
令和元年度 厚生労働統計功労者

厚生労働大臣表彰被表彰者名簿

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）



（１）個人

厚生統計関係　32名

都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名
ｵｻﾞﾜ ﾌｻｺ ｶﾜﾉ ﾀｹﾐﾂ

東京都 小澤　ふさ子 北海道 河野　武光
ｲｼﾜﾀ ﾃﾙｱｷ ﾀﾊﾞﾀ ﾛｸﾛｳ

神奈川県 石渡　輝昭 田畑　六郎
ｼﾏﾀﾞ ﾕｶﾘ ﾃﾗｻﾜ ｴｲｼﾞ

大阪府 嶋田　由加利 寺沢　英治
ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｺ ｱｶｷﾞ ｸﾐｺ

奈良県 小川　宏子 宮城県 赤木　久美子
ｲﾖﾛｲ ｶｽﾞﾋﾛ ｲｼｶﾜ ﾐｷｺ

広島県 石川　美貴子
ｱｻﾐﾔ ｴﾐｺ

氏名非公表 栃木県 浅宮　江美子
ｲﾃﾞ ﾖｼｱｷ ｶﾝﾉ ﾕｷｺ

佐賀県 井手　義明 埼玉県 菅野　夕起子
ｶﾝｻﾞﾜ ｱｹﾐ

氏名非公表 千葉県 管澤　明美
ﾌｼﾞﾊﾗ ｷﾖｺ ﾌｸﾄﾞﾒ ﾉﾘｺ

長崎県 藤原　喜代子 福留　憲子
ｷｸﾁ ｱﾔｺ

東京都 菊地　綾子
ｵｵﾄﾓ ﾖｳｺ

神奈川県 大友　洋子
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｺ
渡部　典子
ｲﾜｻｷ ｴﾐ

石川県 岩崎　栄美
ﾄﾘﾔﾏ ﾉﾌﾞｺ

愛知県 鳥山　延子
ﾔﾏﾓﾘ ﾖｳｺ

山森　陽子
ｶｻﾏﾂ ﾉﾘｺ

大阪府 笠松　範子
ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾖｺ

宮本　美代子
ﾂｼﾞ ｻﾁｺ

兵庫県

ﾏﾙﾓ ﾀｶﾄｼ
山口県 丸茂　隆俊

ｺｳﾁ ﾏﾕﾐ
徳島県 河内　眞由美

福岡県 氏名非公表
ｵﾆｷ ﾄｼｵ

鬼木　敏雄
ｶｼﾞﾊﾗ ﾖｼｺ

鹿児島県 梶原　良子

令和元年度厚生労働統計功労者大臣表彰被表彰者名簿

都道府県・市区町村職員（9名） 統計調査員（23名）



労働統計関係（毎月勤労統計調査）　58名

都道府県名 氏　　　名
ﾏﾂｻｷ ﾐﾜｺ

神奈川県 松﨑　美和子

都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名
ﾀﾏｷ ｱﾂｺ ﾊﾀﾉ ﾅｵﾐ ﾀﾅｶ ﾖｼｺ

北　海　道 玉木　淳子 新潟県 波多野　ナオミ 鳥取県 田中　美子
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ ﾃﾗｻｷ ｻﾄﾐ ｲｼｻﾞｷ ﾀｶｺ

山本　由嘉 富山県 寺嵜　里美 島根県 石崎　孝子
ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾄﾐ ﾖｼﾐﾂ ﾀｶｺ ｺﾀﾞﾏ ｾﾂｺ

青森県 藤巻　ひとみ 石川県 吉光　孝子 岡山県 小玉　節子
ｻｲﾄｳ ﾏｻｵ ｼﾛﾓﾄ ｸﾐｺ ﾊﾀ ｶｽﾞﾐ

岩手県 齋藤　正生 福井県 城本　久美子 広島県 秦　一美
ﾎﾝﾀﾞ ﾌｻｴ ｵﾏﾀ ｻﾀﾞﾖ ｻｲﾄｳ ﾀﾐｴ

宮城県 本田　房枝 山梨県 小俣　定代 山口県 齊藤　多美枝
ｵｻﾅｲ ﾐｷｺ ｸﾘﾓﾄ ｻﾁｺ ﾆﾉﾐﾔ ﾊﾙﾐ

秋田県 小山内　美樹子 岐阜県 栗本　幸子 徳島県 二宮　治海
ｻﾄｳ ﾐﾂｺ ｳﾁﾔﾏ ﾖｼﾋｻ ﾓﾘﾀｶ ｶﾅﾒ

山形県 佐藤　美津子 静岡県 内山  善久 香川県 森髙　要
ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｺ ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｵ ｲｸﾞﾁ ｶﾖ

福島県 髙橋　宣子 池田　光雄 高知県 井口　加洋
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐ ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝｺ ﾊﾀｴ ﾉﾘｺ

茨城県 髙橋　弘美 愛知県 今井　純子 福岡県 波多江　規子
ﾄﾏﾙ ﾄｼﾕｷ ﾉﾀﾞ ﾚｲｺ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｵﾘ

群馬県 都丸　俊行 野田　玲子 立花　香織
ｻｶﾓﾄ ｻﾕﾘ ｶﾜｲ ﾋﾛｶｽﾞ ｼﾝﾄｳ ｾﾂｺ

埼玉県 坂本　さゆり 河合　博一 佐賀県 進藤　せつ子
ﾀｼﾛ ｹｲｺ ﾊｼﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ ｶﾜﾅﾐ ﾖｳｺ

田代　敬子 三重県 橋本　恵美 長崎県 川浪　洋子
ﾃﾂﾞｶ ｷﾖﾐ ﾃﾗﾆｼ ﾁﾖｺ ﾏｾﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ

千葉県 手塚　清美 滋賀県 寺西　千代子 宮崎県 間卋田　辰郎
ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻｺ ｶﾜｶﾐ ﾔｴｺ

東京都 相澤　雅子 京都府 氏名非公表 鹿児島県 川上　弥恵子
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾐ ﾃﾝﾏ ｻｴｺ ｺﾞﾔ ｶﾂﾐ

長谷川　久美 大阪府 天満　早英子 沖縄県 呉屋　勝美
ｻﾄｳ ｹｲｺ ﾋﾛｾ ｼﾛｳ

佐藤　桂子 廣瀨　史朗
ﾋﾛｾ ﾁﾉ ﾌｸｼﾏ ﾐｷ

広瀬　千乃 福島　美紀
ｶﾜﾀﾞ ﾋｻｺ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｹﾝﾔ

川田　緋紗子 高柳　賢也
ﾊﾔｼ ﾃｲｺ ﾌｸﾀﾞ ｱｹﾐ
林　貞子 兵庫県 福田　明美
ｲｼｶﾞｷ ﾏｽﾐ ｵﾀﾞ ﾏﾐ

神奈川県 石垣　真澄 織田　麻美
ｲﾏｲ ｽﾐｺ ﾀｹｳﾁ ｱｷﾗ

今井　澄子 和歌山県 竹内　皎

統計調査員（57名）

都道府県職員（1名）



（２）団体（都道府県、指定都市、中核市）

＜厚生統計関係＞

都道府県 指定都市 中核市

石川県 静岡市 那覇市

香川県 福岡市 函館市

岡山県

以上７団体

＜労働統計関係＞

都道府県

鳥取県

島根県

新潟県

高知県

以上４団体



（３）調査事業所（毎月勤労統計調査対象事業所）

〈労働統計関係〉（毎月勤労統計調査）：被表彰団体（調査事業所）

都道府県名 表彰事業所名

北海道 社会医療法人共栄会　札幌トロイカ病院

ヤマト運輸株式会社　札幌主管支店

株式会社ドリームファクトリー　ドリームファクトリー惣菜工場

特定医療法人修道会　本田記念病院

日本清酒株式会社

京浜精密工業株式会社　北海道工場

社会福祉法人彩世会　特別養護老人ホーム　コスモス苑

北電興業株式会社　湯処花ゆづき

株式会社日邦バルブ　北海道工場

株式会社大和パッケージ

12 株式会社北海道三和

日本高圧コンクリート株式会社　千歳工場

青森県 八戸港湾運送株式会社

社会福祉法人水鏡会　介護老人保健施設　孔明荘

青森農業協同組合

株式会社高田工業

社会福祉法人スプリング　特別養護老人ホーム福寿草インスプリング

7 株式会社アール・エー・ビー映像

青森宝栄工業株式会社

岩手県 岩手ヤクルト販売株式会社

株式会社エレック北上

株式会社ヒラトヤブライダルファッション

三研ソイル株式会社

三甲株式会社　東北第一工場

7 株式会社ツクバ

社会福祉法人つくし会　特別養護老人ホーム関生園

宮城県 株式会社三和化学研究所　東北支店

株式会社アトライズヨドガワ　仙台事業所

富士フイルムオプティクス株式会社　第二工場

有限会社河北シャーリング

メディキット株式会社　仙台営業所

株式会社ウエストテック

株式会社プラモール精工

ＡＬＳＯＫ宮城管財株式会社

10 塩竈倉庫株式会社　仙台団地支店
石原産業株式会社　仙台営業所
石原バイオサイエンス株式会社　仙台支店

秋田県 株式会社アトム　暖や　秋田大学病院前店

生活協同組合コープあきた

庄内機械株式会社

株式会社協和工業

6 有限会社ティーアンドケー

北日本興業株式会社

山形県 株式会社エービーエム

株式会社　メコム

株式会社　片　桐

株式会社ハッピープロダクツ

日東ベスト株式会社　高松工場

7 DCMホーマック寒河江店

オリエンタルモーター株式会社　鶴岡西事業所



都道府県名 表彰事業所名

福島県 株式会社ニノテック

東北ポール株式会社　白河工場

株式会社エイジェック　郡山雇用開発センター

株式会社IHI物流産業システム　生産センター　本宮工場

有限会社大泉運輸　小名浜営業所

株式会社福島ニチアス

株式会社　大水

9 株式会社TBK　福島工場

菅野建設株式会社

茨城県 エームサービスジャパン株式会社 大和ハウス工業竜ケ崎工場事業所

ワイエスディーメカトロシステムズ株式会社

株式会社アンペール　友部事業所

株式会社ジャパンデリカ　日立相田店

株式会社エムシー

シルバーロッド株式会社　結城工場

株式会社丸ト　しゃぶしゃぶ温野菜那珂店

ＳＭＣプレコンクリート株式会社　茨城工場

株式会社コメリ　コメリパワー石岡店

大新産業株式会社　阿見工場

12 住電機器システム株式会社　日高事業所

常陸電装株式会社

栃木県 下野農業協同組合　本店

学校法人獨協学園 獨協医科大学

住友電工産業電線株式会社　宇都宮工場

持田製薬工場株式会社　本社工場

ワクチノーバ株式会社　小倉研究所

マニー株式会社

株式会社 ホンダテクノフォート

株式会社 Ｍｉｚｋａｎ　栃木工場

10 株式会社アムズ　マクドナルド ４号線宇都宮泉が丘店

株式会社アトム　ステーキ宮宇都宮店

群馬県 株式会社群馬総合土地販売

株式会社シムックス

白十字株式会社群馬第一工場

沖電線株式会社群馬工場

アートエンジニアリング株式会社

信越半導体株式会社磯部工場

株式会社ＵＡＣＪ　押出加工群馬

株式会社吉野工業所群馬工場

10 日本郵便株式会社　藤岡郵便局

上電通運株式会社

埼玉県 医療法人尚寿会　大生病院

株式会社ヤオコー　サポートセンター

日本フエルト株式会社　埼玉工場

光製薬株式会社栗橋工場

千成食品株式会社

株式会社アドバンファシリティズ

武甲鉱業株式会社　武甲鉱業所

日新精機株式会社

ヤマト運輸株式会社　埼玉主管支店

株式会社デリカシェフ　久喜工場

エスビースパイス工業株式会社　埼玉工場

株式会社フォレスト

社会福祉法人真善会　特別養護老人ホームもみの木

株式会社ユーパーツ

16 Ｔ＆Ｄカスタマーサービス株式会社

協同組合行田給食センター



都道府県名 表彰事業所名

千葉県 ＪＮＣ石油化学株式会社市原製造所

株式会社アクアテック　市原事業所

興亜硝子株式会社市川工場

パラマウントベッド株式会社　松尾工場

株式会社日本デリカフレッシュ　千葉工場

千代田化学株式会社　茂原工場

森永スナック食品株式会社

日本ハウズイング株式会社　柏支店

株式会社アルファ・オイコス

株式会社トーア・アイアール　千葉工場

岡本硝子株式会社薄膜事業所

出光ユニテック株式会社　千葉工場

14 株式会社ＱＶＣジャパン　商品センター

株式会社サニーフーズ　船橋工場

東京都 酒井国際管理株式会社

東急ファシリティサービス株式会社

損害保険ジャパン日本興亜株式会社　神奈川支店 町田支社

スミセイ情報システム株式会社　東京本社

田辺三菱製薬株式会社　東京本社

株式会社りそな銀行　大森支店

佐川急便株式会社　城南営業所

株式会社ユニクロ　ホームズ葛西店

共立物産株式会社

株式会社シマクラ保険

豊洋産業株式会社　東京支店

株式会社エーゼット

市村工業株式会社　村山工場

協和フーズ株式会社

株式会社ファーコス　ファーコス薬局 方南町

テクラ株式会社

医療法人社団恒聖会　大塚ブレストケアクリニック

株式会社ダイナビジョン　レインボーエンジェルズ

株式会社深田工業

ＯＫＩクロステック株式会社　第一支社　首都圏サポートサービス第三部 品川サービス課

株式会社プラズマテック

小田急不動産株式会社

株式会社セイコーグループ　焼肉清江苑　池袋東口店

富士電機株式会社

株式会社いなげや

株式会社りそなホールディングス

株式会社甲羅　赤から立川北口店

株式会社ユニクロ　イトーヨーカドー武蔵境店

株式会社サロンデイ　サロンデイ八王子

株式会社ティーズプランニング

株式会社アトライズヨドガワ　東京オフィス

株式会社水産タイムズ社

株式会社コンセプト

協和食品株式会社

社会保険労務士法人川俣労務管理事務所

エイクエント・エルエルシー

遠山株式会社

日新総合ビルサービス株式会社

エコー技研株式会社

41 公益社団法人日本チアリーディング協会

東京キデン株式会社



都道府県名 表彰事業所名

神奈川県 デル株式会社

株式会社ニューフレアテクノロジー

日総ブレイン株式会社　横浜本店

非公表

非公表

昭和電工株式会社　横浜事業所

株式会社キング　ピザーラ本厚木店

企業組合　ライフサポート・ハーモニィ

ソルブ株式会社　営業本部

非公表

横浜トヨペット整備株式会社　平塚工場

東芝デジタルソリューションズ株式会社　本社

東芝プラントシステム　株式会社　磯子事業所

非公表

佐川急便株式会社　横浜北営業所

医療法人社団協友会　介護老人保健施設　ハートケア横浜小雀

トピー工業株式会社　神奈川製造所

日本冷食開発株式会社

株式会社サーブ

21 パイロットプリンテックス株式会社

クリーンサアフェイス技術株式会社

新潟県 株式会社　北地区清総

カネモク工業株式会社　新潟事業所

ツインバード工業株式会社

株式会社オーシャンシステム　ランチサービス事業部　コントラクトサービス課

株式会社大阪屋

日本ハウズイング株式会社　北関東支店　越後湯沢営業所

タンレイ工業株式会社

株式会社　有沢製作所

10 株式会社　セイヒョー　豊栄工場

新潟森紙業株式会社 新潟事業所

富山県 テンプスタッフフォーラム株式会社 富山支店

フルタフーズ株式会社　本社工場

株式会社オプテス北陸工場　氷見製造所

マンテンホテル株式会社　本社・富山マンテンホテル

ダイヤテックス株式会社　黒部工場

社会福祉法人早川福祉会　特別養護老人ホーム藤園苑

8 株式会社ＮＢリソース富山

株式会社丸栄製作所

石川県 株式会社　ＰＦＵ　ＰｒｏＤｅＳセンター

日成ビルド工業株式会社

賀谷セロファン株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社　金沢支店

社会福祉法人陽風園

7 公益財団法人　北陸体力科学研究所

株式会社　安土鉄工所

福井県 タイヨー電子株式会社　福井事業所

生晃栄養薬品株式会社　若狭工場

株式会社武田機械

山下印刷紙器株式会社　敦賀工場

増永眼鏡株式会社

7 丸文通商株式会社　福井支店

セーレンケーピー株式会社　二日市工場

        山梨県     1 株式会社　内藤製作所



都道府県名 表彰事業所名

長野県 株式会社デリクックちくま
信南交通株式会社
株式会社デリカ
マリモ電子工業株式会社
エムケーカシヤマ株式会社　ステージ２
TDK株式会社　浅間テクノ工場
株式会社ケイケンシステム
メルパルク株式会社　ホテルメルパルク長野

10 非公表

長野テクトロン株式会社

岐阜県 株式会社 市川工務店

厚生産業株式会社

株式会社　栗　山　組

株式会社　山木商行

東栄工業株式会社

株式会社可児ＬＩＸＩＬサンウエーブ製作所

ワコー化成株式会社

9 株式会社　テクノシステム

アルプス薬品工業株式会社

静岡県 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

株式会社静岡セイコー

株式会社ケアリングジャパン

平野ビニール工業株式会社

株式会社コンツナ

伊豆太陽農業協同組合

株式会社西伊豆クリスタルビュー

株式会社静岡新聞社

株式会社畠山製作所

株式会社マクシード

ダイオ化成株式会社

河合光学株式会社

14 株式会社親和製作所

キーパー株式会社　御殿場工場

愛知県 株式会社さんわコーポレーション　本社事務所

株式会社ニチイ学館　名古屋支店

愛知機械工業株式会社　永徳工場

イソガイ株式会社　本社工場

株式会社デンソーウェーブ

株式会社広小路キッチンマツヤ

株式会社メディ．ケア　本社

コーナン商事株式会社　ホームセンターコーナン　砂田橋店

株式会社日洋工業

社会医療法人杏嶺会　上林記念病院

栄和産業株式会社

ユニー株式会社ピアゴ矢作店

株式会社ニチイ学館　名古屋東支店

興和工業株式会社

セキスイハイム工業株式会社　中部事業所

株式会社日下歯車製作所

リコーエレメックス株式会社

積水ハウス株式会社　名古屋西支店

株式会社十六銀行　名古屋駅前支店

株式会社ニトリ豊橋店

社会医療法人杏嶺会　一宮西病院

23 株式会社三清社

日立ターミナルメカトロニクス株式会社



都道府県名 表彰事業所名

三重県 石原産業株式会社四日市工場

マコトロイ工業株式会社　津工場

日本キャボット・マイクロエレクトロニクス株式会社

キクカワエンタープライズ株式会社

株式会社 ミズコシ

ユニー株式会社　アピタ松阪三雲店

株式会社 ヤマナカ　アルテ津新町

桑名精工株式会社

10 生活協同組合連合会　東海コープ事業連合　桑名セットセンター

ＮＤＳソリューション株式会社　四日市オフィス

滋賀県 東洋紡株式会社　総合研究所

株式会社桑原組

日本黒鉛工業株式会社　瀬田工場

メニックス株式会社

協栄建設株式会社　栗東支店

ケイミュー株式会社　滋賀工場

株式会社ダイレクト・ショップ　平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店　

9 関西明装株式会社　滋賀支社

非公表

京都府 株式会社ベッセル福知山

株式会社日進製作所

医療法人　五木田病院

京都機械工具株式会社

公益財団法人 丹後中央病院

非公表

同志社女子大学

株式会社マルヤマ

株式会社 関西ダイエットクック

株式会社近商ストアＫＩＮＳＨＯ向島店

12 株式会社吉田製作所

高槻電器工業株式会社

大阪府 西日本旅客鉄道株式会社　近畿統括本部

社会医療法人同仁会　耳原総合病院

美素建物管理株式会社

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社　本社

社会医療法人　信愛会　畷生会脳神経外科病院

フジパン株式会社　枚方工場

パナソニック株式会社　ライフソリューションズ社　西門真地区

地方独立行政法人　市立東大阪医療センター

武田薬品工業株式会社　大阪工場

非公表

独立行政法人国立病院機構　大阪刀根山医療センター

株式会社クボタ　本社

株式会社カネカ

近鉄住宅管理株式会社

塩野義製薬株式会社　医薬研究センター

株式会社ザクティ

株式会社オージス総研　本社

学校法人関西外国語大学

20 一般財団法人大阪教育文化振興財団　放課後事業課

社会医療法人寿会 富永病院



都道府県名 表彰事業所名

兵庫県 株式会社ソラスト 姫路支社

一般社団法人宝塚ゴルフ倶楽部

生活協同組合コープこうべ　コープデイズ神戸西

学校法人市川学院

生活協同組合コープこうべ　コープ六甲

株式会社ノーリツ 兵庫支店

株式会社前田精版印刷所

株式会社オイシス はりま工場

パナソニック液晶ディスプレイ株式会社

株式会社明和工務店

井本刃物株式会社

北条田仲病院

14 塩野義製薬株式会社　神戸営業所

万有鍛工株式会社 佐用工場

奈良県 医療法人青心会　郡山青藍病院

3 株式会社丸島アクアシステム　奈良工場

名阪運輸株式会社

和歌山県 藤本食品株式会社　本社工場

丸和ニット株式会社　本社工場

和歌山日野自動車株式会社

新宮信用金庫　本店

6 アズマハウス株式会社

株式会社なだいコーポレーション トータルケアセンターなだい

鳥取県 富士通株式会社　鳥取支店

公益財団法人鳥取県文化振興財団

株式会社カワバタ印刷

5 鳥取市立岩倉小学校

鳥取県信用農業協同組合連合会

島根県 株式会社イズミ　ゆめタウン斐川

有限会社糸賀製作所

日段株式会社　安来工場

5 仁摩電器株式会社

柏村印刷株式会社

岡山県 非公表

株式会社コーセイカン

株式会社ニトリ　岡山奥田店

長安鉄工株式会社

株式会社プラスワン

株式会社ソラスト　岡山支社

内海産業株式会社

9 株式会社クルーズ

小橋金属株式会社

広島県 呉信用金庫

株式会社エイディエム

三協化成株式会社　安芸津事業所

東洋額装株式会社

堂本食品株式会社

広島綜警サービス株式会社

やまびこエンジニアリング株式会社

株式会社　エヌワイティグループ

株式会社キーレックス　本社工場

株式会社Ａ＆Ｃ　田舎茶屋わたや　八木店

12 生活協同組合ひろしま　大野事務所

藤井設備工業株式会社



都道府県名 表彰事業所名

山口県 宇部興産機械株式会社 宇部本社

医療法人社団宇部興産中央病院

サマンサジャパン株式会社　山口営業所

イオンリテール株式会社　イオン防府店

株式会社　ベルポリエステルプロダクツ

7 帝人ファーマ株式会社　岩国事業所

共英製鋼株式会社　山口事業所

徳島県 株式会社ヨコタコーポレーション

富士インパルス株式会社　三好工場

佐川急便株式会社　徳島営業所

5 株式会社ワイ・ジー・ケー　撫養工場

株式会社マルナカ　徳島店

香川県 富士通株式会社　四国支社

株式会社マルナカ　パワーシティ丸亀

非公表

株式会社ヴィーネックス

株式会社マルナカ　新土庄店

7 株式会社マルナカ　郡家店

株式会社マルヨシセンター　茜町店

愛媛県 キャリア・サポー卜株式会社

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 松山センター

アサヒプリテック株式会社　四国事業所

有限会社愛媛新聞エリアサービス久米

日本ケッチェン株式会社　新居浜事業所

新タック化成株式会社　川之江工場

8 株式会社シアテック

四積化工株式会社

高知県 国立大学法人高知大学

株式会社　ホンダクリオ高知　本社

4 佐川急便株式会社　高知営業所

ワールドビジネスシスコム株式会社

福岡県 株式会社福岡銀行　本部

一般社団法人　福岡市医師会　臨床検査センター

桑園青果株式会社

公益社団法人　福岡県高齢者能力活用センター

黒崎播磨セラコーポ株式会社

TOTO株式会社　小倉第二工場

株式会社なかやしき

JR九州リテール株式会社

日本私立学校振興・共済事業団　九州会館

麻生セメント株式会社　苅田工場

西日本映像株式会社

トヨタ自動車九州株式会社

14 株式会社竹中工務店九州支店

学校法人折尾愛真学園　折尾愛真高等学校

佐賀県 株式会社　中野建設

全日本食品株式会社　九州支社

株式会社 唐津魚市場

株式会社ユニクロ　ユニクロゆめタウン佐賀店

6 社会福祉法人 唐津福祉会

唐津市福祉事務所

長崎県 東京エレクトロンデバイス長崎株式会社

長崎放送株式会社

医療法人　前田小児科

株式会社　アイコック

6 光洋石油株式会社

株式会社　三船



都道府県名 表彰事業所名

熊本県 イオン九州株式会社　イオン八代店

株式会社ヤマキフーズ　熊本工場

学校法人熊本学園　熊本学園大学付属高等学校

熊本朝日放送株式会社

株式会社熊本銀行

非公表

8 株式会社熊本駅構内タクシー

有限会社望蘇閣

大分県 池見林産工業株式会社　佐野工場

清瀬タクシー有限会社

大分県農業協同組合　本店

豊永船舶有限会社

6 得丸内科・消化器内科

竹田メンテナンス株式会社

宮崎県 宮崎センコーアポロ株式会社　都城営業所

聖天株式会社　宮崎工場

国立大学法人宮崎大学　清武地区医学部事業場

国立大学法人宮崎大学　清武地区附属病院事業場

サンキョウ紙工株式会社

7 国立大学法人宮崎大学　木花地区事業場

株式会社花菱塗装技研工業　新富支店

鹿児島県 非公表

住化積水フィルム株式会社　出水工場

南国システムサービス株式会社

トヨタエルアンドエフ鹿児島株式会社

株式会社　川商ハウス

7 学校法人今村学園　今村学園ライセンスアカデミー

図南木材株式会社

沖縄県 一般社団法人沖縄しまたて協会

株式会社　しんこうエンジニアリング

社会医療法人仁愛会　在宅総合センター

國幸興發株式会社

6 株式会社サン食品

沖縄ゼロックス株式会社


