
平成２８年度「滋賀県産業安全の日　無災害運動」参加事業場　一覧
製造業 建設業 畜産業 商業

運輸業 警備業 ビルメンテナンス業 その他の業種

期間中に無災害（不休災害含む）だった383事業場のうち、非公表を希望した事業場を除き、

計249事業場を掲載しています。

掲載順は、業種別（掲載数の多い業種）にし、所在地（市町村コード順）、事業場名（エクセルの昇順）

としています。

製造業

事業場名 所在地

東レ株式会社滋賀事業場 大津市

日本精工株式会社大津工場 大津市

日本電気硝子株式会社大津事業場 大津市

ニューマンパワーサービス株式会社大津事業所 大津市晴嵐

日伸工業株式会社 大津市

株式会社目片鉄工所 大津市

昭和電工パッケージング株式会社彦根工場 彦根市

フジテック株式会社 彦根市

古川工業株式会社 彦根市

株式会社SCREENホールディングス　彦根事業所 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

ＫＢセーレン株式会社長浜工場 長浜市

大栄テクノ株式会社 長浜市

髙橋金属株式会社 長浜市

日本電気硝子株式会社滋賀高月事業場 長浜市

ハヤミ工産株式会社 長浜市

菱琵テクノ株式会社 長浜市

ヤンマー製造サポート株式会社 長浜市

ワボウ電子株式会社本社工場 長浜市

株式会社長浜シャーリング工場 長浜市

株式会社天辻鋼球製作所　滋賀工場 近江八幡市

湖南電機株式会社 草津市

ダイキン工業株式会社滋賀製作所 草津市

日電硝子加工株式会社 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

株式会社ティーエム・テックス 草津市

ＪＮＣファイバーズ株式会社守山工場 守山市

グンゼ株式会社守山工場 守山市

日本マタイ株式会社滋賀工場 守山市

長谷川産業株式会社 守山市

富士車輌株式会社 守山市

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

パナソニック株式会社　ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社栗東工場 栗東市

栗東積水工業株式会社 栗東市

株式会社シガMEC 栗東市

キョーリン製薬グループ工場株式会社 甲賀市

武田テバ薬品株式会社甲賀工場 甲賀市



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

近江ＯＦＴ株式会社 野洲市

中国塗料株式会社滋賀工場 野洲市

平田機工株式会社関西事業部 野洲市

株式会社長府製作所　滋賀工場 野洲市

株式会社テクノスマート滋賀工場 野洲市

サクラ食品工業株式会社湖南工場 湖南市

東洋ガラス株式会社滋賀工場 湖南市

富士電波工業株式会社滋賀工場 湖南市

株式会社ゴーシュ― 湖南市

株式会社コーメー滋賀事業所 湖南市

株式会社マツバ 湖南市

株式会社山崎機械製作所 湖南市

大津電機工業株式会社高島工場 高島市

紺藤織物株式会社 高島市

トクデン株式会社マキノ工場 高島市

日本電気硝子株式会社能登川事業場 東近江市

株式会社栗本鐵工所 湖東工場 東近江市

株式会社高嶋産業 東近江市

株式会社寺嶋製作所 東近江市

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

パナソニック株式会社ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社米原工場 米原市

ヤンマー農機製造株式会社 米原市

利高工業株式会社滋賀工場 米原市

株式会社アルナ矢野特車 米原市

株式会社オーケーエム 日野町

ムラテックメカトロニクス株式会社 竜王町

ＵＣＣ上島珈琲株式会社 愛荘町

金属技研株式会社滋賀工場 愛荘町

栗本コンクリート工業株式会社 愛荘町

ジャパンパイル株式会社滋賀工場 愛荘町

株式会社栗本鐵工所　滋賀工場 愛荘町

株式会社ファインシンター　滋賀工場 愛荘町

アキレス株式会社滋賀第二工場 豊郷町

青木工業株式会社 甲良町

オリエンタル白石株式会社滋賀工場 甲良町

積水化学工業株式会社多賀工場 多賀町

ユニバーサル製缶株式会社滋賀工場 甲良町

株式会社正昇工業 甲良町

株式会社旭金属工業所滋賀工場 多賀町

建設業
事業場名 所在地

ミノベ建設株式会社 大津市

一圓テクノス株式会社大津営業所 大津市

株式会社ヤマタケ創建 大津駐屯地隊舎改修工事事業所 大津市

株式会社ヤマタケ創建 大津駐屯地庁舎改修工事事業所 大津市

株式会社大田鉄工所 大津市

株式会社竹中工務店京都支店 
びわこ成蹊スポーツ大学新校舎作業所 大津市

株式会社竹中工務店京都支店 
滋賀銀行事務センター他改修工事作業所 大津市



協成電気設備株式会社 大津市

作新工業株式会社 大津市

有限会社山村組 逢坂小学校グラウンド改修ほか工事 大津市

一圓テクノス株式会社　 彦根市

株式会社竹中工務店京都支店　
フジテック株式会社新研究棟（仮称）計画 彦根市

株式会社竹中工務店京都支店 
市立長浜病院患者総合支援センター（仮称）等工事彦根市

株式会社シガウッド 長浜市

滋賀日軽株式会社日軽パネルシステム株式会社場内事業所 長浜市

田中シビルテック株式会社 長浜市

株式会社竹中工務店京都支店 
ヴォーリズ記念アリーナ新築工事作業所 近江八幡市

株式会社大林組 Ｔ＆Ｋ TOKA滋賀工事事務所 草津市

株式会社竹中工務店京都支店 
不二電機みなみ草津工場1号館増築工事 草津市

スターエンジニアリング株式会社 守山市

株式会社丸屋建設 栗東市

株式会社三東工業社 栗東市

三大宝建設株式会社 栗東市

株式会社きぶかわ 甲賀市

株式会社金田工業 甲賀市

株式会社服部工業 甲賀市

清水建設株式会社ＭＩＨＯ MUSEUM 建築関連更新工事 甲賀市

株式会社昭建 野洲駅北口駅前広場歩道橋整備工事作業所 野洲市

株式会社大林組　京セラ野洲改修工事事務所 野洲市

株式会社辻芳組 野洲市

山九株式会社京滋支店 野洲市

西村建設株式会社 湖南市

株式会社ヤマタケ創建 今津駐屯地既設建物解体工事事業所 高島市

高島鉱建株式会社 高島市

杉橋建設株式会社 高島市

田中建材株式会社 高島市

株式会社黒川建設 東近江市

株式会社大林組 サントリー近江ＡＣ工事事務所 東近江市

株式会社コスモ 米原市

株式会社シマダ 竜王町

株式会社ヤマタケ創建 
秦荘西小学校施設増築・改築工事事業所 愛荘町

株式会社竹中工務店京都支店 
藤本製薬株式会社彦根工場第一注射剤棟改修工事愛荘町

古河ＡＳ株式会社本社 甲良町

畜産業

事業場名 所在地

奥村 厩舎 栗東市

沖 厩舎 栗東市

角田晃一 厩舎 栗東市

吉田直弘 厩舎 栗東市

橋口慎介 厩舎 栗東市

橋田　満 厩舎 栗東市

五十嵐忠男 厩舎 栗東市

荒川義之 厩舎 栗東市

高橋義忠 厩舎 栗東市

高橋康之 厩舎 栗東市

高野友和 厩舎 栗東市

今野貞一 厩舎 栗東市

昆 厩舎 栗東市



坂口正則 厩舎 栗東市

作田 厩舎 栗東市

笹田和秀 厩舎 栗東市

寺島　良 厩舎 栗東市

松元茂樹 厩舎 栗東市

松田國英 厩舎 栗東市

森田 厩舎 栗東市

須貝尚介 厩舎 栗東市

清水久詞 厩舎 栗東市

西園正都 厩舎 栗東市

西橋豊治 厩舎 栗東市

村山　明 厩舎 栗東市

池江 厩舎 栗東市

中竹 厩舎 栗東市

渡辺薫彦 厩舎 栗東市

湯窪 厩舎 栗東市

藤岡健一 厩舎 栗東市

藤澤 厩舎 栗東市

梅田智之 厩舎 栗東市

飯田祐史 厩舎 栗東市

服部利之 厩舎 栗東市

平田 厩舎 栗東市

牧浦充徳 厩舎 栗東市

牧田和弥 厩舎 栗東市

濱田多實雄 厩舎 栗東市

商業

事業場名 所在地

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　フレンドマート雄琴駅前店 大津市

株式会社平和堂　平和堂石山店 大津市

株式会社平和堂　平和堂和邇店 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  中央大津センター 大津市

生活協同組合コープしが 北大津センター 大津市

株式会社平和堂　アル・プラザ彦根 彦根市

株式会社平和堂　フレンドマート大藪店 彦根市

生活協同組合コープしが  彦根センター 彦根市

生活協同組合コープしが  長浜センター 長浜市

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　フレンドマート八幡上田店 近江八幡市

株式会社平和堂　フレンドマート志津東草津店 草津市

株式会社平和堂　フレンドマート上笠店 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  草津事務所 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　アル・プラザ守山 守山市

株式会社平和堂　フレンドマート守山水保店 守山市

生活協同組合コープしが  コープもりやま店 守山市

株式会社平和堂　フレンドマート・Ｄ小柿店 栗東市

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　アル・プラザ野洲 野洲市



生活協同組合コープしが  共済サービスセンター 野洲市

生活協同組合コープしが  本部 野洲市

株式会社平和堂　フレンドマート菩提寺店 湖南市

生活協同組合コープしが  高島センター 高島市

生活協同組合コープしが  東近江センター 東近江市

株式会社平和堂　フレンドマート日野店 日野町

運輸業

事業場名 所在地

グロービック株式会社 大津市

福山通運株式会社大津営業所 大津市

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

株式会社ジーピーサービス 長浜市

株式会社湖北ガスセンター 長浜市

太陽運輸株式会社　本社営業所 長浜市

日本梱包運輸倉庫株式会社滋賀営業所 長浜市

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

センコー株式会社京滋主管支店 守山市

湖南運輸株式会社 栗東市

滋賀協同物流株式会社 栗東市

日本通運株式会社滋賀支店 栗東市

株式会社滋賀運送甲賀 甲賀市

イワタニ・エコ・ロジ株式会社 湖南市

株式会社松田商事 湖南市

甲西陸運株式会社 湖南市

昭建運輸株式会社 湖南市

株式会社中田運送 高島市

高島運輸株式会社 高島市

株式会社キャリオン 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

西田運輸株式会社 米原市

セントラルロジコ株式会社 愛荘町

株式会社西濃集配滋賀 豊郷町

彦根ロジスティクス株式会社 多賀町

彦根倉庫株式会社 多賀町

警備業

事業場名 所在地

アイガード有限会社 大津市

滋賀双葉ビル整備株式会社 大津市

新大阪警備保障株式会社 大津市

大戸警備保障株式会社 大津市

株式会社アダムスセキュリティ 草津市

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

中央警備保障株式会社 野洲市

セントラル警備保障株式会社京都支社 京都市



ビルメンテナンス業

事業場名 所在地

リ・プロダクツ株式会社 大津市

株式会社ナショナルメンテナンス 彦根市

太平ビルサービス株式会社彦根営業所 彦根市

井元建装株式会社 草津市

株式会社ティ・エム・エス 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

株式会社オーイング滋賀支店 高島市

株式会社ワタナベ美装 京都市

その他の業種

事業場名 所在地

株式会社近畿分析センター 大津市

三陽建材有限会社 大津市

昭和電工株式会社彦根事業所 彦根市

有限会社中村保険事務所 彦根市

株式会社近畿理研 長浜市

株式会社大進 近江八幡市

近江ユニキャリア販売株式会社 近江八幡市

株式会社インシュアランスブレーン 草津市

石原産業株式会社中央研究所 草津市

コマツリフト株式会社栗東支店 栗東市


