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株式会社近江物産                    滋賀県栗東市 

循環型社会への貢献を理
念に、高品位の再生プラ
スチック材料を製造・販売 
産学連携による新素材の開発や、材料の評価技
術、材料ブレンド・混練技術の向上によって、
使用済み材料をバージン材同等の「高品位再生
プラスチック材料」に再生し市場に提供。 

所在地：滋賀県栗東市大橋 7-4-51 
TEL 077-553-6193 
FAX 077-553-7011 

URL：http://www.ohmi-bussan.co.jp 
 
代表取締役 芝原 茂樹 
設立：1977 年(昭和 52 年) 
資本金：4,000 万円 
従業員数：37名 

循環型社会づくりに貢献することを理念に、高品位の再生プラスチック材料を製造・販売 

同社は循環型社会づくりに貢献することを理念に掲げ、自動車
部品、家電部品、コンテナーなど各種使用済みポリプロピレン材
等からバージン材料同等の「高品位再生利用材料」に作り変え、
自動車部品用リサイクル材向けなどに販売・提供している。 

提供する再生プラスチック材料の品質の高さが、一番の強み 

同社の一番の強みは、再生プラスチック材料の品質の高さであ
る。一般にある「再生プラスチック＝２級品」というイメージを
払拭するために、産学連携（滋賀県工業技術センター、大阪市立
工業研究所、龍谷大学、金沢大学他）による新素材の開発や、使
用済み材料の劣化度、環境負荷物質分析ならびに添加剤配合技術
指導によって、各プラスチック材の「物性再生技術」を習得して
いる。また長年培ってきた樹脂材料配合ならびに押出混練・造粒
技術で、ユーザーの品質要求に応える製品を提供している。製造
された製品の品質管理も万全であり、取引先の自動車産業や電気
機械産業などからの信頼も大きい。 

さらなる事業の拡大を通じて、地域雇用へ貢献を図る 

自動車用バッテリーケースの破砕材の安定的に確保する体制
を築くため、合弁会社を設立、また２００８年には、福島工場
を分社、独立させることより、再生樹脂材料の製造体制を強化
した。今後、さらなる事業拡大を通じて、地域雇用への貢献が
期待される。 

 
                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

株式会社アオヤマエコシステム              滋賀県大津市 

排水処理技術を中心
に、環境関連事業で 
東アジアに海外展開
大学等と連携し、メンテナンスが容易で、除去
の難しい排水中の汚染物質(難分解性有機物)の
処理も可能にする技術を製品化。 

所在地：滋賀県大津市瀬田神領町 40-3 
TEL 077-547-0802 
FAX 077-547-0803 

URL：http://www.aoyamaeco.co.jp/ 
 
代表取締役 青山 章 
設立：1977 年(昭和 52 年) 
資本金：4,000 万円 
従業員数：16名 

排水処理技術を中心に、環境関連事業で東アジアに海外展開を図る 

同社は、１９７６年の創業時より実施してきた工場のプラン
ト・配管の洗浄事業に加え、廃パレット炭化リサイクル事業や水
処理事業を展開。龍谷大学との研究開発を行い、台湾・ベトナム
や中国に工業排水処理を中心に、環境関連事業のアジアを中心と
した海外展開を図っている。大学等と連携し、メンテナンスが容
易で、除去の難しい排水中の汚染物質の処理も可能にする技術
(OH ラジカル処理)を製品化した。 

高性能・低価格で省メンテナンスにも寄与する排水処理技術・製品に強み 

同社は、あらゆる工場排水を処理可能とする、高性能・低価格
で省メンテナンスにも寄与する排水処理技術・製品に強みを持っ
ている。特殊炭とアルミニウムを原料とする処理剤「テラスト」
は、水中に投じ水を循環させるだけで、活性アルミイオンを溶出
させ、従来の凝集処理剤では困難であった重金属等を凝集沈殿処
理可能とするため、低コストでメンテナンスが容易であり、小規
模のめっき工場等に適している。 

さらに、「テラスト」を使用して発生させる多量の OH ラジカ
ルは、難分解性物質排水処理や色素・臭気・油分の効率的な処理
を可能にし、中国やベトナム、台湾等で活用されている。 

グローバルに活動できる若手の育成に努める 

近年アジアを中心とした海外展開を図っており、新卒者の採
用を行う等、グローバルに活動できる若手の育成に努めている。
また、社会貢献の一環として、２０１１年のベトナム人研修生
（HIDA 研修）視察団の受入れを行い、それをきっかけにベトナ
ムでの海外展開に積極的に取り組み、同国最大の水処理展示会
（Viet Water）に２年連続出展している。 
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株式会社近江物産                    滋賀県栗東市 

循環型社会への貢献を理
念に、高品位の再生プラ
スチック材料を製造・販売 
産学連携による新素材の開発や、材料の評価技
術、材料ブレンド・混練技術の向上によって、
使用済み材料をバージン材同等の「高品位再生
プラスチック材料」に再生し市場に提供。 

所在地：滋賀県栗東市大橋 7-4-51 
TEL 077-553-6193 
FAX 077-553-7011 

URL：http://www.ohmi-bussan.co.jp 
 
代表取締役 芝原 茂樹 
設立：1977 年(昭和 52 年) 
資本金：4,000 万円 
従業員数：37名 

循環型社会づくりに貢献することを理念に、高品位の再生プラスチック材料を製造・販売 

同社は循環型社会づくりに貢献することを理念に掲げ、自動車
部品、家電部品、コンテナーなど各種使用済みポリプロピレン材
等からバージン材料同等の「高品位再生利用材料」に作り変え、
自動車部品用リサイクル材向けなどに販売・提供している。 

提供する再生プラスチック材料の品質の高さが、一番の強み 

同社の一番の強みは、再生プラスチック材料の品質の高さであ
る。一般にある「再生プラスチック＝２級品」というイメージを
払拭するために、産学連携（滋賀県工業技術センター、大阪市立
工業研究所、龍谷大学、金沢大学他）による新素材の開発や、使
用済み材料の劣化度、環境負荷物質分析ならびに添加剤配合技術
指導によって、各プラスチック材の「物性再生技術」を習得して
いる。また長年培ってきた樹脂材料配合ならびに押出混練・造粒
技術で、ユーザーの品質要求に応える製品を提供している。製造
された製品の品質管理も万全であり、取引先の自動車産業や電気
機械産業などからの信頼も大きい。 

さらなる事業の拡大を通じて、地域雇用へ貢献を図る 

自動車用バッテリーケースの破砕材の安定的に確保する体制
を築くため、合弁会社を設立、また２００８年には、福島工場
を分社、独立させることより、再生樹脂材料の製造体制を強化
した。今後、さらなる事業拡大を通じて、地域雇用への貢献が
期待される。 
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中川木工芸 比良工房                  滋賀県大津市 

日本の伝統的技法であ
る桶の製法に、新しい 
デザインを取り入れる
桶職人の伝統技術を踏襲しつつも、常に新しい
分野に挑戦。デザインや用途など従来にない付
加価値の高い製品により、海外へも積極展開。

所在地：滋賀県大津市大物 731-1 
TEL 077-592-2400 
FAX 077-592-2400 

URL：http://www.nakagawa-mokkougei.com 
 
代表 中川 周士 
設立：2003 年(平成 15 年) 
資本金：－ 
従業員数：5名 

日本の伝統的技法である桶の製法に新しいデザインを取り入れた商品づくり 

代表者中川周士は、１９９２年に京都精華大学美術学部立体造
形大学卒業と同時に家業である桶屋の修行に入る（父・中川清司
は重要無形文化財保持者）。２００３年、滋賀県大津市にて中川
木工芸比良工房を構え独立。日本の伝統的技法である桶の製法に
新しいデザインを取り入れ、フランスのシャンパンブランド「ド
ン ペリニオン」公認でのシャンパンクーラーを開発するなど、
国内はもとより、海外へも積極的に販路拡大しており、他社との
差別化を図ったビジネス展開をし、高い評価を受けている。 

従来にない付加価値の高い製品で、国内はもとより、海外へも積極的に販路拡大 

桶職人の伝統技術を踏襲しつつも、常に新しい分野に挑戦し、
デザインや用途など従来にない付加価値の高い製品は、業界とし
て革新的なビジネス展開であり、日本はもとより顧客ターゲット
を広く海外にも目を向けられている。 

ヨーロッパを中心に木工芸の展示会を他社とコラボして開催
するなど海外での製品や技術の PR に積極的に取り組んでいる。
また、デンマークのデザインスタジオＯeＯでデザインされた木
製スツールを制作するなど海外の企業と連携し、西洋の感性と日
本の伝統的な技法を融合されたものづくりを積極的に展開して
おり、その技術やデザイン性が他国でも高く評価されている。 

受注増に対応するために、職人の増員や育成など体制整備に取り組む 
メディアに多く取り上げられるようになり、受注が増えたこ

とにより製造がおいついておらず、納品まで時間がかかる状況
となっているため、新たな職人や一般従業員（臨時社員を含む）
を雇用する予定をしている。また職人の育成にも積極的に取り
組んでいる。 
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株式会社びわこホーム                       滋賀県甲賀市 

商圏エリアを絞った 
地域密着型の展開で、 
高い顧客満足度を獲得
地域密着型の事業展開で、顧客の高い満足度
を獲得。１０年連続で地域シェアナンバーワ
ンを実現。地域活動を通じて活性化にも貢献。

所在地： 滋賀県甲賀市水口町名坂1033−7 
 TEL 0748-63-2506 
 FAX 0748-63-2776 

URL：http://www.biwakohome.com/ 
 
代表取締役会長 上田 裕康 
設立：1990年(平成2年) 
資本金：300 万円 
従業員数：36名 

商圏エリアを絞り顧客との密接な関係を構築し、事業を拡大 
同社は、滋賀県内の甲賀、湖南、東近江、蒲生地域に特化した住

宅建築事業及び不動産売買事業を展開。株式会社びわこホーム他２
社でグループを構成している。 
「“住生活感動業”を通して、人とまちの幸せを築く」をモット

ーとする同社では、顧客との密接な関係を構築するため、住宅販
売業界の慣行である歩合給を廃止。商圏を車で３０分圏内に絞り
込み、全社員で２ヶ月に１回訪問、万全のアフターサービスを提供。
１０年連続で地域シェアナンバーワンを実現している。 

アフターサービスや職人の専従化で、高い顧客満足度を獲得 
独自のハウスドクター（住宅メンテナンス診断士）による無

料自主点検を標準化しており、１０年間で９回の点検を無料で
実施。安全面での信頼感を顧客に与えている。 

また、顧客から顔が見えにくい協力業者様について、同社専
属の大工職人８名に作業を行ってもらうことで顧客に安心感
を与える仕組みを構築。購入顧客から特定の大工職人の指名と
いう形で他の顧客を紹介される場合も多く、協力業者様の見え
る化が与える影響は大きい。顧客満足度は極めて高く、紹介率
は高水準で推移している。 

地域密着の取り組みで、地域の活性化に貢献 
同社では、地域主催のイベントや取り組みに積極的に参加してい

る。２ヶ月に１度の広範囲の清掃活動は、協力業者様と共に地域清
掃を行い、顧客への感謝を肌で感じてもらう。 
また、同社の敷地内では OB顧客を招いた芋掘りなどのイベント

を主催。地域において欠かせない役割を果たしている。また、地元
の協力業者様とサービスのラインナップや施行のあり方に対する
意見交換等(協力業者会「琵友会」)を積極的に行っており、協力業
者様を中心とした近隣産業に好循環を与えている。 
 

 

 
                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

所在地：滋賀県近江八幡市北之庄町908番地 
 TEL 0748-32-5111 
 FAX 0748-32-3339 

URL：http://www.hiyoshi-es.co.jp/ 
 
代表取締役社長 村田 弘司 
設立：1958年(昭和33年) 
資本金：2,000 万円 
従業員数：280 名 

株式会社日吉                         滋賀県近江八幡市 

環境保全技術集団として、
環境分析を基軸に国内外
で環境サービス事業を展開 
環境トータルソリューションサービスの技術
集団として、国内外で環境サービス事業を展
開。外国人人材の育成にも積極的。 

環境技術集団として、「全ては計ることから」をモットーに国内外で環境サービス業を展開 

ダイオキシン類の簡易検査方法を開発・導入、途上国へも展開 
測定・分析から水処理施設管理や廃棄物処理等の運転管理など総

合的に環境サービスを提供する中で、日本で初めて、従来の高分解
能ガスクロマトグラフ質量分析法に比べ、迅速で安価なダイオキシ
ン類の簡易測定生物検定法「ケイラックス®」を開発・導入。環境試
料の他、食品や飼料、生体試料でも数多くの実績を積み２００５年
に環境省から日本の公定法として認定された。 

「ケイラックス®」の国内及びアジアへの普及に向けては、国際産
学連携による共同研究や国家の標準法化で着実な拡大を目指しつ
つ、ダイオキシン対策が遅れている途上国での展開も意図している。
 
事業の拡大で雇用確保に貢献、海外人材の育成にも積極的 

「環境問題に国境はない」という考えから、１９８０年代より２
０年以上に渡り海外技術研修生の受け入れや専門家派遣を実施し、
環境保全のための技術指導や移転を行い、海外人材育成や海外事業
化に積極的に取り組んでいる。 
これまで一般財団法人海外産業人材育成協会（HIDA）や独立行

政法人日本貿易振興機構（JETRO）他、自社の独自プログラムを
通じ１９カ国、２００名以上の技術研修生を受入れている。 

同社は、水質をはじめとした環境や食品分析・衛生検査、上下水
道などの施設の維持管理・薬剤販売、廃棄物の収集運搬など環境保
全事業の多岐にわたる分野に事業展開、約８０種の許認可と、延べ
１，７００人以上の資格保有者を有する環境トータルソリューショ
ンサービス企業である。時代と共に変化する環境問題へのワンス
トップによるトータルサービスの充実により成長している。これ
までの５０年以上の経験を活かし２０１０年にインドに子会社
を設立し、現地における環境サービス事業を展開。 
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株式会社びわこホーム                       滋賀県甲賀市 

商圏エリアを絞った 
地域密着型の展開で、 
高い顧客満足度を獲得
地域密着型の事業展開で、顧客の高い満足度
を獲得。１０年連続で地域シェアナンバーワ
ンを実現。地域活動を通じて活性化にも貢献。

所在地： 滋賀県甲賀市水口町名坂1033−7 
 TEL 0748-63-2506 
 FAX 0748-63-2776 

URL：http://www.biwakohome.com/ 
 
代表取締役会長 上田 裕康 
設立：1990年(平成2年) 
資本金：300 万円 
従業員数：36名 

商圏エリアを絞り顧客との密接な関係を構築し、事業を拡大 
同社は、滋賀県内の甲賀、湖南、東近江、蒲生地域に特化した住

宅建築事業及び不動産売買事業を展開。株式会社びわこホーム他２
社でグループを構成している。 
「“住生活感動業”を通して、人とまちの幸せを築く」をモット

ーとする同社では、顧客との密接な関係を構築するため、住宅販
売業界の慣行である歩合給を廃止。商圏を車で３０分圏内に絞り
込み、全社員で２ヶ月に１回訪問、万全のアフターサービスを提供。
１０年連続で地域シェアナンバーワンを実現している。 

アフターサービスや職人の専従化で、高い顧客満足度を獲得 
独自のハウスドクター（住宅メンテナンス診断士）による無

料自主点検を標準化しており、１０年間で９回の点検を無料で
実施。安全面での信頼感を顧客に与えている。 

また、顧客から顔が見えにくい協力業者様について、同社専
属の大工職人８名に作業を行ってもらうことで顧客に安心感
を与える仕組みを構築。購入顧客から特定の大工職人の指名と
いう形で他の顧客を紹介される場合も多く、協力業者様の見え
る化が与える影響は大きい。顧客満足度は極めて高く、紹介率
は高水準で推移している。 

地域密着の取り組みで、地域の活性化に貢献 
同社では、地域主催のイベントや取り組みに積極的に参加してい

る。２ヶ月に１度の広範囲の清掃活動は、協力業者様と共に地域清
掃を行い、顧客への感謝を肌で感じてもらう。 
また、同社の敷地内では OB顧客を招いた芋掘りなどのイベント

を主催。地域において欠かせない役割を果たしている。また、地元
の協力業者様とサービスのラインナップや施行のあり方に対する
意見交換等(協力業者会「琵友会」)を積極的に行っており、協力業
者様を中心とした近隣産業に好循環を与えている。 
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株式会社杢兵衛造船所                  滋賀県大津市 

創業以来の長い造船の経
験と高い技術力、蓄積さ
れた知識を駆使 

常に時代を先取りし、時代に合った原材料を使
用した造船を行う。新たに、FRP造船技術を活
かし、特装車の製造加工事業にも取り組む。 

所在地：滋賀県大津市今堅田 1-2-20 
TEL 077-572-2101 
FAX 077-572-2114 

URL：http://www.mokubezosen.jp/company.html 
 
代表取締役社長 仲野 薫 
設立：1966 年(昭和 41 年) 
資本金：1,000 万円 
従業員数：20名 

母なる琵琶湖と共に造船を歩み、時代に先駆けた造船を行う 

創業１８７２年の老舗の造船会社であり、当時の水運を支えた
丸子船の造船技術を現代にも活かし、浅瀬でも運航ができる船を
造っている。木造船→FRP（ガラス繊維強化プラスチック）船
→鉄鋼船（アルミ船）と、時代と共に材料も変わり、時代に合っ
た造船や船舶修理点検を行う。 

琵琶湖では最大のドックを所有し、琵琶湖に浮かぶ大半の中
型・大型船は同社が建造したもので、最近は環境に配慮した軽合
金製の建造も手掛けるとともに、さらに造船技術を活かした新た
な分野への進出などを行い、事業の拡大を図っている。 

構造材の再利用などコストや環境に配慮した造船を行う 

常に時代を先取りし、時代に合った原材料を使用した造船を行
う。創業以来の長い経験と高い技術力、蓄積された知識を駆使し、
優れた製品を生み出している。その評価は高く、警備艇・調査船
等の建造・修理点検に伴う国・県・県内市町村など公的機関から
の受注や民間からの建造・修理点検受注が数多くあり、現在工場
は、フル稼働の状態である。 
 こうした努力が実り、２００８年には「シップ・オブ・ザ・イ
ヤー」の大賞と小型客船部門賞を受賞。この船は軽合金製トリマ
ラン型（双胴型）船「Megumi」で、廃船の構造材を再利用する
など、環境に配慮したエコな客船として注目を集めている。 

地元からの採用を優先、造船技術を活かした新事業により新たな雇用も 

従業員は、毎年地元の高校卒業生を採用するなど、地域からの雇
用を優先している。さらに近年は、FRP 加工技術を活かした、市
販車の荷台の内装を FRP に変える「特装車」の製造加工を事業
化したことにより、新たな雇用も生まれてきている。 
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