
 

会 員のみの今年度第１回目環境情報交換会を下記日程にて各市単位毎箇所にて開催しました。

参加者は延べ 199 名。参加率は全体で 71%に上りました。 

 

今回の環境情報の内容は以下の通りです。 

・来年から滋賀県地区の PCB が処理開始になりますので、特別登録による軽減制度や収集運搬

費用など PCB 廃棄物処理に関するホットな情報 

・公害防止条例に関する留意点 

・会員様の要望の高い環境事故事例 

 

会員様による環境保全の取り組み事例の紹介が今回の目玉となり、それぞれの各地にて特色のあ

る、有意義な情報を提供いただきました。 

環境法令の改正情報等はインターネット等で入手できるかもしれません。 

しかし省エネや経費削減につながる知恵や環境事故防止についての経験の伝承などは環境情報交

換会でしか得られない情報として、役に立ったと言ってくださる会員様もおられ、会を運営して 

いる地区懇部会としても大変うれしいことです。 

 

環境情報交換会を通じて、業種を超えて、会員の皆さまのコミュニケーショが広がっています。 

進行や段取りいただきました、地区懇部会委員様、お忙しいところ貴重な事例発表をいただきま

した皆様、ご参加いただいた皆様、大変有り難うございました。 

●開催日程・場所は以下の通りです。 

開催日程 開催地区 開催場所 

9 月 8 日（月） 甲賀市（ 水口町・信楽町） 甲賀県事務所 4 階大会議室 

9 月 10 日（水） 草津市 草津アミカホール 

9 月 19 日（金） 野洲市 コミュニティーセンターみかみ 

9 月 25 日（金） 甲賀市（土山町・甲賀町・甲南町） 忍びの里ぷらら 

10 月 3 日（金） 栗東市 さきら 

10 月 6 日（月） 湖南市 サンライフ甲西 

10 月 10 日（金） 守山市 守山商工会議所 



テーマ ・PCB 廃棄物処理の最新情報、（滋賀県の処理の時期と収集運搬費用） 

     ・最近の環境事故事例の紹介（水路図を有効利用して被害拡散防止できた事例他） 

     ・会員様の環境保全活動の事例紹介 

【各地区の参加企業】 

■水口・信楽地区   

情報交換会に会に参加された 会員企業のみなさま（敬称略） 

副会長企業  NEC SCHOTT コンポーネンツ（株）  山縣 淑隆 

 
 圓商産業（株）  西川 

 
 オムロン（株）水口工場  前川 勇 

 
 関西スリーエム（株）  内山 昌彦 

 
 公立甲賀病院  佐井 良昌 

 
 コニシ（株）滋賀工場  岡 秀行 

 
 シェリングプラウ（株）滋賀工場  上   洋司 

 
 シェリングプラウ（株）滋賀工場  中野 満 

地区懇委員  （株）積水化成品滋賀  曳野 勉 

 
 日新製薬（株）  福田 博文  

 
 日精バイリス（株）  古川 茂典 

 
 （株）日立建機ティエラ 滋賀事業部  谷口 啓 

 
 大塚オーミ陶業（株）  松井 順 

 
 （株）滋賀松風  大原 守 

地区懇委員  住友電工ウインテック（株）  靍羽 梅保 

地区懇委員  住友電工ウインテック（株）  橋本 幸典 

 
 個人会員  中村 吉孝 

会  長  （有）環研  中村 満 

副会長  第一三共（株）  川嶋 幸司 

副会長  ダイキン工業（株）滋賀製作所  浅井 長美 

 
 個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  池田 浅右衛門 

 
 個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  落 久夫 

事務局  湖南・甲賀環境協会   

 



■「草津地区 

 （株）アールケー･エキセル   宮脇 利記 

   イサム塗料（株）滋賀工場  横江 喜夫 

 
（株）市金工業社  前田 智史 

監事  オムロンビジネスアソシエイツ（株）  馬杉 清 

 
 郷インテックス（株）  近藤 行和 

 
 湖南電機（株）  中村 恵子 

 
 サンスター技研（株）  西川 

 
 サンスター技研（株）  奥野 美紀 

 
 （株）システムエイト  上甲 浩司 

 
 （株）写真化学草津事業所  中田 政博 

 
 シンコー（株）  石田 隆司 

地区懇部会員  ダイキン工業（株）滋賀製作所  浅井 長美 

 
 ダイキン工業（株）滋賀製作所  山本 登喜男 

 
 ダイキンレクザムエレクトロニクス（株）  高橋 征明 

 
 （株）西日本技術コンサルタント  堀野 善司 

 
 （株）西日本技術コンサルタント  川端 正男 

地区懇副部会長  ニチコン（株）草津工場  福嶋 正雄  

 
 日東電工（株）滋賀事業所  西山 正樹 

 
 平岡織染（株）滋賀ターポリン工場  小関 健治 

 副会長 
 松下電器産業（株） 

 松下ホームアプライアンス社 
 山口 一樹  

 
 （株）メタルテックス  梅辻 雄大 

 
 優水化成工業（株）  實本 和彦 

 会  長  （有）環研  中村 満 

 副会長  東洋インキ製造（株）守山製造所  富田 孝彦 

 副会長  松下電工（株）栗東工場  田中 和晴 

   個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  池田 浅右衛門 

 
 個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  落 久夫 

 事務局  湖南・甲賀環境協会   
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■野洲市 

 理事  日本パワーファスニング（株）  渡辺 正典 

 
 日本発条（株）野洲工場  渡部 薫 

 
 井上金属工業（株）滋賀工場  大西 藤一 

 
 オムロン（株）野洲事業所  田口 敏雄 

 
 オリベスト（株）  上田 昇 

 
 京セラ（株）滋賀野洲事業所  鈴木 敏弘 

 
 京セラ SLC テクノロジー（株）  増元 

 
 三共アグロ（株）研究開発部  野村 行雄 

 
 シライ電子工業（株）生産管理センター  田中 雄三 

 
 伸和（株）  内田 徹 

 
 大日本スクリーン製造（株）野洲事業所  長山 稲義 

地区懇部会員  中国塗料（株）滋賀事業所  江崎 弘 

 
 中国塗料（株）滋賀事業所  田中 徹 

 
 日立ツール（株）野洲工場  岡本 寿 

 
 （株）ヒラカワガイダム滋賀事業所  青木 岩男 

 
 （株）村田製作所野洲事業所  藤野 尚志 

 
 目黒加工（株）滋賀工場  高橋 均 

 
 ライトケミカル工業（株）  岩井 健造 

 会  長  （有）環研  中村 満 

 副会長 
 松下電器産業（株） 

 松下ホームアプライアンス社 
 山口 一樹  

   個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  池田 浅右衛門 

 
 個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  落 久夫 

 事務局  湖南・甲賀環境協会   

 

 

 



■土山・甲賀・甲南 

環境情報交換会に参加された会員企業のみなさま（敬称略） 

  川崎三興化成（株）関西事業部滋賀工場  奥居 由紀夫 

 
 滋賀ボルト（株）  澤田 宏輝 

地区懇部会委員  高尾金属工業（株）  平田 官孝 

 
 大原薬品工業（株）  瀬古 良夫 

   塩野義製薬（株）油日ラボラトリーズ  山本 牧子  

 
 滋賀県製薬（株）  福永 俊彦 

 
 大正薬品工業（株）  片淵 昭夫 

 
 大昭製薬（株）  瀧 敏孝 

地区懇部会委員  日新薬品工業（株）  高橋 衛 

 
 （株）アークレイファクトリー  江籠 達 

地区懇部会委員  三桜工業（株）滋賀事業所  志賀 旭 

 
 平和発条（株）滋賀工場  小林 増徳 

 
 山一化工（株）滋賀工場  藤田 康之 

 会 長  （有）環研  中村 満 

   個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  池田 浅右衛門 

 
 個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  落 久夫 

 事務局  湖南・甲賀環境協会   

■栗東市   

 栗東地区懇談会に参加された会員企業のみなさま（敬称略） 

   アルメタックス（株）滋賀工場  中村 孝次 

 
 オイレス工業（株）滋賀工場  内海 良樹 

 
 オイレス工業（株）滋賀工場  東 正巳 

 
 呉羽テックス（株）  関 眞明 

 
 （株）ケー・エー・シー生物化学センター  田中 俊彦 

 
 スターライト工業（株）栗東事業所  岡村 賢司 

 
 積水化学工業（株）滋賀栗東工場  西川 繁二 

 
 積水ハウス（株）栗東工場  太田 登志弘 

 
 日清食品（株）滋賀工場  山口 生美男 



地区懇部会長  パナソニック電工（株）栗東工場  田中 和晴 

 
 八洲コンクリート工業（株）  雨森 連 

 
 ユニプラス滋賀（株）  石田 保雄 

 
 （株）麗光栗東工場  橋本 静雄 

 
 個人会員  井上 弘之 

 会  長  （有）環研  中村 満 

 副会長  NEC SCHOTT コンポーネンツ（株）  平木 隆久 

   個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  池田 浅右衛門 

 
 個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  落 久夫 

 事務局  湖南・甲賀環境協会   

（事例紹介） 

積水ハウス（株）栗東工場様・・・環境活動～エコファーストの約束～ 

スターライト工業（株）栗東事業所様・・・実績の分析による省エネ活動、 

タイの環境事情 

■湖南市     

  旭計器工業（株）滋賀工場  小山 浩史 

 
 喜楽鉱業（株）  中野 高稔 

 地区懇部会員  （株）ゴーシュー本社工場  三浦 浩明 

 
 （株）ゴーシュー本社工場  四宮 昭夫 

 
 （株）コーメー滋賀事業所  松田 崇 

 
 シーアイ化成（株）滋賀工場  大石 

 
 日東三和塗料（株）滋賀製作所    山田 修 

 
 日光化成（株）滋賀事業所  川端 清 

 
 日精工業（株）  首藤 輝行 

 
 日精工業（株）  小川 正博 

 
 （株）アルテコ  大畑 浩樹 

 
 （株）アルテス滋賀工場  丸山 傳男 

 
 岩谷化学工業（株）滋賀工場  小嶋 五雄 

 地区懇部会員  王子特殊紙（株）滋賀工場  鈴村 希夫  

 
 王子特殊紙（株）滋賀工場  物部 泰宏 

 
 王子チヨダコンテナー（株）滋賀工場  富永 邦彦 



  クボタ松下電工外装（株）滋賀工場  竹口 拓史 

 
 クボタ松下電工外装（株）滋賀工場  福本 等 

 
 DIC（株）滋賀工場  渡辺 寿夫 

 
 TOTO（株）滋賀工場  藤井 文和  

 
 TOTO（株）滋賀工場  中西 信幸  

 
 DOWA サーモエンジニアリング（株）  上岡 伸實  

 
 （株）日本電気化学工業所滋賀工場  増田 真樹 

 
 （株）ネオス  饗庭 啓三 

 
 （株）ネオス  忍足 幹夫 

 
 （株）山崎機械製作所  山崎 昌浩 

 
 ヤンマーキャステクノ（株）  村上 建史 

 
 個人会員  野崎 正樹 

 
 個人会員  高畑 弥寿治 

 会  長  （有）環研  中村 満 

地区懇委員  住友電工ウインテック（株）  靍羽 梅保 

   個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  池田 浅右衛門 

 
 個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  落 久夫 

 事務局  湖南・甲賀環境協会   

                                                      

ー ページの先頭へ ー                                    

■守山市 

 守山地区懇談会に参加された会員企業のみなさま（敬称略） 

  グンゼ（株）守山工場  山口 利博 

 
 三光（株）ケミカルカンパニー滋賀工場  森 高章 

地区懇部会員 
 ダイハツディーゼル（株）守山事業所守山工

場 
 柏原 幸男 

 
 トーフレ（株）滋賀第一工場  新垣 重男 

 
 トーフレ（株）滋賀第一工場  坂東 茂 

 
 東洋インキ製造（株）守山製造所  富田 孝彦 

 
 日本コカ･コーラ（株）守山工場  小林 亜都美 

 
 富士車両（株）  松永 憲一 
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 藤本食品（株）滋賀工場  藤田 心 

  守山環整（株）  高谷 実 

 
 森観光トラスト（株）  阿部 常美 

 
 安田産業（株）  久本 哲男 

 会  長  （有）環研  中村 満 

 副会長  積水化学工業（株）滋賀水口工場  佐藤 宏史 

   個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  池田 浅右衛門 

 
 個人会員・ＮＰＯびわ湖環境  落 久夫 

 事務局  湖南・甲賀環境協会   

（事例紹介） 

東洋インキ製造（株）守山製造所様・・・環境事故訓練、環境リスクの事例、レーザー式の油

膜探知機等・・・。 
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