
 

 

 

 

開 催 日：平成３０年５月２８日（月） 

開催場所：クサツエストピアホテル 

通常総会：１３：３０～ 環境保全功労者表彰１４：５０～ 設立４０周年記念式典１５：３０～ 

平成 30 年度通常総会 

例年より少し早く梅雨入り前の晴天の中、平成３０年度通常総会・40周年記念式典を開催しました。

ご来賓として滋賀県南部環境事務所 卯田所長、滋賀県甲賀環境事務所 明石所長、管内６市役所

（草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市、甲賀市）の環境課長にご臨席いただきました。 

石山会長のご挨拶の後、滋賀県南部環境事務所 卯田所長よりご祝辞を頂戴し、新入会員様のご紹

介の後、平成 29月年度の事業報告、会計報告、平成３０年度の事業計画案、予算案および役員改選

についてすべて承認いただきました。 

 

石山会長（積水化学工業(株)）挨拶           滋賀県南部環境事務所 卯田所長ご祝辞    

    

                             ご来賓の皆様 

    

 

平成 30 年度通常総会･40 周年記念式典開催 



  新規入会者の紹介 

     

・ タキロンシーアイ（株） 湖南市（欠席） 

・（株）ジーエス・ユアサテクノロジー 草津市 

・（一社）滋賀経済産業協会   大津市 

・ デンコーテクノヒート（株） 甲賀市（欠席） 

 

議事開始 

議長：                        事業報告： 

ダイキン工業（株） 堀田氏              事業計画提案：井上企画部会長（TOTO（株）） 

     

 

会計報告・予算案提案：平床常務理事         監査報告： 

（パナソニック(株)エコソリューションズ社）     光岡監事（オムロン(株)草津事業所） 

    



平成 30年度 事業計画 

 

 協会を取りまく課題 

 今や環境保全活動は、企業の社会的責任として継続した活動が重要です。 

当協会が先進的で継続的に取り組んできた知恵と経験を生かして、さらに充実

した「自主的な環境保全活動」を地域行政とともに遂行し、会員企業の技術や

意識のレベルアップ、地域の独自性を生かした環境活動の活性化に一翼を担い

ます。また会員のための活動をさらに充実し、環境保全の恩恵を次世代に継承

し、「持続可能な社会の実現」にむけて更なる飛躍を期します。 

 本年取り組む課題  ①協会運営の充実 ②事業の活性化 ③行政および関連団体との連携 

 研修事業 

・経営者のための環境トップセミナー 

・環境担当者研修会（省エネテーマ含む） 

・環境関連の法令、条例改正の適宜講習会  

・環境先進企業見学研修会 

・その他時宜を得た講習会  

 地区懇事業 

・クライシスマネジメントに主眼をおいた、県・市との協働による「水質事故 

被害拡大防止訓練」の実施 

・知識および経験の共有と伝承による人材の育成や、コミュニケーションづく

りのための地区別環境情報交換会の実施 

・研修部会・マニュアル部会と有機的なつながりをもった、テーマや活動を検

討します。 

 広報事業 

・広報誌「こなん」   

・環境情報  

・協会ＨＰ 

・環境関連情報の施行・公布状況の情報の提供 

・会員の環境に関する相談・支援方法を検討し、可能なものから実施します。 

 マニュアル事業 

・改正滋賀県公害防止条例をマニュアルに反映しより使いやすいマニュアルを

提供します。 

・研修部会や地区懇部会と連携し、環境管理の手引きの利用促進を図ります。 

・法・条例の改正のトピックスを会員に提供します。 

 行政との協働 
・企業と行政との連携は環境保全を進めていく上で重要。１社でも一人でも多

くの人の積極的な参加を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 30年度 協会役員理事名簿 

 

  役職名 企業名 役員名 

1 会長 TOTO株式会社 滋賀工場 井上 繁樹 

2 副会長 京セラ株式会社 滋賀野洲工場 下野 浩徳 

3 副会長 パナソニック株式会社アプライアンス社 中川 智 

4 副会長 ダイキン工業株式会社 滋賀製作所 前田 安彦 

5 副会長 積水化学工業株式会社 滋賀水口工場 石山 利則 

6 副会長 ダイハツディーゼル株式会社 守山事業所 中尾  茂 

7 副会長 タキロンシーアイ株式会社 滋賀工場 竹本 純一 

8 常務理事 パナソニック株式会社エコソリューションズ社 今井 博雪 

9 常務理事 ニチコン草津株式会社 福嶋 正雄 

10 常務理事 東洋ビジュアルソリューションズ（株）守山製造所 熊本 好身 

11 常務理事 積水化学工業株式会社 滋賀栗東工場 西川 繁二 

12 常務理事 中国塗料株式会社 江崎 弘 

13 常務理事 株式会社村田製作所 野洲事業所 加藤 隆則 

14 常務理事 株式会社ジーテクト 滋賀工場 西村 義彦 

15 常務理事 王子エフテックス株式会社 滋賀工場 物部 泰宏 

16 理事 グンゼ株式会社 守山工場 勝城 昇悟 

17 理事 日本コカ・コーラ株式会社 守山工場 小林 亜都美 

18 理事 三桜工業株式会社 滋賀事業所 辻 雅広 

19 理事 滋賀県製薬株式会社 福永 俊彦 

20 理事 住友電工ウインテック株式会社 岩川 敬 

21 理事 株式会社ゴーシュー 本社工場 髙野 真弥 

22 理事 株式会社ネオス 横井 智樹 

23 理事 株式会社積水化成品滋賀 西村 勇 

24 監事 オムロン株式会社 草津事業所 光岡 公宏 

25 監事 日新薬品工業株式会社 髙山 重和 

  顧問   中村 満 

  参与   房登 良和 

  参与   堀田 豊嘉 

  顧問 滋賀県南部環境事務所 所長 卯田 隆 

  顧問 滋賀県甲賀環境事務所 所長 明石 達郎 



石山会長退任の挨拶                  井上新会長就任の挨拶 

   

 

環境保全功労者表彰 受賞の皆様おめでとうございます。 

 

環境保全功労者は、環境保全に尽力され、他の模範となる方を表彰しています。 

今年度滋賀県甲賀環境事務所表彰として、 

積水化学工業株式会社滋賀水口工場 石山 利則さん、 

湖南・甲賀環境協会 協会長表彰は、パナソニック(株)アプライアンス社 中川 智さん、 

池田 広志さん 住友電工ウインテック(株)岩川 敬さん 積水化学工業（株）中山 浩次さん、 

オムロン（株）草津事業所 光岡 公宏さんが受賞されました。 

 

石山さん受賞経過 

石山さんは 

平成 12年 11月より安全環境課長として従業員の安全・環境教育訓練としての体験塾の開講や、排水 

  処理設備や脱臭設備の導入、CGSの更新や省エネ活動等の環境投資の実施を推進されてきました。 

   一方、湖南・甲賀環境協会への参画は平成 12年 11月から平成 14年 6月まで、副会長として水路図 

  の作成や、緊急時の資材備蓄の調査に係り、それが現在協会のホームページ上で公開され活用されています。 

   平成 27年 8月から企画部会長として協会活動に再度参画して事業の運営全体にかかわり、平成 28年 6

月より会長に就任し事務局 2名体制の確立を行い、平成 28年 12月には三日月滋賀県知事と協会の懇談を

実現、知事に協会活動の理解と協力を要請し賛同を得る事ができ、滋賀県南部・甲賀環境事務所との絆を深

める事ができました。 

また、滋賀県からの要請でベトナム国カットバ島の環境問題に取り組む行政と民間企業に対し協会活動を

紹介し、滋賀経済産業協会と相互に賛助会員になる等協会の活動の幅を広げる事に貢献いたしました。さら

に、滋賀県南部・甲賀環境事務所、各市との連携のもと、各種協会事業を通じて会員企業だけでなく会員外

の企業の環境担当者の指導・育成に努め、地域全体の環境保全のレベルアップに貢献しました。 

めでたく、5月 1１日に滋賀県甲賀環境事務所長様より「環境保全功労者」として決定のお知らせを

いただき本日の表彰となりました。 

 

 

 



滋賀県甲賀環境事務所 所長表彰 石山 利則氏          受賞者の皆様 

    

 

 

湖南・甲賀環境協会 会長表彰 

  

 中川 智氏（パナソニック(株)アプライアンス社）    池田 広志氏（パナソニック(株)アプライアンス社） 

    

     

岩川 敬氏（住友電工ウインテック（株））     中山 浩次氏（積水化学工業（株）滋賀水口工場） 

   



 

                 光岡 公宏氏（オムロン（株）草津事業所） 

  

 

謝辞：中川 智氏（パナソニック(株)アプライアンス社） 

 

   

 

40周年記念式典 

  井上新会長挨拶（TOTO（株）滋賀工場）      廣脇琵琶湖環境部長ご祝辞（知事祝辞代読） 

   



            ご来賓の皆様  

        

 廣脇琵琶湖環境部長・小松滋賀県理事・滋賀県環境保全協会吉田専務理事・NPO びわ湖環境森理事長 

 

協会のあゆみ紹介 

 石山前会長 

    

 

 協会 40周年記念特別表彰 受賞の皆様おめでとうございます。      

 

  今回の特別表彰は永年協会運営に携わった方への敬意と、協会事業の水質事故被害拡大防止訓練において 

 永年ご協力をいただきました、企業様への敬意を表彰いたしました。 

 

    福嶋 正雄氏                      谷口商会（株）様 

    



         前田工繊（株）様                  喜楽鉱業（株）様 

    

       岩谷化学工業（株）様 

  
 

  協会 40 周年記念講演 

  「デジタル革命は製造業をどう変えるべきか」 

   講師：日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 

      エバンジェリスト 西脇 資哲氏 

   

IT業界のエバンジェリスト 西脇氏から高度化、複雑化が進む IT環境について分かりやすく解説して

いただき、デジタル革命は製造業をどう変えるか又は変えていくべきか、企業への提案を様々な視点

から講演いただきました。 

「エバンジェリスト」とは、IT業界で注目されている新しい職種、あるいはその役割を担う専門人材の 

ことで、高度化、複雑化が進む IT環境のトレンドや最新テクノロジーをユーザーに向けて分かりやすく 

 解説し、啓蒙を図るのが主な任務になります。 



  記念式典懇親会 

  大変多くの皆様にご出席いただき、楽しい時を過ごさせていただきました。 

      井上会長の挨拶                     鏡開き 

    

                           三日月知事、廣脇琵琶湖環境部長、小松理事 

                           井上会長、中村顧問 

三日月知事に乾杯のご発声をお願いしました。   

    

 

    

 

 

 



    

 

 通常総会、記念式典に引き続き、８１名もの多くの皆様に懇親会にご出席いただきました。 

 大変お忙しい中、ご出席いただきありがとうございました。 

 役員の皆様、積水化学工業の若本様、総会、式典の準備・運営に大変お世話になりありがとうございました。 

 

 協会設立以来 40年間、協会を支えていただいたご功労を讃え、湖南・甲賀環境協会会長特別表彰を受賞された 

 ニチコン草津（株）福嶋さんに三本絞めいただきました。 

 

  

 

会員・行政の皆様と楽しい時を過ごさせていただき、皆様本当に有り難うございました。 

本年度もどうぞ宜しくお願い致します。 

 


