
表彰名 部門 受賞年 企業名 協会・施設名
会長表彰

(事業所)
S62 松下電器産業(株)エアコン事業部 湖南
S63 守山コカ・コーラ(株)滋賀工場 湖南

三笠コカ・コーラボトリング（株）滋賀工場
(株)和光製作所滋賀工場 東浅井

H1 三恵工業(株) 湖南
関西日本電気(株)水口工場 甲賀
(株)コクヨ工業滋賀 愛知郡
大阪シーリング印刷(株)滋賀事業部 米原市
高橋金属(株) 東浅井

H2 東レ・デュポン(株) 大津市
サントリー(株)近江エージングセラー 東近江
(株)東海工業所伊吹工場 米原市

H3 近江化学工業(株)醒井工場 米原市
H4 (株)滋賀銀行 大津市

東洋運搬機(株)滋賀工場 東近江
(株)吉野工業所滋賀工場 東近江
大宝産業(株)湖東営業所 愛知郡
大阪ガス(株)彦根支社 彦根
菱樹化工(株) 東浅井

H5 志賀町保養所協会 大津市
(株)ホテルレークビワ 湖南
マックスファクター(株)滋賀工場 湖南
滋賀県信用組合 甲賀
ヨーコン(株) 愛知郡
(株)目加田 彦根
光塗料(株) 彦根
メルボ紳士服工業(株)滋賀工場 米原市
ヤンマーディゼル(株)木之本工場 伊香

H6 日本コカ・コーラ(株)守山工場 湖南
(株)ゴーシュ― 甲賀
金方堂松本工業(株)滋賀工場 甲賀
(株)村田製作所八日市事業所 東近江
竹太商会竜王石油 東近江
湖東農業協同組合 愛知郡
(株)ブリヂストン彦根工場 彦根
谷口石油(株) 米原市
ミタニ滋賀(株) 長浜市
虎姫プラスチック(株) 東浅井
マキノ町民宿協会 高島市

H7 滋賀観光(株)琵琶湖カントリー倶楽部 湖南
イサム塗料(株)滋賀工場 湖南
(株)琵琶湖リゾートクラブ 湖南
日発金属工業(株)滋賀製造所 湖南
コニシ(株)滋賀工場 甲賀
肥田電器(株)滋賀工場 東近江
日本粉末合金(株)滋賀事業所 愛知郡
住友大阪セメント(株)彦根工場 彦根
彦根相互トラック(株) 彦根
アルナ工機(株)姉川工場 米原市
大東織染工業(株) 長浜市
箱館山民宿組合 高島市

H8 アキレス(株)滋賀第一工場 湖南
(株)西友守山店 湖南
日本マタイ(株)滋賀工場 湖南
シエリング・プラウ(株)滋賀工場 甲賀
三菱自動車工業(株)京都製作所滋賀工場 甲賀
(株)滋賀ファスナー 甲賀
タキロン(株)八日市工場 東近江
(株)関軌建設 東近江
(有)高島石油 愛知郡
(株)日本デキシー滋賀工場 愛知郡
大日本スクリーン製造(株)彦根地区事業所 彦根
利高工業(株)滋賀工場 米原市
サン工業(株)滋賀工場 米原市
(株)渡辺工業 長浜市
(株)森野商店 長浜市
(株)立売堀製作所 東浅井
高月町農業協同組合 伊香

H9 三共(株)野洲川工場 湖南
中野製薬(株) 湖南
日本中央競馬会栗東トレーニングセンター 湖南
大同塗料(株)滋賀工場 湖南
旭計器工業(株)滋賀工場 甲賀
三桜工業(株)滋賀工場 甲賀
大塚オーミ陶業(株)信楽工場 甲賀
村田石油(株) 東近江
京セラ(株)滋賀工場 東近江
大丸工業(株)滋賀支店 愛知郡
アキレス(株)滋賀第二工場 彦根

会長表彰 (事業所)



滋賀近江町農業協同組合 米原市
三友滋賀(株) 米原市
(株)エラストミックス滋賀工場 東浅井

H10 松下電工(株)栗東工場 湖南
パイン(株)滋賀工場 湖南
(株)村田製作所野洲事業所 湖南
チッソポリプロ繊維(株)守山工場 湖南
川崎三興化成(株)関西事業部滋賀工場 甲賀
ツジソト(株) 東近江
(有)米定 東近江
カナフレックスインダストリー(株)愛東工場 愛知郡
関西日本電気(株)彦根工場 彦根
(株)滋賀カツラ 東浅井
石原製品(株)滋賀工場 高島市

H11 滋賀県経済農業協同組合連合会野洲総合センター 湖南
オムロン(株)草津事業所 湖南
三恵工業(株) 湖南
東洋インキ製造(株)守山工場 湖南
日本精工(株)滋賀工場石部プラント 甲賀
ダイハツ工業(株)滋賀（竜王）第二工場 東近江
凸版印刷(株)エレクトロニクス事業本部滋賀工場 東近江
福田金属箔粉工業(株)滋賀工場 愛知郡
ダイニック(株)滋賀工場 彦根
三ツ星ベルト(株)滋賀工場 高島市

H12 目黒化工(株)滋賀工場 湖南
(株)琵琶湖プラザ 湖南
利昌工業(株)滋賀工場 湖南
甲賀郡農業協同組合 甲賀
(株)オリカ 甲賀
和信化学工業(株)日野工場 東近江
トスコ滋賀 東近江
栗本コンクリート工業(株) 愛知郡
近江織物（株） 愛知郡
昭和アルミニウム缶(株)彦根工場 彦根
長浜市プロパンガス事業協同組合 長浜市
タカタ(株)長浜製造所 長浜市
ダイナガ化成(株) 東浅井
ニチコンタンタル(株) 高島市
太陽精機(株)びわこ工場 高島市

H13 (株)琵琶湖ホテル 大津市
オリベスト(株) 湖南
呉羽テック(株) 湖南
上原成商事(株)守山油槽所 湖南
東レペフ加工品(株) 甲賀
バイエル薬品(株)滋賀工場 甲賀
大倉工業(株)滋賀工場 東近江
(株)ロッテ滋賀工場 東近江
エヌ・ディー・シー(株)蒲生ゴルフ倶楽部 東近江
中村石油(株) 愛知郡
松下電工(株)彦根工場 彦根
マルホ(株)彦根工場 彦根
扶桑工業(株)近江工場 米原市
滋賀県立特別養護老人ホーム福良荘 東浅井
ヤンマーディーゼル(株)汎用エンジン事業本部製造部大森工場 伊香
(株)平和堂木之本店 伊香
アロン化成(株)滋賀工場 高島市

H14 日本パワーファスニング(株)滋賀工場 湖南
松下冷機(株)冷蔵庫事業部 湖南
宮川化成工業(株)滋賀工場 湖南
グンゼ(株)守山工場 湖南
(株)滋賀松風 甲賀
日本カーボン(株)滋賀工場 東近江
大昭和紙工産業(株)八日市工場 東近江
(株)ノエビア滋賀事業所 東近江
(株)カネカサンスバイス滋賀工場 愛知郡
金属技研(株)滋賀工場 愛知郡
(株)岡村本家川店 彦根
日本ガスケット(株)滋賀工場 米原市
湖北精工(株) 長浜市
ワボウ電子(株)浅井工場 東浅井
日本梱包運輸倉庫(株)滋賀営業所 伊香
(株)平和堂安曇川店 高島市

H15 アサヒビールモルト(株) 湖南
積水ハウス(株)滋賀工場 湖南
松下冷機(株)冷熱部品事業部 湖南
森観光トラスト(株)ホテルラフォーレ琵琶湖 湖南
高尾金属工業（株） 甲賀
王子製紙（株）滋賀工場 甲賀
（株）昭和インク工業所滋賀工場 甲賀
新江州パッケージ（株） 東近江
JAグリーン近江五個荘総合支店 東近江
タカタ（株）愛知川製造所 愛知郡
（株）アヤハディオ湖東店 愛知郡
新神戸電機（株）彦根工場 彦根



（株）フタバ近江店 米原市
湖国バス（株）長浜営業所 長浜市
藤田石油 東浅井
ヤンマー（株）エンジン本部精密機器ファクトリー（永原） 伊香
田中建設（株） 伊香
高島郡旅館組合 高島市

H16 大日本スクリーン製造（株）野洲事業所 湖南
松下電器健康保険組合松湖荘 湖南
積水化学工業（株）滋賀栗東工場 湖南
三光（株）滋賀工場 湖南
大日本インキ化学工業（株）滋賀工場 甲賀
大原薬品工業（株） 甲賀
近江八幡国民休暇村 東近江
（株）ツジトミ 東近江
タカラスタンダード（株）びわこ工場 東近江
キューピー醸造（株）滋賀工場 愛知郡
長浜キャノン（株） 長浜市
（株）北菱モールド 長浜市
湖北広域行政事務センター第一プラント 東浅井
伊香郡病院組合立湖北総合病院 伊香
ジーエス化成工業（株） 伊香
新旭電子工業（株） 高島市

H17 日立ツール（株）野洲工場 湖南
医療法人誠光会草津総合病院 湖南
（株）イシダ滋賀事業所 湖南
（株）ヤスダ 湖南
オムロン(株)水口工場 甲賀
竜王村田（株）竜王工場 東近江
日本エヌエスシー（株）日野事業場 東近江
アヤハ化成（株） 愛知郡
（株）コクヨ工業滋賀 愛知郡
近江鉄道（株）伊吹山スキー場 米原市
菱和ロジテム（株）長浜支店 長浜市
大和リゾート（株）長浜ロイヤルホテル 長浜市
オリエンタル酵母工業（株）びわ工場 東浅井
三菱樹脂（株）浅井工場 東浅井
兵神装備（株）滋賀工場 伊香
湖北工業（株） 伊香
今津サンブリッジホテル 高島市
特別養護老人ホームふじの里 高島市

H18 医療法人周行会湖南病院 湖南
不二電機工業（株） 湖南
（株）平和堂栗東店 湖南
日本バイリーン（株）滋賀工場 湖南
大塚電子（株）滋賀工場 甲賀
石部石油（有） 甲賀
日本パーカライジング（株）関西工場 東近江
パーカー興産（株）関西工場 東近江
医療法人社団昴会日野記念病院 東近江
三協（株） 東近江
旭化成住工（株）滋賀工場 愛知郡
彦根簡易保険保養センター 彦根
北村石油（株） 彦根
内海印刷工業（株） 東浅井

H19 （株）パルコ大津店 大津市
パシフィック技研（株） 湖南
日東電工（株）滋賀事業所 湖南
富士車輌（株） 湖南
日清化成（株） 湖南
東洋ガラス（株）滋賀工場 甲賀
（株）平和堂近江八幡店 東近江
（株）ディー・ビー・エス 東近江
ネグロス電工（株）滋賀工場 東近江
日本通運（株）彦根支店 彦根
リゾートトラスト（株）エクシブ琵琶湖 米原市
（株）西友長浜楽市店 長浜市
YKK　AP（株）滋賀工場 東浅井
電気硝子運輸サービス（株）高月営業所 伊香
（株）立売堀製作所高月工場 伊香

H20 興武電設（株） 滋賀県電気工事工業組合
比叡山延暦寺 大津市
石原産業（株）中央研究所 湖南
（株）麗光栗東工場 湖南
樋上石油（株） 湖南
近江ニスコ工業（株） 湖南
ダイヤモンド滋賀 甲賀
（株）和気滋賀工場 甲賀
（株）大森商会 甲賀
日本輸送機（株）滋賀工場 東近江
八日市瓦斯（株） 東近江
近江鉄道（株）八日市営業所 東近江
（株）麗光日野工場 東近江
栗本化成工業（株）湖東工場 愛知郡
清水工業（株） 彦根



（株）奥山ポンプ商会 彦根
明文舎印刷商事（株） 長浜市
油七商店 東浅井
奥琵琶湖マキノプリンスホテル 高島市

H21 東レ（株）滋賀事業所 大津市
近江観光（株）大津プリンスホテル 大津市
草津市農協協同組合 湖南
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 湖南
（株）三社電機製作所滋賀工場 湖南
（株）鮎家 湖南
ナカ工業（株）滋賀工場 甲賀
（株）ネオス滋賀事業所 甲賀
（株）谷口商会 甲賀
湖東信用金庫本店 東近江
富士包装紙器（株） 東近江
ホテルサンルート彦根 彦根
南彦根都市開発（株）ビバシティ彦根 彦根
（株）シガウッド 長浜市
北日本物産（株）長浜営業所 東浅井
（株）北近江自動車学校 伊香
（有）油定商店 伊香
川惣電機工業（株）滋賀工場 高島市

H22 大津赤十字病院 大津市
関西電力（株）滋賀支店 大津市
日本電気硝子（株）草津物流センター 湖南
（株）平和堂大宝店 湖南
センコー（株）京滋主管支店　守山PDセンター 湖南
橋梅楼（株） 湖南
信楽ガス（株） 甲賀
湖南消火器サービス 甲賀
東洋化学（株） 東近江
行田電線（株）滋賀工場 東近江
（株）平和堂愛知川店 愛知郡
医療法人社団昴会湖東記念病院 愛知郡
参天製薬（株）彦根工場 彦根
（株）グランドデュークホテル 彦根
日本ソフト開発（株） 米原市
ヤンマー（株）中央研究所 米原市
ワボウ電子(株) 長浜市
（株）TKX虎姫工場 東浅井
（有）柿町石油店 伊香
高橋石油店 伊香
安曇川電子工業（株） 高島市
社会福祉法人大阪自疆館橡生の里・角川ヴィラ 高島市

H23 （株）國華荘びわ湖花街道 大津市
京阪電気鉄道（株）大津鉄道部 大津市
（株）市金工業社 湖南
（財）守山野洲市民交流プラザライズヴィル都賀山 湖南
滋賀日野自動車（株） 湖南
オーミハイテク（株） 湖南
積水樹脂（株）滋賀工場 東近江
（株）ホーマーコーポレーション 東近江
ホシデン化成（株） 愛知郡
押立神社 愛知郡
（株）ナイキ彦根工場 彦根
彦根キャッスルホテル 彦根
奥伊吹観光（株）奥伊吹スキー場 米原市
北ビワコホテルグラツィエ 長浜市
新江州（株） 東浅井
カシロ産業（株） 伊香
セキシン電子（株） 伊香
（有）白浜荘 高島市
（株）トーア自動車学校湖西自動車教習所 高島市

H24 浜大津アーカス管理事務所 大津市
（社福）恩賜財団済生会特別養護老人ホーム淡海荘 湖南
ニチコン草津（株） 湖南
東レ・ファインケミカル（株）守山事業場 湖南
（社福）悠紀会にっこり作業所 湖南
医療法人社団美松会生田病院 甲賀
宗教法人神慈秀明会 甲賀
甲賀共同ガス（株） 甲賀
日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター 東近江
恵和(株)滋賀工場 東近江
TBカワシマ(株) 愛知郡
（社福）恵泉会特別養護老人ホーム菊水園 愛知郡
近江鉄道(株) 彦根
(株)永昌堂印刷 彦根
(株)３６５中村 長浜市
滋賀県LPガス協会高島支部 高島市
今津町農業協同組合 高島市

H25 草津電機(株) 湖南
アルメタックス(株)滋賀工場 湖南
(株)メディック 湖南
守山商工会議所 湖南



東海カーボン(株)滋賀工場 東近江
関西電力(株)八日市営業所 東近江
(株)クレフィール湖東 愛知郡
(一財）愛の田園振興公社 愛知郡
(社福）青祥会指定介護福祉施設やまびこ 愛知郡
一圓テクノス(株) 彦根
(一財）彦根勤労福祉会館 彦根
(株)旭ハウジング 米原市
(株)油甚 長浜市
トクデン(株)マキノ工場 高島市
(社福）ゆたか会特別養護老人ホーム清風荘障害者支援施設清湖園 高島市

H26 (株)琵琶湖グランドホテル 大津市
(有)嶋村商店 大津市
(株)近新近江大橋店 湖南
レンゴー(株)滋賀工場 湖南
三和精機(株)滋賀製作所 湖南
医療法人社団御上会野洲病院 湖南
(株)アヤハディオ水口店 甲賀
(株)山本園 甲賀
三栄源エフ・エフ・アイ(株)滋賀工場 東近江
(株)東洋ウレタン 東近江
(株)オリエントマイクロウェーブ 愛知郡
医療法人恒仁会近江温泉病院 愛知郡
(社福）あすなろ福祉会セルプはたしょう 愛知郡
古河AS(株)本社工場 彦根
(株)オバタ防災設備 彦根
特別養護老人ホーム坂田青成苑介護老人保健施設坂田メディケアセンター 米原市
(株)平和堂ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ浅井店 長浜市
(社福）新旭みのり会特別養護老人ホームニューサンライズ 高島市

H27 近江鍛工(株) 大津市
中山倉庫(株) 大津市
(株)南洋軒 湖南
(社福)慈恵会ゆいの里 湖南
(社福）瑠璃光会障害者支援施設るりこう園 甲賀
住友電工ウインテック(株)信楽事業所 甲賀
(株)岡喜商店 東近江
(株)八日市ロイヤルホテル 東近江
千代田空調機器(株)愛東工場 愛知郡
綾羽工業(株)湖東工場 愛知郡
藤本製薬(株)彦根工場 愛知郡
フジテック(株)Biｇ　Wing 彦根
アイリスオーヤマ(株)米原工場 米原市
介護老人保健施設琵琶 長浜市
北近江リゾート 長浜市
特別養護老人ホーム青浄苑・老健施設長浜メディケアセンター 長浜市
(株)桑原組 高島市
江若交通(株)安曇川支所 高島市

H28 日本精工(株)大津工場 大津市
宗教法人大本山石山寺 大津市
大阪ガス(株)滋賀事業所 湖南
日清食品(株)滋賀工場 湖南
一正蒲鉾(株)関西工場 湖南
シライ電子工業(株)生産管理センター 湖南
平和堂甲西中央店 甲賀
三陽建設(株) 甲賀
(株)ヒロセ 東近江
岩谷クリエイティブ(株)琵琶湖コンファレンスセンター 彦根
(株)ナショナルメンテナンス 彦根
アストラゼネカ(株)米原工場 米原市
(株)平和堂フレンドマート長浜駅前店 長浜市
(株)山正 長浜市
(株)ロハス余呉ウッディパル余呉 長浜市
伊丹製薬(株) 高島市

H29 レーク大津農業協同組合 大津市
(株)ロイヤルオークリゾートロイヤルオークホテルスパ＆ガーデンズ 大津市
(株)クサツエストピアホテル 湖南
(株)平和堂フレンドマート小柿店 湖南
(株)川嶋機械 湖南
野洲シティホテル 湖南
(株)辻正 甲賀
(株)タカコ滋賀工場 甲賀
呉羽テック(株)河瀬工場 彦根
日世(株)びわ湖工場 彦根
滋賀鉱産(株) 米原市
湖北タウンホーム 長浜市
エスジーエスエンジニアリング(株)高月事業所 長浜市
医療法人マキノ病院 高島市

H30 西日本電信電話(株)滋賀支店 大津市
(株)平和堂　くさつ平和堂 湖南
名城食品(株)滋賀工場 湖南
ダイハツディーゼル(株)守山事業所守山工場　第一工場 湖南
わらべや日洋(株) 湖南
松山産業(株) 甲賀
(株)日本ネットワークサポート滋賀工場 甲賀



(株)熊木 東近江
(株)オーケーエム 東近江
三重河西(株)滋賀工場 東近江
日本圧延工業(株) 東近江
ユニバーサル製缶(株)滋賀工場 彦根
夏原工業(株) 彦根
(有)伊吹・旬彩 米原市
I・T・O(株)滋賀工場 米原市
滋賀近交運輸倉庫(株) 長浜市
(社福）達真会特別養護老人ホームけやきの杜 長浜市
トーア（株）マキノ工場 高島市

H31 比叡山鉄道（株） 大津市
住友精密工業（株）滋賀工場 湖南
（株）タカラインコーポレーション 湖南
サンメディカル（株） 湖南
（株）平和堂フレンドマート中主店 湖南
医療法人社団仁生会甲南病院 甲賀
社会福祉法人信楽福祉会特別養護老人ホーム信楽荘 甲賀
（株）きんでん滋賀支店八日市営業所 東近江
滋賀蒲生町農業協同組合 東近江
（株）シーピーケイ滋賀工場 東近江
（株）平和堂フレンドマート湖東店 東近江
共栄社化学（株）滋賀工場 彦根
ホテルサンルート彦根 彦根
ハマナカ繊維（株）滋賀工場 米原市
公益社団法人地域医療振興協会地域包括ケアセンターいぶき 米原市
（株）ユーハイム滋賀工場 長浜市
ハヤミ工産（株） 長浜市
旭化成（株）筑紫野工場あいばの事業所 高島市
大津電機工業（株）高島工場 高島市

R2 びわ湖放送（株） 大津市
琵琶レイクオーツカ 大津市
（株）メタルアート 湖南
（株）三東工業社栗東本社 湖南
（株）アヤハゴルフリンクス琵琶湖レークサイドゴルフコース 湖南
滋賀小林精工（株） 湖南
TOTO（株）滋賀工場 甲賀
中島商事（有） 東近江
（株）たけびし滋賀支店 彦根
ステップあっぷ２１ 彦根
医療法人緑泉会水野医院デイケア緑泉館 米原市
大塚産業クリエイツ（株） 長浜市
社会福祉法人湖北真幸会特別養護老人ホーム湖北水鳥の里 長浜市
社会福祉法人尊徳会特別養護老人ホーム奥びわこ 長浜市
（株）滋賀銀行今津支店 高島市


