
表彰名 部門 受賞年 名前 企業名 協会・施設名

理事長表彰

全危協

（功労個人）

S60 前田　春吉 中部

S60 森本　潤一 大津

S62 多賀　猪平 東浅井郡

S63 西澤　昌一 中部

H1 松本　貢一 湖西

H2 坂口　幹一郎 湖南

H3 岩永　峯一 甲賀郡

H4 尾賀　重治 中部

H5 宮原　昇 坂田郡

H6 細川　俊二 彦根

H7 大北　祐吾 甲賀郡

H8 馬淵　好蔵 湖南

H9 西村　弘次 湖南

H10 吉田　美勝 大津

H11 東田　才之 湖南

H12 石田　幸雄　 湖西

H13 松居　良藏 長浜市

H14 草野　吉次 連合会

H15 仲野　守 連合会

H16 渡辺　福之助 連合会

H17 川村　明 長浜市

H18 杉田　豊久 湖南

H19 福嶋　正雄 湖南

H21 高岡　武志 東近江

H22 家森　茂樹 連合会

H22 芝野　桂太郎 大津市

H23 澤田　康弘 愛知郡

H24 岸田　定 高島市

H25 藤野　泰志 東近江

H26 中西　壯一郎 湖南

H27 苗村　紀一 愛知郡

H28 加藤　八郎 湖南

H29 尾賀　俊雄 東近江

H30 山本　清蔵 長浜市

H31 坂口　和男 湖南

Ｒ３ 岩崎　繁 東近江

Ｒ４ 西川　毅 湖南

（功労団体）

S62 湖南防火保安協会 湖南

H21 長浜防火保安協会 長浜

(感謝状個人）

S60 青木　泰三 甲賀郡

S62 岡山　尚志 連合会

S63 奥　宗治 坂田郡

H2 爾見　軍治 坂田郡

H6 西岡　雅彦 大津市

H7 多賀　猪平 東浅井郡

理事長表彰(全危協）



H8 石山　義治 湖南

H9 田邊　善雄 中部

H10 松居　良藏 長浜市

H11 山口　滋 東浅井郡

H12 寺嶋　一雄 東近江

H13 藤居　仁彦 愛知郡

H15 大隅　秀史 連合会

H19 中川　勲 東浅井

H20 石田　幸雄 連合会

H24 谷口　忍 米原市

H24 中井　貞司 連合会

H29 梅村　勝 連合会

H30 家森　茂樹 連合会

H30 大平　晴美 連合会

H30 北出　益代 連合会

Ｒ４ 田中　弘明 連合会

（感謝状団体）

S60 （社）滋賀県防火保安協会連合会

H1 （社）滋賀県防火保安協会連合会

(職員表彰)

H14 西口　春雄 湖南

(優良事業所）

H4 日本IBM(株)野洲事業所 湖南

H5 松下電器産業(株)エアコン事業部 湖南

H6 (株)ホテルレークビワ 湖南

H7 ダイキン工業(株)滋賀製作所 湖南

H8 鐘渕化学工業(株)滋賀工場 大津市

H9 関西日本電気(株)大津工場 大津市

H10 菱樹化工(株)長浜工場 長浜市

H11 三菱樹脂(株)長浜工場 長浜市

H12 スターライト工業(株)栗東事業所 湖南

H13 ナショナル住宅産業(株)本社工場 愛知郡

H14 塩野義製薬(株)油日ラボラトリーズ 甲賀郡

H15 日本電気硝子(株)CRT事業部 伊香郡

H16 日本中央競馬会栗東トレーニングセンター 湖南

H17 イサム塗料(株)滋賀工場 湖南

H18 中野製薬(株) 湖南

H19 日本コカ・コーラ(株)守山工場 湖南

H20 日本発条(株)野洲工場 湖南

H21 バイエル薬品株式会社滋賀工場 甲賀

H22 東近江

H23 パナソニック(株)ホームアプライアンス社草津地区 湖南

H24 ピー・アンド・ジー(株)滋賀工場 湖南

H25 湖南

H26 湖南

H27 オムロン(株)草津事業所 湖南

H28 湖南

H29 社会医療法人誠光会草津総合病院 湖南

パナソニック株式会社 ホームアプライアンス社ラン

ドリー・クリーナー ビジネスユニット 八日市工場

パナソニック(株)エコソリューションズ社外廻り

システムビジネスユニット

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツア(株)

ホテルラフォーレ琵琶湖

クオリテックファーマ(株)滋賀工場

（※前身：目黒化工(株)滋賀工場）



H30 関西電力(株)彦根営業所事業場 彦根市

H31 キリンビール(株)滋賀工場 彦根市

R2 宮川化成工業(株)滋賀事業部 湖南

R3 (株)ＳＣＲＥＥＮホールディングス野洲事業所 湖南

R4 東びわこ農業協同組合 彦根


