
製  造  業 所在地

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

株式会社サンスチール工業 愛荘町

東レ株式会社　滋賀事業場 大津市

東レ株式会社　瀬田工場 大津市

近江鍛工株式会社 大津市

作新工業株式会社 大津市

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

日本硬質硝子株式会社 草津市

日本電気硝子株式会社　精密ガラス加工センター 草津市

ニチコン草津株式会社 草津市

平松金属工業株式会社 草津市

株式会社ティーエムテックス Panasonic草津冷蔵庫事業所 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　アプライアンス社空調冷熱ソリューションズ事業部エアコンビジネスユニット 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空間事業部草津 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　アプライアンス社ビューティ・パーソナルケア事業部 草津市

パナソニック株式会社　中国・北東アジア社冷熱空調デバイス事業部 草津市

株式会社ジーテクト　滋賀工場 甲賀市

株式会社三ツ星　滋賀工場 甲賀市

キョーリン製薬グループ工場株式会社　滋賀工場 甲賀市

株式会社アークレイファクトリー 甲賀市

湖南電機株式会社 甲賀市

株式会社アサヒパクテム 甲賀市

オリエンタル白石株式会社　滋賀工場 甲良町

株式会社正昇工業 甲良町

株式会社マツバ 湖南市

株式会社山崎機械製作所　本社工場 湖南市

株式会社アサヒテックコーポレーション　機電製造部 湖南市

株式会社アサヒテックコーポレーション　ケミカル製造部 湖南市

群栄化学工業株式会社　滋賀工場 湖南市

令和元年度「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

　令和元年度「滋賀県産業安全の日 無災害運動」に参加した506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。



東レペフ加工品株式会社 湖南市

デンヨー株式会社　滋賀分工場 湖南市

トクデン株式会社　マキノ工場 高島市

紺藤織物株式会社 高島市

綾羽工業株式会社　高島工場 高島市

桑原自工株式会社 高島市

キリンビール株式会社　滋賀工場 多賀町

参天製薬株式会社　滋賀工場 多賀町

株式会社ナツハラ 豊郷町

アキレス株式会社　滋賀第二工場 豊郷町

ケィ・マック株式会社　滋賀事業所 豊郷町

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

髙橋金属株式会社 長浜市

湖北精工株式会社 長浜市

三菱ケミカル株式会社滋賀事業所（長浜地区） 長浜市

株式会社菱湖テクニカ 長浜市

ＫＢセーレン株式会社　長浜工場 長浜市

日本電気硝子株式会社　滋賀高月事業場 長浜市

株式会社髙嶋産業 東近江市

株式会社栗本鐵工所　湖東工場 東近江市

日本電気硝子株式会社　能登川事業場 東近江市

エスジーエスエンジニアリング株式会社　能登川事業所 東近江市

電気硝子ユニバーサポート株式会社　能登川事業所 東近江市

ニューマンパワーサービス株式会社　能登川事業所 東近江市

株式会社青木組　能登川作業所 東近江市

新木産業株式会社　能登川事業所 東近江市

上田興産株式会社 東近江市

近畿化学工業株式会社　能登川事業所 東近江市

ニチカレ株式会社 東近江市

株式会社目片鉄工所　能登川工場 東近江市

有限会社田中特殊研磨 東近江市

エアウォーター株式会社　能登川ガスセンター 東近江市

株式会社エー・オー・シー　能登川事業所 東近江市

株式会社ティーエム・テックス 東近江市

パナソニック株式会社　ＡＰ社ランドリー・クリーナー事業部八日市拠点 東近江市

株式会社高田熔工所 東近江市

第一工業製薬株式会社　滋賀事業所 東近江市

株式会社素久製作所　彦根工場 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

パナソニック株式会社　アプライアンス社ビューティ・パーソナルケア事業部　彦根工場 彦根市

フジテック株式会社 彦根市



日通商事株式会社　大阪支店滋賀工場 彦根市

大洋産業株式会社 彦根市

ＴＤＳ株式会社 彦根市

パーソルパナソニックファクトリーパートナーズ株式会社　彦根事業所 彦根市

昭和電工パッケージング株式会社　彦根工場 彦根市

互応化学工業株式会社　滋賀工場 日野町

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

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

サカタインクス株式会社　滋賀工場 米原市

利高工業株式会社 米原市

ＪＮＣファイバーズ株式会社　守山工場 守山市

日本マタイ株式会社　滋賀工場 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

株式会社テクノスマート　滋賀工場 野洲市

近江ＯＦＴ株式会社 野洲市

株式会社長府製作所　滋賀工場 野洲市

株式会社村田製作所　野洲事業所 野洲市

中国塗料株式会社　滋賀工場 野洲市

アキレス株式会社　滋賀第一工場 野洲市

株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス　野洲事業所 野洲市

関西保温工業株式会社　滋賀工場 栗東市

アインズ株式会社　竜王本社工場 竜王町

建  設  業 所在地

株式会社笹川組 大津市

株式会社森本組　新名神大石作業所 大津市

株式会社内田組 大津市

株式会社古川総建 大津市

鹿島建設株式会社関西支店　新名神田上枝工事事務所 大津市

株式会社桑原組　新名神高速道路牧工事用道路工事作業所 大津市

株式会社昭建　平成30年度建設第B-47号新宿橋迂回路設置工事 大津市

株式会社ダイワ住研 草津市

三陽建設株式会社 甲賀市

株式会社服部工業 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

西村建設株式会社 湖南市

エー・アンド・ゼット建設株式会社 湖南市

株式会社高田工業所　長浜事業所 長浜市

マルタカ建設株式会社 長浜市

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

谷庄建設株式会社　令和元年度第1号益田川地区排水路第3工事 長浜市

一圓テクノス株式会社　能登川営業所 東近江市

岡本電気株式会社　湖東営業所 東近江市

協成電気設備株式会社　能登川営業所 東近江市

株式会社大兼工務店 東近江市

株式会社高田工業所 東近江市

株式会社アルファ工房　能登川作業所 東近江市

株式会社竹中工務店　サントリー近江エージングセラー９１号貯蔵庫作業所 東近江市

有限会社クスカメ 東近江市

熊谷電工株式会社 彦根市

株式会社橋本建設　平成30年度第E502-20号愛知川彦根線補助道路整備工事 彦根市

株式会社滋賀重量 彦根市

谷庄建設株式会 彦根市

谷庄建設株式会社  令和元年度第1号安食川2期地区排水路第1工事 彦根市

戸田・昭建・金子建設工事共同企業体　原松原線トンネル工事作業所 彦根市

株式会社秋村組　犬上川広域河川改修工事 彦根市

株式会社杉橋建設　平成28年度A501-17号愛知川彦根線補助道路整備工事 彦根市

株式会社奥田工務店　町道西大路鎌掛線道路改良工事（その４） 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

株式会社アクアテルス　関西支店 守山市

株式会社酉島製作所　赤野井排水機場内事業所 守山市

株式会社𠮷野組 野洲市

コウシン住設 野洲市

たち建設株式会社 栗東市

株式会社三立建工 栗東市

株式会社三東工業社 栗東市

関西エムアイ株式会社 栗東市

株式会社シマダ 竜王町

リファッション荒木 滋賀県外

運  輸  業 所在地

東亜貨物株式会社　甲西営業所 湖南市

東亜貨物株式会社　高月営業所 長浜市

日本通運株式会社　彦根支店日本電気硝子事業所 東近江市

東亜貨物株式会社　本社営業所 彦根市

山九株式会社　京滋支店 野洲市

警  備  業 所在地

株式会社NYS 大津市

新大阪警備保障株式会社 大津市

国際セーフティー株式会社　滋賀支店 草津市



株式会社SCC 甲賀市

株式会社メンテナンスセンター 栗東市

商   　業 所在地

株式会社平和堂　フレンドマート八幡鷹飼店 近江八幡市

生活協同組合コープしが　中央大津センター 大津市

生活協同組合コープしが　西地区事務局（ぜぜコミュニティスペース） 大津市

生活協同組合コープしが　コープかたた店 大津市

株式会社平和堂　フレンドマート石山寺辺店 大津市

株式会社平和堂　和邇店 大津市

生活協同組合コープしが　草津事務所 草津市

生活協同組合コープしが　草津センター 草津市

生活協同組合コープしが　南草津センター 草津市

株式会社平和堂　フレンドマート追分店 草津市

生活協同組合コープしが　甲南センター 甲賀市

株式会社平和堂　フレンドマート土山店 甲賀市

株式会社平和堂　フレンドマート甲南店 甲賀市

株式会社平和堂　フレンドマート菩提寺店 湖南市

株式会社平和堂　甲西店 湖南市

株式会社平和堂　甲西中央店 湖南市

株式会社平和堂　石部店 湖南市

株式会社平和堂　今津店 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　フレンドマート長浜駅前店 長浜市

株式会社電気硝子物流サービス　能登川事業所 東近江市

松本産業株式会社 東近江市

生活協同組合コープしが　東近江センター 東近江市

生活協同組合コープしが　彦根センター 彦根市

株式会社平和堂　日夏店 彦根市

株式会社平和堂　フレンドマート日野店 日野町

生活協同組合コープしが　コープもりやま店 守山市

株式会社第一工具 栗東市

株式会社平和堂　アル・プラザ栗東 栗東市

ビルメンテナンス業 所在地

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

日本メンテナンス株式会社　滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール内事業場 大津市

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

株式会社アヤハ環境開発 草津市

株式会社松栄サービス　滋賀営業所 草津市

有限会社近江綜合サービス 湖南市



株式会社近畿理研　能登川事業所 東近江市

株式会社ビワコ建装 東近江市

大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

滋賀環境衛生株式会社 野洲市

株式会社美津和商会　滋賀支店 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

株式会社大進 近江八幡市

関西電力株式会社　滋賀支社 大津市

ヤンマー製造サポート株式会社 長浜市

一般財団法人彦根市事業公社 彦根市

一般財団法人滋賀保健研究センター 野洲市

株式会社グリーンテック　滋賀営業所 栗東市


