 甲賀市 コフ
311 大津市 ともちゃん
312 大津市 野田
313 彦根市 孝一
314 草津市 tom
315 大津市 koitaka
316 野洲市 kaven
317 栗東市 kiyo
318 大津市 高橋祐樹
319 大津市 keibou
320 大津市 めぐみ
321 大津市 谷川好江
322 大津市 都田
323 大津市 オレンジ大好き
324 大津市 H
325 大津市 NAKASHIRO
326 大津市 シオ
327 大津市 まり
328 栗東市 妹尾
329 大津市 ヨシダ
330 大津市 タカタ
331 栗東市 稲生進也
332 大津市 いまい
333 草津市 ヒライ
334 大津市 おか
335 大津市 一井
336 大津市 カイト
337 草津市 岸本るみ子
338 栗東市 ゆみ
339 大津市 K
340 甲賀市 鳩新
341 大津市 terasan
342 大津市 大野
343 草津市 NONKO
344 草津市 渡辺
345 草津市 ヒロセアキ
346 大津市 モッさん
347 草津市 青木勇
348 甲賀市 エミタン
349 大津市 ヒロ
350 大津市 前中僚
351 草津市 かわい



352 大津市 mimu0204
353 大津市 モモ
354 大津市 レジー
355 大津市 KS
356 大津市 ゆかきち
357 守山市 ユカ
358 守山市 ナギサ
359 草津市 カン
360 東近江市 シマ
361 大津市 前田哲広
362 大津市 谷川美月
363 大津市 谷川直希
364 草津市 りえ
365 大津市 ユウスケ
366 草津市 なおき
367 草津市 けいた
368 大津市 ヤスダ
369 大津市 kuku
370 大津市 きど
371 大津市 中尾
372 大津市 トモ
373 大津市 てお
374 大津市 庄内星加
375 草津市 後藤克樹
376 草津市 つねる
377 大津市 渡辺真也
378 大津市 とん
379 大津市 Sr
380 大津市 ダイン
381 草津市 よし
382 大津市 脇真史
383 栗東市 長谷川
384 大津市 ひで
385 栗東市 脇島慶太
386 野洲市 アキ
387 大津市 natsu
388 草津市 ゆうま
389 大津市 小林
390 大津市 さち
391 大津市 谷川好江
392 草津市 小嶋優大
393 草津市 小嶋卓也
394 草津市 小嶋大晴
395 大津市 大橋
396 大津市 森本
397 大津市 ゆかり
398 大津市 けいこ
399 大津市 ZU
400 大津市 あーちゃん
401 長浜市 Tomix
402 守山市 こむるか
403 多賀町 浅野翔子
404 大津市 小川隆
405 栗東市 のぶひろ
406 甲賀市 オクムラミチヒロ
407 大津市 頴川尚子　他４名
408 近江八幡市 平井薫
409 東近江市 桂
410 野洲市 Ｋ．Ｉ．



411 大津市 カムリ
412 大津市 三田修
413 大津市 野口輝
414 大津市 ぶう
415 草津市 小寺實
416 近江八幡市 minmin3
417 野洲市 あよ
418 豊郷町 SHIGA634
419 彦根市 平尾益士
420 草津市 りく
421 東近江市 長峰自治会連合会
422 大津市 上西　豊
423 大津市 奥　博
424 大津市 ササノヒナ
425 彦根市 れい
426 大津市 藻
427 高島市 とりっぴー
428 守山市 多久和　至
429 草津市 松浦航平
430 東近江市 フジノ
431 東近江市 マツダ6
432 東近江市 ちゃんり
433 東近江市 滋賀のおっさん
434 東近江市 ダイダイダイノサン
435 東近江市 ツッチー
436 東近江市 Y・K
437 東近江市 ニシムラタクミ
438 東近江市 川上徹也
439 東近江市 吉川卓志
440 近江八幡市 梅太郎
441 彦根市 北川
442 日野町 COCO
443 彦根市 矢田修二
444 彦根市 小野愼一
445 彦根市 とやま
446 彦根市 にしかわ
447 彦根市 小林信義
448 彦根市 中川政夫
449 彦根市 テルテル
450 長浜市 浅見和彦
451 栗東市 マサミ
452 米原市 中野光夫
453 草津市 山本
454 近江八幡市 83.ヤッサン
455 守山市 オオトウ
456 長浜市 トモトモ
457 長浜市 ｋｅｎｊｉｒｏｕ
458 近江八幡市 佐野智哉
459 大津市 みっちー
460 守山市 ヒロヤ
461 彦根市 ジャーナ
462 甲賀市 ＫＯＹＡＭＡ
463 彦根市 怒羅江門
464 彦根市 大貴
465 甲賀市 ＫＩＹＯＳＨＩＮ
466 野洲市 キャンベリー
467 東近江市 ラッピー
468 竜王町 フケ
469 高島市 くるみ



470 長浜市 スギムラ
471 近江八幡市 外川裕貴
472 長浜市 天草比登志
473 長浜市 マモＱ
474 彦根市 コアラとネコ
475 守山市 新谷忠之
476 東近江市 北岸裕一郎
477 大津市 松本徹
478 彦根市 ふじた
479 彦根市 上田
480 東近江市 村井政勝
481 高島市 マリー
482 大津市 「みんなで、大津」
483 湖南市 柏木正照
484 東近江市 イ-
485 草津市 山元明
486 長浜市 杉田信男
487 大津市 藤澤武夫
488 竜王町 北川容子
489 栗東市 山中淳喜
490 草津市 アッテル
491 長浜市 坂根貴裕
492 大津市 山田　毅
493 大津市 中田智佳子
494 栗東市 あもる
495 草津市 宇野
496 野洲市 小森一繁
497 大津市 はなこ
498 草津市 ムネさん
499 大津市 どれみ
500 大津市 はる
501 高島市 いけだ
502 近江八幡市 ふく
503 大津市 みーわ
504 大津市 大藪　康
505 彦根市 ぱるちょろ
506 野洲市 こと
507 野洲市 masa
508 栗東市 rikaho
509 野洲市 井上香織
510 守山市 ゆまそま
511 守山市 アキコ
512 大津市 近藤
513 草津市 かな
514 草津市 かよ
515 草津市 なお
516 草津市 KENJI
517 野洲市 井上香織
518 野洲市 磯井　祐　
519 彦根市 はむこ
520 大津市 ノガミマサヒコ
521 長浜市 さな
522 大津市 かつどん
523 栗東市 小林友香
524 近江八幡市 ぷるめりあ
525 大津市 おしん
526 大津市 安倍　衛
527 米原市 ホームズ
528 野洲市 松浦博司



529 栗東市 明子
530 愛荘町 久保田　貢
531 東近江市 のっちゃん
532 栗東市 川島明修
533 大津市 渡辺幸市
534 大津市 ゆみえもん
535 大津市 藤澤満維
536 大津市 ひーくん
537 大津市 タマちゃん
538 大津市 田鹿諒
539 大津市 吉田秀幸
540 大津市 岡村
541 大津市 CO2
542 大津市 山本克也
543 大津市 だるまさんがころんだ
544 草津市 八軒幸永
545 栗東市 久世彩音
546 栗東市 ゆう
547 近江八幡市 矢野
548 豊郷町 ちゃんちゃん
549 長浜市 川端亜里沙
550 長浜市 川端理愛
551 東近江市 びわなまず
552 近江八幡市 村上久美子
553 近江八幡市 小谷野俊秀
554 甲賀市 谷口雄三

公表を希望しない：4,148名

しがＣＯ２ネットゼロムーブメント 賛同者（県外）

氏名・ニックネーム
1 兵庫県 服部 信美
2 京都府 坂本清彦
3 愛知県 伊藤毅
4 京都市 足立洋兵
5 亀岡市 木下雅幸
6 京都市 luim221
7 枚方市 足立　亘
8 茨木市 木立　徹
9 箕面市 奥田

10 長岡京市 かつ
11 安城市 よっちゃん
12 宇治市 たくや
13 茨木市 ショウジ
14 岡崎市 トモ
15 宇治市 まさみ
16 名古屋市 ナグラ
17 安城市 石川智里
18 宇治市 ハルちゃん
19 京都市 NORIKO
20 京都市 ゆう
21 京都市 あい
22 京都市 コロちゃん
23 亀岡市 じろう
24 京都市 西慶子
25 京都市 バアバア

（令和4年12月31日現在：93名）



26 京都市 らん
27 京都市 ダンノ
28 宇治市 たくや
29 神戸市 高尾彰一
30 豊中市 手塚哲央（エネルギーシステム学研究所）
31 名古屋市 堺沢圭介
32 県外 機関車トーマス
33 交野市 おがた
34 垂井町 サブロー
35 豊中市 かじもも
36 茨木市 イカゲソ
37 相模原市 若松徹

公表を希望しない：56名


