しが生物多様性取組認証制度 認証者一覧

別添
３つ星 （☆☆☆）
（45者）
（50音順）

申請者名

対象事業者（事業所）名

業種名

事業地

申請者ＰＲ（更新中）

認証年度

旭化成株式会社守山製造所では、工業用水として使用し
た地下水を地域の農業用水として供給しており、その地下
水は地域の水辺を支える水源の役割を果たしています。こ
のような事業活動と生物多様性との関わりを踏まえて、水
2018年度
をテーマにした生物多様性保全活動に取り組んでいます。
現在は湧水地に生息する淡水魚ハリヨ（絶滅危惧種）や、
環境の指標生物であるトンボの保全活動を地域、琵琶湖
博物館や他企業と連携し実施しています。

旭化成(株)守山製造所

旭化成(株)守山製造所

製造業

守山市

旭化成住工(株)

旭化成住工(株)本社・滋賀工場

製造業

東近江市

2018年度

（公財）淡海環境保全財団

（公財）淡海環境保全財団

サービス業

草津市

2018年度

オーパルオプテックス(株)

オーパルオプテックス(株)

サービス業

大津市

2018年度

野洲市

弊社は企業の社会的責任の一環として「事業活動」と「社
会貢献活動」の２つの側面から、生物多様性の保全を行っ
ています。
野洲事業所では工場排水を活用し、構内のビオトープに
て絶滅危惧種IA類に指定されているイチモンジタナゴの保 2018年度
護・増殖をしており、構内にいる生き物や植物の保全活動 2020年度
も取り組んでいます。
また地域の小学校や学童保育所の児童を招き、環境学
習会を通して企業の立場から地域の自然の大切さも伝え
ています。

大津市

（株）叶匠寿庵は、大津市大石龍門の自然豊かな里山に
本社工場を置き、農工ひとつの菓子づくりに取り組んでい
2019年度
ます。地域の資源を生かし、命一つひとつを大切にする気
2020年度
持ちが、環境問題をはじめ、いま世界の抱える様々な課題
の解決につながると考え、これからも行動してゆきます。

野洲市

京セラでは、「社会との共生、世界との共生、自然との共
生」という、共に生きることをすべての企業活動の基本にお
き、生物多様性の保全にも積極的に取り組んでおります。
野洲工場では、常緑高木からなる樹林を主とした緑地を整 2020年度
備し、また琵琶湖の約5000分の１の池をつくり、その生体
環境を再現することで、琵琶湖の淡水魚の育成を、県立琵
琶湖博物館の協力を得て取り組んでおります。

オムロン(株)野洲事業所

(株)叶匠寿庵

京セラ（株）滋賀野洲工場

オムロン(株)野洲事業所

(株)叶匠寿庵

京セラ（株）滋賀野洲工場

製造業

製造小売業

製造業
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しが生物多様性取組認証制度 認証者一覧
３つ星 （☆☆☆）
（45者）
（50音順）

申請者名

対象事業者（事業所）名

業種名

事業地

申請者ＰＲ（更新中）

認証年度

湖南地域の企業１５社と草津市、琵琶湖博物館が参画し
た「湖南 企業いきもの応援団」において、狼川の水質及び
生きものの調査を年４回各企業とともに行っています。
2018年度
調査を通じて社員の生物多様性に関する意識向上ととも
に、生きものを利用した河川環境情報の継続的な収集シス
テムの構築を目指します。

郷インテックス(株)

郷インテックス(株)

製造業

草津市

三和産業(株)

三和産業(株)

製造業

湖南市

2018年度

(株)ジーテクト滋賀工場

(株)ジーテクト滋賀工場

製造業

甲賀市

「未来を形づくる」企業として持続可能な社会を実現する
ために、「G-TEKT生物多様性ガイドライン」 を定め、その
中の「地域社会とのコミュ二ケーション」 を重点取り組みと
して活動しています。
2018年度
定期的に工場周辺の道路のゴミ拾いや草刈を実施した
り、「ジーテクトの森づくり」の活動で、「未来の子供たちに、
緑あふれる地球を引き継いでいく」をスローガンに取り組ん
でいます。

(株)滋賀銀行

(株)滋賀銀行

銀行業

大津市

2018年度

滋賀県生活協同組合連合会

滋賀県生活協同組合連合会

生活協同組合連合会

野洲市

2019年度

甲賀市

私たちは、人にも自然にもやさしい農作物を育てるため
に、肥料・農薬を使わず、自家採種の種を使う秀明自然農
法の支援、推進をしています。みんなが笑顔で暮らせるよ
2020年度
う願い、この農法を拡げることを通して、川や海に流れる水
の清らかさと生態系のバランスを守り、SDGｓに貢献しま
す。

特定非営利活動法人秀明自然農法ネットワーク 特定非営利活動法人秀明自然農法ネットワーク

農業

(株)昭建

(株)昭建

建設業

大津市

弊社は、創業以来「豊かな社会環境の創造に貢献する」
を経営理念に掲げ、総合建設業を柱とした事業展開を図っ
ております。そのなかで建設業による環境負荷を認識し、
環境に配慮した建設行為が必要と考えています。そのため
2018年度
には生物多様性の保全や自然資源の持続的な利活用に
資する取組みを実施し、新たに持続可能な開発目標（ＳＤ
Ｇｓ）を企業行動につなげ、滋賀の豊かな自然と社会環境
の創造に貢献出来るよう努力して参ります。

(株)SCREENホールディングス

(株)SCREENホールディングス

製造業

彦根市

2018年度

野洲市

コープしがでは、身近な環境に関心を持ち、体験や学び
を通して「私が大切にしたいくらし方」を考えることを提案し
ています。具体的には、「びわこたいせつ」活動として「コー
プの森」づくりや「魚のゆりかご水田」生き物観察会、「朽木
2019年度
の森」清掃活動、安土や西の湖でのヨシ刈りなど、組合員
とともに取り組んでいます。また事業では、「地産地消」商
品や「環境こだわり」農産物、「無洗米」などを推進していま
す。

生活協同組合コープしが

生活協同組合コープしが

生活協同組合
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しが生物多様性取組認証制度 認証者一覧
３つ星 （☆☆☆）
（45者）
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申請者名

対象事業者（事業所）名

業種名

事業地

申請者ＰＲ（更新中）
認証年度
サステイナブル（持続可能）な生き方。生活クラブで始め
ませんか。
生活クラブは「10のThink＆Act」をテーマにしています。
その中に「国内自給率のアップを目指します」、「有害物
質ゼロをめざします」、「自然資源を大切に使います」、「ご
2019年度
みの削減に取り組みます」というものがあります。
国産を基本に食べ物を揃え、リユースビンを使ってゴミの
削減にも取り組んでいます。
生活クラブを利用して、持続可能な社会を築いていきま
しょう。

生活クラブ生活協同組合

生活クラブ生活協同組合

生活協同組合

守山市

西武造園㈱滋賀営業所

西武造園（株）滋賀営業所

造園建設業

草津市

2020年度

甲賀市

当社では、環境方針に生物多様性や自然環境の保全活
動の実施を定め、様々な活動に取り組んでいます。当社敷
地内やその周辺地域の生態系保全を目的として、定期的
な生物調査やミナミメダカ等の希少種の保全、特定外来生
物オオフサモの駆除などを実施しています。また、甲賀市 2020年度
のレッドリストに掲載されているササユリの保全活動も進め
ています。今後は更に社内教育の充実や地域と連携した
活動にも取り組み、生物多様性保全に貢献してまいりま
す。

積水化学工業(株)滋賀水口工場

積水化学工業(株)滋賀水口工場

製造業

積水化学工業(株)滋賀栗東工場

積水化学工業(株)滋賀栗東工場

製造業

栗東市

滋賀県が推進する、「魚のゆりかご水田プロジェクト」に参
画し、工場の製造段階で発生する製品の端材を、魚が排
水路から田んぼに遡上できる一筆魚道や堰板の材料とし
て提供し、在来種の魚達が、田んぼの中で安心して産卵で
2018年度
きる環境づくりを支援しています。
また、工場が「水田オーナー」として登録し、田植えや、生
き物観察会、稲刈りといった活動に、従業員及びその家族
が参加し、環境学習としての取り組みも実施しています。

積水化学工業(株)多賀工場

積水化学工業(株)多賀工場

製造業

多賀町

2019年度

積水樹脂(株)滋賀工場

積水樹脂(株)滋賀工場

製造業

竜王町

積水樹脂グループでは「生物多様性の保全」を社会的責
任の重要な一つと捉え、事業活動による生物多様性への
負荷を認識し回避、低減することで「生物多様性の保全」及
び、「持続可能な利用」に努めています。
2018年度
自然豊かな滋賀工場においては、事業所内に生息する
生きものの保全や琵琶湖森林づくりパートナーとして綿向
山（日野町）での森林保全や琵琶湖のヨシ刈りに参加する
など、幅広い生物多様性の保全活動に取り組んでいます。

ダイキン工業(株)滋賀製作所

ダイキン工業(株)滋賀製作所

製造業

草津市

2018年度

ダイキンレクザムエレクトロニクス㈱

ダイキンレグザムエレクトロニクス㈱

製造業

草津市

2020年度
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ダイハツ工業(株)滋賀（竜王）工場

ダイハツ工業(株)滋賀（竜王）工場

製造業
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竜王町

2018年度

しが生物多様性取組認証制度 認証者一覧
３つ星 （☆☆☆）
（45者）
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申請者名
(株)ダイフク

対象事業者（事業所）名
(株)ダイフク滋賀事業所

業種名

事業地

製造業

日野町

2018年度
弊社ではサスナビリティーレポートを発行しＳＤＧｓへの取
り組みやＣＳＲ活動、環境活動についての開示をしていま
す。
2020年度
また、当事業所の生物多様性への取り組みとして甲賀市
の“レッドリスト”に着目し、里山の再現を目標に日本古来
の在来種の保全、育苗に努めています。

大和リース（株）滋賀水口デポ・関西工場

大和リース（株）滋賀水口デポ・関西工場

建設業

甲賀市

(株)ティラド滋賀製作所

(株)ティラド滋賀製作所

製造業

東近江市

申請者ＰＲ（更新中）

認証年度

2019年度

トキワ緑化

トキワ緑化

建設業

守山市

平面的なセダム類やコケ類による緑化ではない、多様な
キリンソウ類を使用した立体的な屋上緑化を行っていま
す。また、牧草類や外来ハギ類による早期緑化ではない、
耐浸食性の団粒化土壌と在来の樹木種子を使用した法面 2020年度
緑化を行っています。フリーメンテナンスの屋上緑化と早期
樹林化の法面緑化による屋上ビオトープ、法面ビオトープ
を提案しています。

長浜キヤノン(株)

長浜キヤノン(株)

製造業

長浜市

2019年度

大津市

湖南地域の企業１５社と草津市、琵琶湖博物館が参画し
た「湖南 企業いきもの応援団」において、狼川の水質及び
生き物の調査を年４回各企業とともに行っている。
2018年度
調査を通じて社員の生物多様性に関する意識向上と、生
き物を利用した河川環境情報の継続的な収集システムの
構築を目指しています。

中山倉庫(株)

中山倉庫(株)

日本ガラストロニクス(株)

日本ガラストロニクス(株)

日本観光開発(株)

日本電気硝子(株)

倉庫業

製造業

大津市

日本観光開発(株)

サービス業

草津市

日本電気硝子(株)

窯業

大津市
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湖南地域の企業１５社と草津市、琵琶湖博物館が参画し
た「湖南 企業いきもの応援団」において、狼川の水質及び
いきものの調査を年４回各企業とともに行っている。
調査を通じて社員の生物多様性に関する意識向上ととも
に、生きものを利用した河川環境情報の継続的な収集シス 2018年度
テムの構築を目指す。
また、社員一人ひとり、またその家族も含めた個人レベル
の活動である「ポトリ活動」と呼ばれる当社独自の環境保
全活動を行っている。
湖南地域の企業１５社と草津市、琵琶湖博物館が参画し
た「湖南 企業いきもの応援団」において、狼川の水質及び
生きものの調査を年４回各企業とともに行っています。
2018年度
調査を通じて社員の生物多様性に関する意識向上ととも
に、生きものを利用した河川環境情報の継続的な収集シス
テムの構築を目指します。
2018年度

しが生物多様性取組認証制度 認証者一覧
３つ星 （☆☆☆）
（45者）
（50音順）

申請者名

対象事業者（事業所）名

(株)長谷工あんしんデリ

(株)長谷工あんしんデリ

パナソニック(株)アプライアンス社

パナソニック(株)アプライアンス社草津拠点

パナソニックホームズ（株）湖東工場

パナソニックホームズ（株）湖東工場

琵琶湖汽船(株)

琵琶湖汽船(株)

認定特定非営利活動法人びわこ豊穣の郷

認定特定非営利活動法人びわこ豊穣の郷

びわ春ファーム

びわ春ファーム

業種名

事業地

申請者ＰＲ（更新中）

認証年度

農業

大津市

長谷工あんしんデリは、長谷工グループの企業理念「都
市と人間の最適な生活環境を創造し、社会に貢献する」の
もと、企業活動を行っています。
人や企業は、自然環境からの様々な恵みを享受している 2018年度
ことを認識し、生物多様性に配慮した企業活動を行うことに
より、この保全並びに改善に資するよう努め、より快適で持
続可能な地球環境を目指して参ります。

製造業

草津市

2018年度

製造業

運輸・サービス業

パナソニックホームズ（株）は持続可能な社会の実現に向
けた事業活動に取り組んでいます。湖東工場では周辺地
域の環境保護活動など、全ての人のこころ豊かな暮らしづ
東近江市 くりをモットーに様々な活動を行っています。
2020年度
今後も全社一丸となって、お客さま第一の心を大切に「強
さ」と「暮らしやすさ」を追求した住まいをお届けし、地球の
未来と住生活文化を守るため努めて参ります。
大津市

2018年度

環境教育

守山市

当法人は、赤野井湾の水質改善と生態系の復元を目指
し、1996年に流域住民が主体 となって設立しました。オオ
バナミズキンバイ除去活動やホタル再生など水環境保全、
改善活動を行う一方、環境学習にも力を入れています。身 2020年度
近な自然の中で楽しく 体験や学習することで、ひとりでも
多くの子どもが環境に興味を持ち、環境リーダーに育ってく
れることを願いながら活動しています。

農業

野洲市

2020年度

古河AS（株）

古河AS（株）

製造業

甲良町

古河ASでは、「古河AS環境チャレンジ2050」を定め、生物
多様性保全および自然保全活動創出のための活動を展開
しています。事業活動における環境負荷軽減策の推進に
加え、絶滅危惧Ⅱ類および滋賀県の指定希少野生動植物
2020年度
種に指定されている「オキナグサ」の育成と地域における
清掃活動を実施しています。今後もカーボンニュートラルを
中心としたSDGs達成に向けた積極的な活動を「湖国 滋
賀」と共に推進します。

豊栄建設（株）

豊栄建設（株）

建設業

長浜市

2020年度
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しが生物多様性取組認証制度 認証者一覧
３つ星 （☆☆☆）
（45者）
（50音順）

申請者名

対象事業者（事業所）名

三菱自動車工業（株）京都製作所滋賀工場

三菱自動車工業（株）京都製作所滋賀工場

(株)みんなの奥永源寺

(株)みんなの奥永源寺

(株)向茂組

(株)向茂組

業種名

事業地

申請者ＰＲ（更新中）

認証年度

当社では、2010年8月策定した「三菱自動車グループ生
物多様性保全基本方針」に基づき、これまで地球温暖化防
止、環境汚染防止など、生物多様性の影響への低減に繋
がる取組を行っています。滋賀工場でも、2013年工場周辺
の生き物調査を実施、結果多くの希少な生き物が見つかり 2020年度
ました。現在は、その中でも工場内に咲く、希少種の「鷺
草」の湿地を、社員の憩いの場として「サギソウの湿地」と
名付け、社員が、毎年外来種の駆除等を行い、環境の保
全活動に努めています。

製造業

湖南市

農業

東近江市

2018年度

建設業

東近江市

2019年度
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しが生物多様性取組認証制度 認証者一覧
２つ星 （☆☆）
（9者）
申請者名
イオンモール(株)イオンモール草津
(株)エムケイシイ

対象事業者（事業所）名
イオンモール(株)イオンモール草津
(株)エムケイシイ

(株)ゴーシュ―

(株)ゴーシュ―

新旭電子工業(株)
損害保険ジャパン日本興亜(株)滋賀支店

新旭電子工業(株)
損害保険ジャパン日本興亜(株)滋賀支店

ダイハツディーゼル(株)

ダイハツディーゼル(株)守山事業所

ヤマジックス(株)
米窯

ヤマジックス(株)
米窯

業種名
不動産管理業
サービス業

製造業

製造業
損害保険業

製造業

卸売業、小売業
農業
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事業地
草津市
野洲市

申請者ＰＲ（更新中）

（50音順）
認証年度
2018年度
2018年度

株式会社ゴーシューは、地球環境保全が人類の最大課
題と認識し、限りある資源を有効に活用することを事業活
動に反映し行動するため「環境方針」を定めて取組みをし
ています。
湖南市
ISO14001を取得し、環境マネジメントシステム構築による 2018年度
取り組みを図るとともに、植樹や育樹、地元小学校との河
川清掃や水質調査実施による環境意識の教育、環境活動
に対する寄付などを通じた活動で生物多様性に対する意
識高揚に努めています。
高島市
2018年度
大津市
2019年度
ダイハツディーゼルは、船舶用及び陸用のディーゼル機
関・ガスタービン等、内燃機関を製造販売する専業メーカー
です。１９６９年より水路に囲まれた地に工場を有する私た
ちは、生産活動における環境負荷を減らす事が生物多様
守山市 性の保全に繋がると考え、化学物質管理、水資源管理等 2018年度
の環境保全に取り組んでいます。
私たちは環境保全に継続的に取り組み企業の社会的責
任を全うすると共に、滋賀県の豊かな自然を次世代へ繋い
でいきます。
野洲市
2018年度
東近江市
2018年度

しが生物多様性取組認証制度 認証者一覧
１つ星 （☆）
（8者）
申請者名

対象事業者（事業所）名

上田農園

上田農園

うさファーム
(株)エレクトロニクスプロダクツ滋賀工場
（株）グリーンリボン野洲販売所

うさファーム
(株)エレクトロニクスプロダクツ滋賀工場
（株）グリーンリボン野洲販売所

湖南電機(株)

湖南電機(株)

業種名

事業地

農業

高島市

農業
製造業
製薪炭業

大津市
東近江市
野洲市

製造業

申請者ＰＲ（更新中）

（50音順）
認証年度

私は、今回しが生物多様性取組認証制度に応募をし一
つ星の認証をいただきました。
私の所は高島市マキノ町浦で国道161、県道からは少し
外れた所で周りは山に囲まれたところですが四季折々の風
2018年度
景、空気、又きれいな水を利用し自然環境保全に配慮しな
がら、お米と、出来るだけ地元産の木を使ってハウスでの
原木しいたけの栽培を行っています。春になると近くの田
んぼにコウノトリがやってくることがあります。
2018年度
2018年度
2020年度

甲賀市

湖南電機株式会社では、コインランドリー向け機器や施
設向け機器等の業務用洗濯機及び乾燥機の製造を行って
います。
プレス加工、溶接加工、成形加工、部品組立といった製
2018年度
造活動で環境負荷を低減し、製品を通して生物多様性に
寄与することができればと考えます。
生物多様性保全の重要性に気づくことを活動のスタート
として、取り組みを継続してまいります。
塩野義製薬株式会社 油日植物園は、甲賀市甲賀町五
反田に所在し、1947年（昭和22年）に開設されました。
日本を縦断する鈴鹿山脈を借景に、4ヘクタールの園内
には、絶滅危惧種や薬用の植物などを保全管理していま
す。
また、小学校から大学までの教育機関を対象に、植物を
通じた環境教育の場を提供しています。
今後も、生物多様性の保全や自然資源の持続的な利用
に取り組み、地域社会に貢献する活動を行なっていきま
す。

塩野義製薬(株)

塩野義製薬(株)油日植物園

植物園

甲賀市

(株)シガドライウィザース

(株)シガドライウィザース

製造業

彦根市

2018年度

多賀町

平成8年より、滋賀県多賀町保月周辺の山林・廃村畑地
跡に、ブナを200本以上植樹し種類も増やしてきました。
加えて、植樹した苗、幼木を鹿などによる食害から防ぎ、
さらに山林崩壊を目的とし活動も続けています。具体的に
は、植樹した幼木を守るため、さらし竹と鉄筋を地中に埋
2020年度
め、その先端から地面までを網で囲い鹿等の侵入を防いで
いるのです。
会員の無償のボランティア活動として年間30日ないし40
日程度の活動を行っています。

彦根ブナの会

彦根ブナの会

林業
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2018年度

