
製造業 所在地

株式会社サンスチール工業 愛荘町

栗本コンクリート工業株式会社 愛荘町

株式会社栗本鐵工所　滋賀工場 愛荘町

ジャパンパイル株式会社　滋賀工場 愛荘町

三菱ロジスネクスト株式会社　滋賀工場 近江八幡市

株式会社天辻鋼球製作所　滋賀工場 近江八幡市

株式会社ロッテ　滋賀工場 近江八幡市

株式会社ＵＡＣＪ押出加工滋賀 近江八幡市

平成工業株式会社 近江八幡市

株式会社目片鉄工所 大津市

ニューマンパワーサービス株式会社　大津事業所 大津市

日本電気硝子株式会社　大津事業場 大津市

東レ株式会社　滋賀事業場 大津市

近江鍛工株式会社 大津市

ヤマナカセラダイン株式会社　滋賀事業所 大津市

株式会社エー・オー・シー 大津市

ニチカレ株式会社 大津市

三陽建材株式会社 大津市

日本電気硝子株式会社　精密ガラス加工センター 草津市

日本硬質硝子株式会社 草津市

日電硝子加工株式会社 草津市

日東電工株式会社　滋賀事業所 草津市

ダイキン工業株式会社　滋賀製作所 草津市

パナソニック株式会社　冷蔵庫事業部 草津市

株式会社ダイコーロジサービス 草津市

株式会社ティーエムテックス事業所　パナソニックＡＰ社冷蔵庫事業部内 草津市

パナソニック株式会社アプライアンス社　ランドリー・クリーナー事業部 草津市

パナソニック株式会社アプライアンス社 草津市

パナソニック株式会社アプライアンス社　スマートエネルギーシステム事業部 草津市

パナソニック株式会社アプライアンス社　ビューティ・リビング事業部 草津市

パナソニック株式会社アプライアンス社　キッチンアプライアンス社 草津市

パナソニック株式会社アプライアンス社　冷熱空調デバイス事業部 草津市

五洋電気株式会社　草津事業所 草津市

武田テバ薬品株式会社　甲賀工場 甲賀市

平成29年度「滋賀県産業安全の日 無災害運動」
無災害達成事業場一覧

滋賀労働局労働基準部
健康安全課

　平成29年度「滋賀県産業安全の日 無災害運動」に参加した579事業場のうち、結果報告を行
い、かつ無災害運動期間中の無災害を達成した事業場（非公表を希望した事業場を除く）の一覧を
公表いたします。



武田テバ薬品株式会社　水口工場 甲賀市

株式会社ジーテクト　滋賀工場 甲賀市

日新薬品工業株式会社 甲賀市

株式会社三ツ星　滋賀工場 甲賀市

大塚オーミ陶業株式会社　信楽工場 甲賀市

株式会社和気　滋賀工場 甲賀市

株式会社菊池鉄工所 甲賀市

白井松新薬株式会社　滋賀工場 甲賀市

キョーリン製薬グループ工場株式会社 甲賀市

株式会社正昇工業 甲良町

オリエンタル白石株式会社　滋賀工場 甲良町

ユニバーサル製缶(株)　滋賀工場 甲良町

古河ＡＳ株式会社 甲良町

株式会社マツバ 湖南市

株式会社山崎機械製作所 湖南市

富士電波工業株式会社　滋賀工場 湖南市

ナス鋼帯株式会社　滋賀工場 湖南市

天野エンザイム株式会社　滋賀工場 湖南市

東レペフ加工品株式会社 湖南市

七福鋼業株式会社 湖南市

キリンビール株式会社　滋賀工場 多賀町

積水化学工業株式会社　多賀工場 多賀町

アキレス株式会社　滋賀第二工場 豊郷町

株式会社ナツハラ 豊郷町

ヤンマー製造サポート株式会社 長浜市

株式会社長浜シャーリング工場 長浜市

株式会社シガウッド 長浜市

ＫＢセーレン株式会社　長浜工場 長浜市

ハヤミ工産株式会社 長浜市

髙橋金属株式会社 長浜市

株式会社栗本鐵工所　湖東工場 東近江市

第一工業製薬株式会社　滋賀事業所 東近江市

三井住友建設株式会社　能登川ＰＣ工場 東近江市

有限会社東滋産業 東近江市

株式会社大日本精工 東近江市

愛知川砂利採取業協同組合 東近江市

湖東興産株式会社 東近江市

ダイリュウ滋賀株式会社 東近江市

旭化成住工株式会社 東近江市

有限会社誠光産業 東近江市

日総工産株式会社　旭化成住工内 東近江市

パナソニック株式会社アプライアンス社　ランドリー・クリーナー事業部 東近江市

昭和電工パッケージング株式会社　彦根工場 彦根市



株式会社清水合金製作所 彦根市

株式会社素久製作所 彦根市

株式会社ピラミッド　彦根工場 彦根市

株式会社SCREENホールディングス　彦根事業所 彦根市

高居畳店 彦根市

パナソニックエクセルプロダクツ株式会社　彦根事業所 彦根市

彦根ゼラチン株式会社 彦根市

パナソニック株式会社アプライアンス社ビューティ・リビング事業部　彦根工場 彦根市

日通商事株式会社　大阪支店滋賀工場 彦根市

株式会社麗光 日野工場 日野町

株式会社オーケーエム 日野町

株式会社ファンケル美建 日野町

互応化学工業株式会社　滋賀工場 日野町

Ｉ・Ｔ・O株式会社　滋賀工場 米原市

近江化学工業株式会社　本社工場 米原市

山室木材工業株式会社 米原市

三菱ケミカル株式会社　山東事業所 米原市

日本マタイ株式会社　滋賀工場 守山市

トーヨーカラー株式会社　守山製造所 守山市

長谷川産業株式会社 守山市

富士車輌株式会社 守山市

日本バイリーン株式会社　滋賀工場 守山市

株式会社長府製作所　滋賀工場 野洲市

株式会社滋賀ホイストサービス 野洲市

シノブフーズ株式会社　京滋工場 栗東市

関西保温工業株式会社　滋賀工場 栗東市

積水化学工業株式会社　滋賀栗東工場 栗東市

栗東積水工業株式会社 栗東市

レンゴー株式会社　滋賀工場 栗東市

日清食品株式会社　滋賀工場 栗東市

建設業 所在地

ニッショー建装 近江八幡市

株式会社奥田工務店　(仮称)近江八幡ｸﾘﾆｯｸ新築工事　作業所 近江八幡市

協成電気設備株式会社 大津市

株式会社大田鉄工所 大津市

一圓テクノス株式会社　大津営業所 大津市

株式会社奥田工務店　(仮称)大津板紙倉庫・事務所建設工事 大津市

株式会社奥田工務店　延暦寺学園改装工事(第二期工事) 大津市

稲葉工業株式会社 大津市

株式会社高田工業所 大津市

株式会社増田工務店 大津市

リファッション荒木 京都市



有限会社疋田建設 草津市

熊谷・ゆうあい特定建設工事共同企業体　野村公園体育館作業所 草津市

株式会社昭建　大津能登川長浜線補助道路整備工事作業所 草津市

株式会社フジサワ建設 甲賀市

株式会社日本サルベージサービス滋賀支店 甲賀市

三陽建設株式会社 甲賀市

株式会社山東工業社 甲賀市

株式会社服部工業 甲賀市

エー・アンド・ゼット建設株式会社 湖南市

西村建設株式会社 湖南市

株式会社奥田工務店　湖南市立甲西中学校改築工事 湖南市

田中シビルテック株式会社 長浜市

株式会社日本サルベージサービス長浜営業所 長浜市

奥田・伊藤建設工事共同企業体　長浜北星高校実習棟新築その他工事 長浜市

奥村・材光特定建設工事共同企業体　湖北消防庁舎JV工事所 長浜市

近畿地水株式会社 東近江市

株式会社奥田工務店　(仮称)市立中野・みつくり幼児園新築工事 東近江市

株式会社奥田工務店　ウェルシア東近江市三中野店新築工事 東近江市

株式会社奥田工務店　ドラッグコスモス中野店造成工事 東近江市

一圓テクノス株式会社 彦根市

株式会社奥田工務店　キントー本社　社屋新築工事 彦根市

株式会社奥田工務店　キントー本社　本社倉庫増築工事 彦根市

株式会社奥田工務店　日野町立日野小学校統合分室棟新築工事(建築工事) 日野町

株式会社奥田工務店　町道深山口木津橋梁(木津橋)修繕工事 日野町

株式会社奥田工務店　町道中在寺野神練橋梁(野神橋)修繕工事 日野町

ガーデンキーパーズ 守山市

田辺工業株式会社滋賀営業所 守山市

株式会社アイアス 野洲市

コウシン住設 野洲市

山九株式会社　京滋支店 野洲市

株式会社野洲サルベージ 野洲市

株式会社奥田工務店　シライ電子三上工場新棟増築工事 野洲市

株式会社三東工業社 栗東市

北川電気株式会社 栗東市

株式会社竹中工務店京都支店　日清食品関西工場新築工事 栗東市

西山産業株式会社 竜王町

株式会社シマダ 竜王町

運輸業 所在地

グロービック株式会社 大津市

株式会社電気硝子物流サービス　大津事業所 大津市

三陽輸送株式会社 大津市

山田運送株式会社 大津市



グリーンエキスプレス株式会社 草津市

滋賀センコー運輸整備株式会社 草津市

株式会社マルキュー物流 甲賀市

辻運輸有限会社 甲賀市

株式会社滋賀物流サービス 甲賀市

甲西陸運株式会社 湖南市

イワタニ・エコ・ロジ株式会社 湖南市

昭建運輸株式会社 湖南市

第一貨物株式会社　滋賀支店 湖南市

太陽運輸株式会社　本社営業所 長浜市

びわ貨物運送株式会社　長浜営業所 長浜市

株式会社J I C 長浜市

株式会社外村物流運輸 東近江市

八日市物流倉庫株式会社 東近江市

株式会社ハロー・ネットワーク滋賀 東近江市

株式会社キャリオン 東近江市

センコー株式会社　京滋主管支店 守山市

久留米運送株式会社　滋賀店 守山市

湖南運輸株式会社 栗東市

日本通運株式会社　大津支店 栗東市

濃飛倉庫運輸株式会社　滋賀支店栗東輸送センター営業所 栗東市

淺野運輸倉庫株式会社 栗東市

警備業 所在地

株式会社大進 近江八幡市

新大阪警備保障株式会社 大津市

国際警備保障株式会社　滋賀支店 草津市

株式会社ＳＣＣ 甲賀市

商　業 所在地

株式会社平和堂　フレンドマート八幡上田店 近江八幡市

株式会社平和堂　フレンドマート江頭店 近江八幡市

株式会社平和堂　フレンドマート雄琴駅前店 大津市

株式会社平和堂　フレンドマート膳所店 大津市

株式会社平和堂　フレンドマート大津なかまち店 大津市

生活協同組合コープしが  ケアサポートセンターぽこ 大津市

生活協同組合コープしが  コープぜぜ店 大津市

生活協同組合コープしが  コープかたた店 大津市

生活協同組合コープしが  南草津センター 草津市

生活協同組合コープしが  草津事務所 草津市

株式会社ＬＩＸＩＬ　滋賀営業所 草津市

生活協同組合コープしが  甲南センター 甲賀市

滋賀ハイワーク株式会社 甲賀市



株式会社平和堂　平和堂石部店 湖南市

株式会社平和堂　平和堂甲西店 湖南市

生活協同組合コープしが  高島センター 高島市

株式会社平和堂　フレンドマート長浜祇園店 長浜市

株式会社平和堂　フレンドマート五個荘店 東近江市

協同組合平和堂同友店会 彦根市

生活協同組合コープしが  彦根センター 彦根市

湖南トーヨー住器株式会社 守山市

生活協同組合コープしが  本部 野洲市

株式会社平和堂　アル・プラザ栗東 栗東市

株式会社パロマ　滋賀営業所 栗東市

ツルタ電機株式会社　特販営業部 栗東市

株式会社平和堂　フレンドマート竜王店 竜王町

ビルメンテナンス業 所在地

リ・プロダクツ株式会社 大津市

株式会社ワタナベ美装　滋賀営業所 大津市

株式会社オフィスシャイン 大津市

滋賀双葉ビル整備株式会社 大津市

井元建装株式会社 草津市

株式会社松栄サービス滋賀営業所 草津市

株式会社ティ・エム・エス 草津市

日本メンテナンス株式会社 草津市

太平ビルサービス株式会社　彦根営業所 彦根市

株式会社ヒロセ 日野町

有限会社近江綜合サービス 栗東市

株式会社ビワコ建装 栗東市

株式会社メンテナンスセンター 栗東市

その他の事業 所在地

独立行政法人労働者健康安全機構　近江八幡地域産業保健センター 近江八幡市

株式会社ラーゴ 近江八幡市

株式会社近畿分析センター 大津市

ＹＫＫＡＰ株式会社 大津市

滋賀県商工会連合会 大津市

滋賀県生活衛生会館 大津市

一般社団法人滋賀県食品衛生協会 大津市

独立行政法人労働者健康安全機構　滋賀産業保健総合支援センター 大津市

独立行政法人労働者健康安全機構　大津地域産業保健センター 大津市

全国健康保険協会滋賀支部 大津市

増田物流株式会社 大津市

滋賀県介護サービス事業者協議会連合会 草津市

株式会社近畿理研 長浜市



独立行政法人労働者健康安全機構　湖北地域産業保健センター 長浜市

独立行政法人労働者健康安全機構　彦根地域産業保健センター 彦根市

彦根ビバシティシネマ 彦根市

一般財団法人滋賀保健研究センター 野洲市

滋賀環境衛生株式会社 野洲市

山一商事株式会社　滋賀営業所 栗東市


