
事業場名 業種 所在地

キリンビール株式会社滋賀工場 製造業 多賀町

株式会社テクノスマート滋賀事業所 製造業 野洲市

株式会社シガウッド 製造業 長浜市

滋賀近交運輸倉庫株式会社 運輸業 長浜市

北川電気株式会社 建設業 栗東市

東レ建設株式会社京滋支店 建設業 大津市

オリエンタル白石株式会社滋賀工場 製造業 甲良町

三菱ケミカル株式会社浅井地区 製造業 長浜市

ヤンマーパワーテクノロジー株式会社小形事業部生産部伊吹工場 製造業 米原市

大洋産業株式会社 製造業 彦根市

阪和スチールサービス株式会社 製造業 甲賀市

日光精器株式会社 製造業 近江八幡市

有限会社忍通商 運輸業 甲賀市

株式会社長浜シャーリング工場 製造業 長浜市

株式会社𠮷野組 建設業 野洲市

太陽運輸株式会社 運輸業 長浜市

パナソニック株式会社くらしアプライアンス社キッチン空間事業部草津 製造業 草津市

奥儀建設株式会社 建設業 東近江市

株式会社ハロー・ネットワーク滋賀 運輸業 東近江市

中国塗料株式会社滋賀工場 製造業 野洲市

湖南運輸株式会社 運輸業 栗東市

ＪＮＣファイバーズ株式会社守山工場 製造業 守山市

株式会社旭ハウジング 製造業 米原市

株式会社ココモ 建設業 彦根市

ヤンマーパワーテクノロジー株式会社小形事業部（長浜） 製造業 長浜市

有限会社福永レッカーサービス 運輸業 栗東市

パーソルファクトリーパートナーズ株式会社彦根事業所 製造業 彦根市

株式会社大翔（令和2年度 第X511-7号 国道306号補助道路修繕工事（工区6）） 建設業 長浜市

草津電機株式会社 製造業 草津市

東亜貨物株式会社 運輸業 彦根市

株式会社UACJ製箔滋賀製造所 製造業 草津市

甲西陸運株式会社 運輸業 湖南市

ハヤミ工産株式会社 製造業 長浜市

令和4年1月7日現在

令和３年度「滋賀県産業の日 無災害運動」無災害達成事業場

　令和３年度「滋賀県産業の日 無災害運動」に参加した事業場のうち、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。

滋賀労働局労働基準部
健康安全課



事業場名 業種 所在地

株式会社ワイシー企画滋賀 運輸業 大津市

株式会社シマダ 建設業 竜王町

株式会社素久製作所 製造業 彦根市

株式会社平和堂篠原店 商業 近江八幡市

株式会社平和堂フレンドマート追分店 商業 草津市

株式会社平和堂フレンドマート河西店 商業 守山市

株式会社平和堂フレンドマート長浜駅前店 商業 長浜市

株式会社平和堂フレンドマート長浜平方店 商業 長浜市

株式会社平和堂フレンドマート能登川店 商業 東近江市

株式会社平和堂フレンドマート八幡鷹飼店 商業 近江八幡市

日東電工株式会社滋賀事業所 製造業 草津市

フジテック株式会社 製造業 彦根市

株式会社エノモト 製造業 長浜市

株式会社滋賀運送竜王 運輸業 竜王町

株式会社平和堂アル・プラザ守山 商業 守山市

西村建設株式会社 建設業 湖南市

株式会社橋本建設（令和2年度第10-2号寺師地区補助急傾斜地崩壊対策工事） 建設業 彦根市

株式会社橋本建設（令和2年度第720-3号溝谷川通常砂防工事） 建設業 彦根市

株式会社橋本建設（令和2年度第XE71-3号川合千田線補助道路整備工事） 建設業 彦根市

株式会社橋本建設（令和3年度第3号安食川2期地区排水路第5工事） 建設業 彦根市

株式会社平和堂今津店 商業 高島市

トクデン株式会社マキノ工場 製造業 高島市

ＫＢセーレン株式会社長浜工場 製造業 長浜市

株式会社内田組 建設業 大津市

株式会社ティーエム・テックス 製造業 草津市

株式会社中村組 建設業 大津市

株式会社平和堂甲西中央店 商業 湖南市

昭和アルミニウム缶彦根工場 製造業 彦根市

田辺工業株式会社滋賀営業所 建設業 守山市

株式会社平和堂アル・プラザ堅田 商業 大津市

株式会社平和堂フレンドマート大藪店 商業 彦根市

株式会社平和堂フレンドマート栗東御園店 商業 栗東市

第一工業製薬株式会社滋賀工場 製造業 東近江市

株式会社平和堂石部店 商業 湖南市

田中シビルテック株式会社 建設業 長浜市

パナソニック株式会社エレクトロニックワーク社スマートエネルギーシステム事業部 製造業 草津市

株式会社ピラミッド彦根工場 製造業 彦根市

株式会社アークレイファクトリー 製造業 甲賀市

ユニバーサル製缶株式会社滋賀工場 製造業 甲良町

株式会社ヤマタケ創建（安曇川高校第１本館外壁その他改修工事） 建設業 竜王町



事業場名 業種 所在地

積水化学工業株式会社滋賀栗東工場 製造業 栗東市

株式会社昭建（令和2年度第12-10号 大津能登川長浜線単独道路改築工事） 建設業 大津市

青木工業株式会社 製造業 甲良町

旭化成株式会社守山製造所 製造業 守山市

古河ＡＳ株式会社 製造業 甲良町

生活協同組合コープしが北大津センター 商業 大津市

生活協同組合コープしが草津センター 商業 草津市

生活協同組合コープしが甲南センター 商業 甲賀市

生活協同組合コープしが東近江センター 商業 東近江市

生活協同組合コープしが長浜センター 商業 長浜市

生活協同組合コープしが彦根センター 商業 彦根市

生活協同組合コープしがコープぜぜ店 商業 大津市

生活協同組合コープしがコープもりやま店 商業 守山市

生活協同組合コープしがコープかたた店 商業 大津市

生活協同組合コープしがコープながはま店 商業 長浜市

生活協同組合コープしが草津事務所 商業 草津市

生活協同組合コープしが野洲本部 商業 野洲市

山甚建設株式会社 建設業 彦根市

株式会社ティーエムテックス Panasonic 草津冷蔵庫事業所 製造業 草津市

株式会社近江肉の廣田 商業 湖南市

株式会社昭建石部アスコン工場 製造業 湖南市

株式会社昭建長浜アスコン工場 製造業 長浜市

株式会社大翔（令和3年度 第240-3号 春日山公園整備工事） 建設業 長浜市

ヤンマーパワーテクノロジー株式会社小形事業部生産部びわ工場 製造業 長浜市

ヤンマーパワーテクノロジー株式会社小形事業部生産部大森工場 製造業 長浜市

ヤンマーパワーテクノロジー株式会社木ノ本工場 製造業 長浜市

住江テクノ株式会社 製造業 甲賀市

アインズ株式会社 製造業 竜王町

キョーリン製薬グループ工場株式会社滋賀工場 製造業 甲賀市

大阪シーリング印刷株式会社滋賀工場 製造業 米原市

株式会社タケノウチ ビルメンテナンス業 大津市

株式会社古川総建 建設業 大津市

長浜水道企業団 その他 長浜市

株式会社平和堂フレンドマート稲枝店 商業 彦根市

リ・プロダクツ株式会社 ビルメンテナンス業 大津市

井元建装株式会社 ビルメンテナンス業 草津市

株式会社アヤハ環境開発 ビルメンテナンス業 草津市

株式会社オフィスシャイン ビルメンテナンス業 大津市

株式会社ヒロセ ビルメンテナンス業 日野町

株式会社ビワコ建装 ビルメンテナンス業 栗東市



事業場名 業種 所在地

株式会社メンテナンスセンター ビルメンテナンス業 栗東市

株式会社ヤンマービジネスサービス滋賀事業部 ビルメンテナンス業 長浜市

株式会社ワタナベ美装 ビルメンテナンス業 大津市

株式会社美津和商会滋賀支店 ビルメンテナンス業 栗東市

滋賀双葉ビル整備株式会社 ビルメンテナンス業 大津市

大平ビルサービス株式会社彦根営業所 ビルメンテナンス業 彦根市

日本メンテナンス株式会社 ビルメンテナンス業 草津市

株式会社服部工業 建設業 甲賀市

株式会社三ツ星滋賀工場 製造業 甲賀市

明石機械工業株式会社 製造業 湖南市

谷庄建設株式会社 建設業 彦根市

谷庄建設株式会社（令和2年度 第BK71-5号 国道303号補助道路整備工事） 建設業 彦根市

谷庄建設株式会社（令和2年度 第5号 草津用水2期地区常盤用水路（その9）工事） 建設業 彦根市

谷庄建設株式会社（令和3年度 第XS21-1号 大津能登川長浜線補助道路整備工事） 建設業 彦根市

一般社団法人滋賀保健研究センター その他 野洲市

ワボウ電子株式会社 製造業 長浜市


