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知事表彰

(事業所)
H2 ナショナル住宅産業(株)湖東工場 愛知郡
H3 塩野義製薬(株）油日ラボラトリーズ 甲賀

エルナー(株)滋賀事業所 東浅井
H4 松下電器産業(株)掃除機事業部 東近江

(株)神崎高級工機製作所伊吹工場 米原市
日本電気硝子(株)CRT事業部 伊香

H5 スターライト工業(株)栗東工場 湖南
第一化学工業(株) 東近江
(株)平和堂 彦根
日本軽金属(株)滋賀工場 東浅井

H6 ダイキン工業(株)滋賀製作所 湖南
森下ルセル(株)滋賀工場 湖南
松山産業(株) 甲賀
近江鉄道(株)彦根プリンスホテル 彦根
松下電工(株)米原工場 米原市
ヤンマーディゼル(株)汎用機事業本部エンジン事業部山本工場 東浅井

H7 日本コカ・コーラ(株)守山工場
奥居佛具(株) 彦根
住友大阪セメント(株)伊吹工場 米原市
(株)紅鮎 東浅井

H8 マックスファクター(株)滋賀工場 湖南
(株)やす井 彦根
鐘紡(株)長浜工場 長浜市
菱樹化工(株) 東浅井
信和精工(株) 高島市

H9 日発金属工業(株)滋賀製造所 湖南
イサム塗料(株)滋賀工場 湖南
白井松新薬(株) 甲賀
昭和アルミニウム(株)彦根製造所 彦根
三菱樹脂(株)長浜工場 長浜市
日本電気硝子(株)CRT事業部丁野寮 東浅井

H10 東レ・デュポン(株)滋賀事業場 大津市
(株)琵琶湖リゾートクラブ 湖南
日本粉末合金(株)滋賀事業所 愛知郡
関西電力(株)彦根営業所 彦根
ダイアホイルヘキスト(株)滋賀事業所山東製造所 米原市
虎姫プラスチック(株) 東浅井

H11 アキレス(株)滋賀第一工場 湖南
日本中央競馬会栗東トレーニングセンター 湖南
(株)村田製作所八日市事業所 東近江
麒麟麦酒(株)滋賀工場 彦根
利高工業(株)滋賀工場 米原市
(株)立売堀製作所 東浅井

H12 (株）西武百貨店大津ショッピングセンター 大津市
日本マタイ(株)滋賀工場 湖南
近江化学陶器(株) 甲賀
東洋ラジエーター(株)八日市製作所 東近江
タカタ(株)彦根製造所 彦根
メルボ紳士服工業(株)滋賀工場 米原市
高橋金属(株) 東浅井

H13 松下電器産業(株)エアコン社エアコン事業部 湖南
三共(株)野洲川工場 湖南
中野製薬(株) 湖南
川崎三興化成(株)関西事業部滋賀工場 甲賀
サン工業(株)滋賀工場 米原市
(株)エラストミック滋賀工場 東浅井

H14 (株)滋賀銀行 大津市
目黒化工(株)滋賀工場 湖南
日本精工(株)滋賀工場石部プラント 甲賀
(株)ダイフク滋賀事業所 東近江
大丸エナウィン(株)滋賀支店 愛知郡
(株)滋賀カツラ 東浅井

H15 大同塗料(株)滋賀工場 湖南
大塚オーミ陶業(株)信楽工場 甲賀
サントリー(株)近江エージングセラー 東近江
独立行政法人国立印刷局彦根工場 彦根
長浜市プロパンガス事業協同組合 長浜市
石田食品(株) 高島市

H16 松下電工(株)栗東工場 湖南
NEC　SCHOTTコンポーネンツ(株)水口事業場 甲賀
タキロン(株)八日市工場 東近江
湖東農業協同組合 愛知郡
（財）豊郷病院 彦根
タカタ(株)長浜製造所 長浜市

H17 オムロン(株)草津事業所 湖南
(株)ゴーシュ― 甲賀
(株)吉野工業所滋賀工場 東近江
(株)カネカサンスバイス滋賀工場 愛知郡
東びわこ農業協同組合 彦根
(株)アヤハ環境開発 連合会
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H18 アサヒビールモルト(株) 湖南
バイエル薬品（株）滋賀工場 甲賀
肥田電器（株）滋賀工場 東近江
大阪ガス（株）リビング事業部滋賀東支社 彦根
石原薬品（株）滋賀工場 高島市

H19 森観光トラスト（株）ホテルラフォーレ琵琶湖 湖南
三菱自動車工業（株）パワートレイン製作所滋賀工場 甲賀
日本電産（株）滋賀技術開発センター 愛知郡
アロン化成（株）滋賀工場 高島市

H20 滋賀観光（株）琵琶湖カントリー倶楽部 湖南
（株）滋賀松風 甲賀
TCM（株）滋賀工場 東近江
彦根相互トラック（株） 彦根

H21 社会医療法人誠光会草津総合病院 湖南
東レペフ加工品（株） 甲賀
（株）ロッテ滋賀工場 東近江
（株）ノエビア滋賀事業所 東近江
湖北精工（株） 長浜市

H22 甲賀農業協同組合 甲賀
凸版印刷（株）エレクトロニクス事業本部滋賀工場 東近江
大日本スクリーン製造(株)彦根地区事業所 彦根
ヤンマー(株)小形エンジン事業本部生産統括部木之本工場 伊香

H23 チッソポリプロ繊維（株）守山工場 湖南
DIC（株）滋賀工場 甲賀
（株）関西オークラ 東近江
（株）コクヨ工業滋賀 愛知郡
ワボウ電子（株）浅井工場 東浅井
三ツ星ベルト（株）滋賀工場 高島市

H24 比叡山延暦寺 大津市
宮川化成工業(株)滋賀事業部 湖南
(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
(株)ブリヂストン彦根工場 彦根
大和リゾート(株)長浜ロイヤルホテル 長浜市

H25 大日本スクリーン製造(株)野洲事業所 湖南
宗教法人神慈秀明会 甲賀
休暇村近江八幡 東近江
扶桑工業（株）近江工場 米原市

H26 (株)琵琶湖ホテル 大津市
三恵工業(株) 湖南
（医）社団美松会生田病院 甲賀
ツジソト(株) 東近江
エヌディーシー(株)蒲生ゴルフ倶楽部 東近江
パナソニック(株)アプライアンス社ビューティー・リビング事業部彦根工場 彦根

H27 (株)プリンスホテル　大津プリンスホテル 大津市
トーヨーカラー(株)守山製造所 湖南
パナソニック健康保険組合パナソニックリゾートびわ湖 湖南
(株)和気　滋賀工場 甲賀
ムラテックメカトロニクス(株)本社・滋賀事業所 東近江
（医療法人）社団昴会日野記念病院 東近江
マルホ(株)彦根工場 彦根
兵神装備(株)滋賀事業所 長浜市

H28 大津赤十字病院 大津市
（社福）恩賜財団済生会滋賀県病院 湖南
上原成商事(株)守山エネルギーセンター 湖南
甲賀協同ガス(株) 甲賀
近江織物(株) 東近江
金属技研(株)滋賀工場 東近江
清水工業(株) 彦根
日本ガスケット(株)滋賀工場 米原市

H29 パイン(株)滋賀工場 湖南
(株)琵琶湖プラザ 湖南
東洋ガラス(株)滋賀工場 甲賀
福田金属箔粉工業(株)滋賀工場 東近江
近江鉄道(株) 彦根

H30 (株)国華荘　びわ湖花街道 大津市
不二電機工業(株)草津製作所 湖南
日本パワーファスニング(株)滋賀事業所 湖南
三陽建設(株) 甲賀
(株)ディー・ビー・エス 東近江
三友エレクトリック（株） 米原

R1 (株)平和堂フレンドマート栗東店 湖南
信楽ガス(株) 甲賀
日本パーカライジング(株)関西工場 東近江


