
令和３年度厚生労働統計功労者功績表彰被表彰者名簿

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）



令和３年度厚生労働統計功労者功績表彰被表彰者名簿

１．表彰対象年度：令和元年度

（１）個人表彰　96名
① 都道府県・市区町村職員 ７名 ② 統計調査員 89名
都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

岩手県 おばら　なえ 北海道 ひもと　しづこ 東京都 きよはら　のりこ

小原　奈恵 樋本　志津子 清原　典子
東京都 ながはし　えみこ おおだて　みどり しんかわ　まさこ

長橋　恵美子 大建　緑 新川　正子
神奈川県 やまだ　としあき ばん　かずお うめだ　みさお

山田　敏明 伴　一男 梅田　操
大阪府 ふくだ　あつし あらい　りつこ 神奈川県 いわもと　けいこ

福田　篤史 荒井　律子 岩本　惠子
すずき　みよこ なかじょう　まさこ いだ　ひさこ

鈴木　三代子 中條　雅子 井田　久子
広島県 かわもと　ひでたか たかはし　たもつ たきざわ　るみこ

河本　英孝 髙橋　保 瀧沢　るみ子
愛媛県 まつうら　りか 青森県 むらた　いくこ おおいのうえ　あつこ

松浦　里佳 村田　育子 大井上　敦子
秋田県 やまぐち　きょうこ 新潟県 しもとり　さつき

山口　京子 霜鳥　五月
わたなべ　みやこ いけだ　けいこ

渡辺　宮子 池田　啓子
うちや　ようすけ 富山県 なかざき　みねこ

打矢　洋介 中﨑　美根子
山形県 つちや　なつ たかみ　ますみ

土屋　奈津 髙見　ますみ
福島県 こいで　まりこ 石川県 たむら　ひろこ

小出　麻里子 田村　弘子
栃木県 かげやま　ともこ こさか　すみか

景山　朋子 小坂　寿美薫
埼玉県 えんどう　えみこ のむら　きよみ

遠藤　惠美子 野村　清美
ねぎし　のぶこ 福井県 げんの　きょうこ

根岸　信子 源野　京子
おおしま　けいこ さとう　きよみ

大島　桂子 佐藤　紀佳美
千葉県 かわむら　しんいち 山梨県 にしはら　まさあき

川村　愼一 西原　正明
これなが　りえこ むこうやま　はるこ

是永　利枝子 向山　陽子
あしかわ　かずえ おおうち　みほ

芦川　和恵 大内　美保
きのした　ひろみ 長野県 とや　みえ

木下　ひろみ 戸谷　美恵
まさおか　じゅんこ 岐阜県 おおきた　けいこ

政岡　順子 大木田　桂子
東京都 やまだ　ちえこ いなば　くみよ

山田　チエ子 井奈波　久美代
たかき　れいこ ほりかわ　さえこ

高木　礼子 堀川　さえ子
むとう　みどり 静岡県 みずたに　やすよ

武藤　みどり 水谷　康代
かみむら　きみえ 愛知県 わたなべ　ひろこ

上村　公江 渡邉　浩子



都道府県名 氏名 都道府県名 氏名
愛知県 おおの　ますみ 徳島県 ふなこし　みゆき

大野　真寿美 舟越　みゆき
あなん　えつこ 香川県 はなふさ　きみえ

阿南　悦子 花房　キミ江
いとう　かよ あんどう　のぶこ

伊藤　香与 安藤　信子
こんどう　よしこ たけい　りゅうこ

近藤　能子 竹井　竜子
滋賀県 おかだ　なおこ 福岡県 みわ　よしこ

岡田　直子 三輪　美子
しばはら　ひさの かせだ　かずえ

柴原　久乃 加世田　和恵
京都府 むらやま　ちえ まえだ　くにこ

村山　千恵 前田　邦子
大阪府 おおの　みつこ 長崎県 ほりで　みちこ

大野　美津子 堀出　美智子
やまだ　なおみ たにひら　ゆき

山田　直美 谷平　由紀
奈良県 なかい　せつこ

中井　説子 氏名非公表
こばやし　ひろこ 宮崎県 かわかみ　ゆうこ

小林　浩子 川上　裕子
しらき　ひさこ かわさき　ひろこ

白木　ヒサ子 川﨑　廣子
鳥取県 まきた　つなえ 鹿児島県 おのうえ　よしこ

牧田　純江 尾上　良子
なかむら　ひろこ 沖縄県 うえはら　りつこ

中村　博子 上原　律子
すぎおか　ゆきえ

杉岡　雪江
島根県 しんじ　ふじこ

宍道　富士子
岡山県 あんどう　ちせ

安藤　千世
おりま　かおる

織間　薫
てらぞの　てるよ

寺園　照世
広島県 よしい　せつこ

好井　節子
たかむら　さとえ

高村　さとえ
山口県 みずかわ　やすこ

水川　安子
さえき　あさみ

佐伯　亜砂美
徳島県 ひろなが　ひろこ

廣永　ヒロ子
さいなか　よしこ

斎中　佳子



都道府県名 表彰事業所名

北海道 株式会社野村総合研究所　札幌開発センター

日本ハウズイング株式会社　札幌支店

非公表

非公表

株式会社富士メガネ

栄光運輸株式会社

日本理化学工業株式会社　美唄工場

非公表

株式会社特殊衣料

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社　北海道支社

12 野村興産株式会社イトムカ鉱業所

医療法人　讃生会　介護老人保健施設　月形緑苑

青森県 一般財団法人　青森県交通安全協会

株式会社　栄研

医療法人　瑞翔会

株式会社　マエダ　テン亭デリカ工場

6 株式会社　西田組

株式会社　テクニカル

岩手県 岩手ふるさと農業協同組合

株式会社アマタケ　岩手本社

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構　東北農業研究センター

日本マニュファクチャリングサービス株式会社国内事業本部東北事業エリア岩手支店

岩手県立花巻清風支援学校

7 株式会社ベルジョイス　ビッグハウス巣子店

学校法人吉祥学園　認定こども園　水沢こども園

宮城県 有限会社大原飲食　菜時季　大原

明伸工業株式会社　仙台工場

東京理化器械株式会社

社会福祉法人和仁福祉会　特別養護老人ホーム仁風園

株式会社カルラ

東北放送株式会社

佐藤築炉工業株式会社　栗原市クリーンセンター内事業場

株式会社ワールドストアパートナーズ　仙台エスパル　ドレステリア

10 株式会社トーショー　仙台支店

太陽東日本警備株式会社

秋田県 株式会社秋田キャッスルホテル

エス・オー・シー株式会社　秋田工場

株式会社はま寿司　秋田広面店

株式会社北都銀行

株式会社大昌園

7 有限会社横手清掃興業

株式会社ホクエツ秋田　大曲工場

山形県 スリーエムジャパンプロダクツ株式会社　山形事業所

生活協同組合共立社　山形本部

株式会社たちばなや

株式会社庄内給食センター

日本地下水開発株式会社

7 社会福祉法人みゆき福祉会　地域密着型特別養護老人ホーム　ひいなの里

株式会社ムラヤマ酒田工場

福島県 米沢電線株式会社

株式会社ＡＦＳＷ

不二家飲料果実株式会社

パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社電子材料事業部郡山事業所

コープ食品株式会社　東北工場

株式会社平果

株式会社コスモファーマ　本社

9 日本精測株式会社　セレッソよねだい

東邦福島株式会社　郡山支社

（２）調査事業所　489事業所



都道府県名 表彰事業所名

茨城県 公益社団法人神栖市シルバー人材センター

常磐システムエンジニアリング　株式会社

株式会社　ナカムラ

株式会社　開発計画研究所建設コンサルタント

社会福祉法人　白光福祉会すみれ第二保育園

檜山工業株式会社　東海事業所

株式会社ココスジャパン　ココステクノパーク桜店

株式会社泰光　茨城工場

ＡＧＣエレクトロニクス株式会社

株式会社　エスデイ製作所

12 株式会社野上技研　茨城工場

株式会社　湊長岡製作所

栃木県 東芝ライテック株式会社　鹿沼工場

シンテックス株式会社

医療法人創生会　真岡西部クリニック

千住金属工業株式会社　栃木事業所

パナソニック株式会社　アプライアンス社　宇都宮

古河日光発電株式会社

カルビー株式会社　清原工場

9 フタバ食品株式会社上河内サービスエリア

非公表

群馬県 ＰＨＣ株式会社　群馬地区

日清紡ブレーキ株式会社　館林事業所

株式会社ジーシーシー

株式会社とりせん　本社

医療法人財団明理会　イムス太田中央総合病院

株式会社スズラン　前橋店

独立行政法人地域医療機能推進機構　群馬中央病院

9 株式会社　セントラルサービス

株式会社フレッセイヒューマンズネット

埼玉県 沖電気工業株式会社　ＯＫＩシステムセンター

株式会社武蔵野銀行　

さいたま赤十字病院

秩父昭和電工株式会社

西武鉄道株式会社　小手指乗務所

株式会社アディコム

株式会社グリーンプロセス　戸田事業所

ボッシュ株式会社寄居工場

株式会社荻野製作所

株式会社ＭＳフレッシュデリカ

大崎エンジニアリング株式会社

株式会社テラダイ

ヒガノ株式会社

東武デリバリー株式会社

東京カリント株式会社　川越工場

17 埼玉ゴム工業株式会社

山川工業株式会社　熊谷工場

千葉県 株式会社シーエックスカーゴ　野田流通センター

株式会社昭電　成田工場

株式会社宮田

セイコーソリューションズ株式会社　本社

理研電線株式会社　千葉工場

株式会社爽健亭習志野工場

株式会社オランダ家新港工場

株式会社シティ・サービス　高塚事業所

大日本印刷株式会社　研究開発センター

株式会社プラムシックス

エヌテーアクアツインズ株式会社佐倉工場

13 株式会社マルコシ　浦安ライスセンター

古河電工ビジネス＆ライフサポート株式会社　千葉支社



都道府県名 表彰事業所名

東京都 北越工業株式会社　東京本社

一般社団法人至誠会第二病院

サミット株式会社　サミットストアクルネ店

ヤマザキビスケット株式会社

日本交通株式会社中央営業所

株式会社シミズ・ビルライフケア

東京地下鉄株式会社　鉄道本部車両部綾瀬工場

ＪＡ三井リース株式会社

ＡＧＣテクノグラス株式会社　亀戸事務所

株式会社大塚商会

株式会社ＮＥＣライベックス　本社ビル食堂

株式会社大塚商会　トータル情報システム室

株式会社電通国際情報サービス

大野印刷株式会社成増テクニカルセンター

ＪＳＲ株式会社　

損害保険ジャパン株式会社　損保ジャパン日本橋ビル

株式会社ＧＳユアサ　　　　　

明和地所株式会社

明治産業株式会社

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社

日本管財株式会社

株式会社ロックウェル

株式会社三越伊勢丹　本社部門

ＮＣＳ&Ａ株式会社　東京本社

日本梱包運輸倉庫株式会社　本社

日本ハウズイング株式会社　立川支店

株式会社小森コーポレーション

日進化成株式会社（本社）

株式会社共立紙工所

エム・イー株式会社

ケミテック株式会社 東京工場

一般財団法人建築行政情報センター

株式会社学究社　ｅｎａ駒沢大学校

株式会社シティ・ハウジング雪が谷店

株式会社日企

アース株式会社

田実興産株式会社　両国サービスステーション

株式会社ラクサス

芝信用金庫　雪が谷支店

株式会社アイ・トランスポート・ラボ

上野睡眠クリニック

旭化成ホームズ株式会社集合東京北支店

弘進化工株式会社　本社

三映電子工業株式会社東京営業部

株式会社マーケティング・アイ

株式会社バイシャリ　トラベルズジャパン

株式会社パオ　ホッタ

有限会社ギャラリー川松

株式会社ワカホ　ソーレスト板橋

日本キャステム株式会社

ユニバーサル・アドワークス株式会社

サンケイ化学株式会社

54 弁護士法人遠藤綜合法律事務所

京葉コンピューターサービス株式会社　東京事業所



都道府県名 表彰事業所名

神奈川県 株式会社ＰＦＵ横浜本社

学校法人北里研究所　北里大学　相模原キャンパス

国立大学法人横浜国立大学

横浜ゴム株式会社　平塚製造所

古河電気工業株式会社　平塚事業所

敷島製パン株式会社　パスコ湘南工場

非公表

アイダエンジニアリング株式会社

富士フイルムフォトマニュファクチャリング株式会社

特別養護老人ホーム　ウェルフェアリビング

日産車体株式会社　秦野事業所

非公表

湘南交通株式会社

非公表

東芝ライテック株式会社　横須賀事業所

株式会社ニトリ　横浜鶴見店

社会福祉法人聖徳会　聖徳保育園

住電オプコム株式会社　本社

スターバックスコーヒージャパン株式会社　ルミネ藤沢店

ＪＦＥミネラル株式会社　京浜製造所

22 東急電鉄株式会社　鷺沼駅

株式会社横浜ドラム製作所　本社　総務部

新潟県 株式会社市川染工場

株式会社渡辺リネン　西津工場

野村證券株式会社　新潟支店

信越ポリマー株式会社　糸魚川工場

6 株式会社髙儀

株式会社はま寿司　アクロスプラザ長岡店

富山県 株式会社リンクス富山営業所

株式会社オフィスケィ

コーセル株式会社

三協立山株式会社　三協マテリアル社　奈呉工場

三協立山株式会社　三協アルミ社　佐加野工場

北陸プラントサービス株式会社

8 北陸電力送配電株式会社　富山支社　富山電力部

フジクリーンサービス

石川県 株式会社トスマク・アイ

株式会社穴水村田製作所

非公表

非公表

第一電機工業株式会社

非公表

8 医療法人社団田谷会　田谷泌尿器科医院

タマダ株式会社

福井県 創文堂印刷株式会社

非公表

ゲンキー株式会社　ゲンキー敦賀店

株式会社三工光学

株式会社パワーユニオン

7 福井ミナセル株式会社

石本電設株式会社

山梨県 市立甲府病院

株式会社キトー

国立大学法人山梨大学甲府キャンパス

山梨大学医学部附属病院

6 シチズン電子株式会社

株式会社山梨中央銀行



都道府県名 表彰事業所名

長野県 セイコーエプソン株式会社

佐川急便株式会社　松本営業所

伊那食品工業株式会社

中菱テクニカ株式会社

環境未来株式会社　総合検査センター

双信電機株式会社　千曲技術センター

株式会社コバヤシ

9 株式会社シナノ

株式会社ユウス

岐阜県 トーカイ株式会社

株式会社伊吹 LIXIL 製作所

有限会社愛岐東和警備

老人保健施設　西濃

株式会社富士アセンブリシステム

大垣ガス株式会社

株式会社高島衛生

株式会社ヤマセ

10 非公表

新興窯業株式会社　柿野工場

静岡県 矢崎エナジーシステム株式会社　天竜工場

日本電極株式会社

トヨタユナイテッド静岡株式会社

株式会社コベス

宗教法人大石寺

株式会社フェイスフル

鈴木電機工業株式会社

株式会社静岡産業社

株式会社リコー　リコー環境事業開発センター

株式会社ツルタコンサルタント

有限会社清水電子工業

13 株式会社三共梱包

矢崎エナジーシステム株式会社　浜松工場

愛知県 株式会社ユーコム

社会福祉法人貞徳会

アイワスチール株式会社

清水建設株式会社　名古屋支店

株式会社グッドマン　本社

株式会社アイザワ

株式会社ケーアールアイ

明和合成株式会社

株式会社ビーネックステクノロジーズ　名古屋オフィス

名古屋トヨペット株式会社　　　　　　　　　

株式会社カネスエ商事カネスエ新生店

ケイ・ジー・ワイ工業株式会社

豊明木工株式会社

名鉄交通第二株式会社　第二営業基地

株式会社東海ダイケンビルサービス　

豊証券株式会社　本店

株式会社アイシン

ユニー株式会社　アピタ一宮店

三井金属計測機工株式会社

株式会社ベルシステム２４　中部支店

本多電子株式会社

株式会社国見重機工業

24 オークマ生活協同組合

株式会社ニッコー



都道府県名 表彰事業所名

三重県 株式会社ドリームプロモーション　ニューハートピア温泉　天然温泉ホテル長島

大陽日酸ＪＦＰ株式会社　三重工場

キオクシア株式会社　四日市工場

住友理工株式会社　松阪事業所

ヤマト運輸株式会社　三重主管支店

公益社団法人三重県シルバー人材センター連合会　いなべ市事務所

ヤマザキマザックマニュファクチュアリング株式会社　いなべ製作所

スーパーサンシ株式会社　日永カヨー店

10 株式会社永谷園フーズ　オクトス工場

株式会社オークワ　スーパーセンターオークワいなべ店

滋賀県 サンメディカル株式会社

岡安ゴム株式会社　

湖南電機株式会社

鴻池運輸株式会社　滋賀流通センター営業所

東レ株式会社瀬田工場

株式会社エフベーカリーコーポレーション　滋賀事業所

株式会社日吉

9 近江鍛工株式会社

明文舎印刷商事株式会社

京都府 株式会社金原商事　キング千本店

株式会社デグナー

非公表

公益財団法人京都高度技術研究所

株式会社湖池屋　京都工場

社会福祉法人五十鈴会　特別養護老人ホーム五十鈴荘

片岡食品株式会社　京都工場

パナソニック フォト・ライティング久美浜株式会社

城陽市立学校給食センター内　一冨士フードサービス株式会社

11 株式会社平和堂　フレンドマートＭＯＭＯテラス店

日本製紙クレシア株式会社　京都工場

大阪府 りらいあコミュニケーションズ株式会社　関西支社パークスセンター

マンパワーグループ株式会社　大阪東オフィス

マンパワーグループ株式会社　大阪北オフィス

立命館大学　大阪いばらきキャンパス

社会医療法人 仙養会 北摂総合病院

ナビオコンピュータ株式会社

医療法人春秋会　城山病院

医療法人恒昭会　青葉丘病院

医療法人育和会　育和会記念病院

小野薬品工業株式会社　本社

小野薬品工業株式会社　水無瀬研究所

株式会社阪急ジョブ・エール

社会医療法人　若弘会　若草第一病院

株式会社池田泉州銀行　梅田本部

地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪はびきの医療センター

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会茨木病院

フジ住宅株式会社

株式会社エフシー

特定非営利活動法人　自立生活夢宙センター

社会福祉法人邦寿会　どうみょうじ高殿苑

有限会社マルフクメディカルフーズ

株式会社KDC　箕面船場センター

24 イ．ソフト株式会社　関西事業本部

株式会社シェル石油　大阪発売所



都道府県名 表彰事業所名

兵庫県 生活協同組合コープこうべ　コープ横尾

ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社

イスズ電機株式会社

コナミスポーツ株式会社　コナミスポーツクラブ明石大久保

日本スウェージロックＦＳＴ株式会社

ニッタン株式会社　伊丹工場

株式会社国際会館　モナコ相生店

三菱電機株式会社　系統変電システム製作所赤穂工場

生活協同組合コープこうべ　協同購入センター宝塚

ＡＧＣ株式会社　関西工場　高砂事業所

大王加工紙工業株式会社　兵庫工場

医療法人晋真会　ベリタス病院

古林紙工株式会社　滝野工場

15 川崎重工業株式会社　播磨工場

高砂機工株式会社

奈良県 株式会社ムラキ

株式会社リボンカンパニー

株式会社萩原

5 株式会社桝忠銘木店　本社工場

藤髙製菓株式会社

和歌山県 トヨタカローラ和歌山株式会社　シーズ新宮店

株式会社キナン　新宮営業所

株式会社ＺＴＶ　新宮放送局

日本製鉄株式会社　関西製鉄所　和歌山地区（和歌山）

6 株式会社ＮＴＮ　紀南製作所

御坊市外五ヶ町病院経営事務組合（ひだか病院）

鳥取県 株式会社大昇食品

アンドリゾート株式会社　三朝薬師の湯　万翆楼

倉吉市上下水道局

5 百年住宅パネル工業株式会社

株式会社ＬＡＳＳＩＣ

島根県 浜田工業株式会社

益田興産株式会社

浜田ガス株式会社

5 新東洋膏板株式会社

株式会社さんびる　松江営業所

岡山県 矢崎部品株式会社　新見工場

関東電化工業株式会社  水島工場

甲神電機株式会社

株式会社山田養蜂場

学校法人片山学園倉敷翠松高等学校

クラレテクノ株式会社　倉敷営業所

パナソニック吉備株式会社

9 株式会社はま寿司岡山平島店

社会福祉法人鶯園　特別養護老人ホーム鶯園

広島県 国家公務員共済組合連合会　呉共済病院

株式会社ヒロテック　本社工場

ダイキョーニシカワ株式会社

ＪＦＥスチール株式会社　西日本製鉄所　福山地区

非公表

社会医療法人里仁会興生総合病院

株式会社ユウホウ　福山工場

三菱重工パワーインダストリー株式会社　呉事業所

株式会社淀川製鋼所　呉工場

株式会社アスカネット　本社

12 株式会社白鳳堂

医療法人村上会　福山回生病院



都道府県名 表彰事業所名

山口県 独立行政法人国立高等専門学校機構　宇部工業高等専門学校

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　山口県済生会山口総合病院

日本果実工業株式会社　萩工場

株式会社すぎはら　防府工場

マックスバリュ西日本株式会社　マックスバリュ末武店

独立行政法人　国立病院機構　岩国医療センター

8 日本製紙岩国サポート株式会社

ＰＡＣＲＡＦＴ株式会社岩国工場

徳島県 医療法人倚山会　田岡病院

ケーブルテレビ徳島株式会社

スターバックスコーヒージャパン株式会社　徳島沖浜店

5 社会医療法人凌雲会　介護老人保健施設　昴

テック情報株式会社

香川県 シンワ株式会社三豊工場

マックスバリュ西日本株式会社　マルナカパワーシティ善通寺店

株式会社レックス

株式会社森繁

社会福祉法人聖マルチンの家　特別養護老人ホーム　聖マルチンの園

7 国際両備フェリー株式会社小豆島事業部　オーキドホテル

株式会社一鶴

愛媛県 花王サニタリープロダクツ愛媛株式会社

非公表

デリカサラダボーイ株式会社えひめ工場

株式会社オズメッセ

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社　松山事業所

国立大学法人愛媛大学

8 マックスバリュ西日本株式会社マルナカ新居浜本店

損害保険ジャパン株式会社　愛媛支店

高知県 医療法人新松田会愛宕病院

株式会社垣内

高知県農業協同組合香美地区香美営農経済センター

5 株式会社ソフテック本社

株式会社丸富運送

福岡県 医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院

社会医療法人大成会　福岡記念病院

株式会社ゼネラルアサヒ

株式会社ヤマキフーズ　福岡工場

株式会社セノン　福岡支社

株式会社セリア・ロイル

三池製錬株式会社

相栄電器株式会社　北九州第二工場

有限会社一品香フードサービス

アイコムソフト株式会社

コゲツ産業株式会社

東海カーボン株式会社　九州若松工場

14 公益社団法人北九州市門司区医師会

株式会社ミクニ

佐賀県 株式会社富士建

佐賀東部水道企業団

株式会社久保旗店

佐賀県信用保証協会

6 株式会社Ｊフォスター佐賀支店

株式会社中村電機製作所

長崎県 株式会社　長果

有限会社　シーエイプロダクション

社会福祉法人　小栗保育園

医療法人　原口医院

6 有限会社　カーチャンストライ本山店

有限会社　オフィスエム



都道府県名 表彰事業所名

熊本県 医療法人富尾会　桜が丘病院

一般財団法人杏仁会　介護老人保健施設フォレスト熊本

株式会社オカザキ

メルパルク株式会社　ホテルメルパルク熊本

株式会社三祐

白川電機株式会社　熊本製作所

8 株式会社千成堂

株式会社小川電機

大分県 株式会社冨士設計

株式会社サンウェイ

小野高速印刷株式会社　大分事業所

株式会社キューワ　中津事業所

6 一般財団法人　別府市綜合振興センター

日本郵便株式会社　臼杵郵便局

宮崎県 宮崎竹田物産株式会社

宮崎マルマン株式会社

医療法人社団紘和会平和台病院

南日本ハム株式会社

社会福祉法人凌雲堂　特別養護老人ホーム悠楽園

7 医療法人相愛会　介護老人保健施設相愛苑

東郷メディキット株式会社　日向工場

鹿児島県 社会福祉法人恵心会　特別養護老人ホーム清𧮾園

株式会社　富士通鹿児島インフォネット

株式会社きたやま

株式会社きたやま　東開店

日本ハードウェアー株式会社　鹿児島工場

7 有限会社　オクムラハーネス

株式会社ランドアート

沖縄県 金秀バイオ株式会社

株式会社ポイントピュール

沖縄パナソニック特機株式会社

スターバックスコーヒージャパン株式会社浦添バークレーズコート店

6 非公表

株式会社YKK AP沖縄



２．表彰対象年度：令和２年度

（１）個人表彰　70名
① 都道府県・市区町村職員 ６名 ② 統計調査員 64名
都道府県名 氏名 都道府県名 氏名 都道府県名 氏名

岩手県 たまかけ　まなぶ 北海道 むらつ　ますこ 石川県 ふくだ　ひろみ

玉懸　学 村津　益子 福田　裕巳
埼玉県 ながしま　たくお みと　とよこ 山梨県

長島　拓央 三戸　豊子 氏名非公表
東京都 やざわ　けいこ さかもと　さえこ ひなた　みさこ

矢澤　恵子 坂本　佐枝子 日向　美佐子
神奈川県 はたの　よしひろ ささき　ゆかこ きむら　くにお

波多野　美浩 佐々木　由佳子 木村　國男
大阪府 おかひさ　かずこ あさだ　しずえ 長野県 つつい　きくよ

岡久　加寿子 浅田　志津江 筒井　菊世
広島県 もりした　なおあき 青森県 みうら　いくこ やまだ　ひさこ

森下　直明 三浦　郁子 山田　ひさ子
秋田県 はかまた　りょう 岐阜県 あんどう　まさこ

袴田　良 安藤　晶子
群馬県 くまの　ながよし 愛知県 ふかつ　うたた

熊野　長良 深津　唱多
にいみ　まりこ

氏名非公表 新美　眞理子
千葉県 すどう　のりこ はっとり　ふくみ

須藤　範子 服部　富久美
しみず　ゆみ いとう　とよこ

清水　由美 伊藤　豊子
みずかみ　ようこ 三重県 かわぐち　みつひさ

水上　陽子 川口　光久
しもとり　みえこ 京都府 あべ　いずみ

霜鳥　美江子 安部　泉
むらかみ　しゅんや 大阪府 たかさか　ようこ

村上　俊哉 髙坂　洋子
にしやま　みちこ

西山　美千子 氏名非公表
東京都 よこかわ　としこ うめづ　ともこ

横川　トシ子 梅津　知子
みやさか　としえ 奈良県 ほんだ　やすえ

宮坂　寿恵 本多　康惠
おおしま　まさこ 和歌山県 こばた　いくこ

大島　正子 小畑　郁子
そえじま　ひろこ ふくち　まさかず

副島　浩子 福地　正和
しのはら　けいこ 鳥取県 おおた　しんいちろう

篠原　恵子 太田　信一郎
とよだ　じゅんこ あかり　ひでかず

豊田　純子 明里　英和
神奈川県 かしむら　ちはや くらしき　ひろふみ

樫村　千早 倉敷　裕史
やまだ　かよこ 島根県 おがわ　さゆり

山田　かよ子 小川　佐有理
いしだ　まりこ 岡山県 こばやし　ひろえ

石田　まり子 小林　裕恵
新潟県 さいとう　みつこ とみた　なおみ

斎藤　光子 冨田　直美



都道府県名 氏名
広島県

氏名非公表
徳島県 はらだ　まさひこ

原田　昌彦
香川県 さがわ　かよこ

佐川　加代子
ひろせ　けいこ

廣瀬　桂子
福岡県 いけだ　ひろこ

池田　裕子
おおやま　しずか

大山　靜香
佐賀県 とやま　えつこ

外山　悦子
しまもと　まゆみ

島本　眞由美
こいけ　ちあき

小池　千昌
長崎県 ながの　せつこ

永野　節子
いまむら　けいこ

今村　慶子
まるいし　じゅんこ

丸石　順子
鹿児島県 うちむら　てつろう

内村　哲郎
沖縄県 あらしろ　みえこ

新城　美栄子



（２）調査事業所　　473事業所

都道府県名 表彰事業所名

北海道 非公表

株式会社トータルオフィス

ピーエス工業株式会社　札幌工場

株式会社ミクロ札幌

丸和油脂株式会社　北海道美幌工場

三和交通株式会社

株式会社ニトリ　美園店

エア・ウォーター株式会社　産業カンパニー　オンサイト事業部　輪西工場

公益財団法人　北海道医療団　帯広西病院

一般財団法人ハスカッププラザ

12 北海道衛生工業株式会社

厚岸漁業協同組合

青森県 八戸セメント株式会社

青森県土地改良事業団体連合会

株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック

六ヶ所エンジニアリング株式会社

6 山形砕石株式会社

社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

岩手県 株式会社ＰＪ二戸フーズ

アントレーヴ株式会社

株式会社平野組

株式会社三栄工業所

株式会社丸越

7 株式会社小林精機

東北資材工業株式会社　矢巾事業所

宮城県 ジャパンフード東北株式会社

株式会社サン・ベンディング東北　仙台支店

三陸化成株式会社　河北工場

三協タックラベル株式会社

カメイ株式会社　本社

高千穂電気株式会社角田支社柴田事業所

東洋刃物株式会社富谷工場製造第１課

有限会社アンジェリーナ

10 株式会社保坂

株式会社つばめ急便仙台センター

秋田県 秋田ステーションビル株式会社

社会福祉法人新秋会　特別養護老人ホームひなた

山科建設株式会社

株式会社ＳＵＭＣＯ　ＪＳＱ事業部

秋田県醗酵工業株式会社

7 株式会社　ミートランド

小玉醸造株式会社

山形県 クアーズテック株式会社　小国事業所

社会医療法人 公徳会　佐藤病院

株式会社データシステム米沢

株式会社庄交コーポレーション　東京第一ホテル鶴岡事業部

吉宮株式会社

7 後藤電子株式会社

株式会社はま寿司　天童店

福島県 トヨタカローラ福島株式会社　郡山店

株式会社ダイユーエイト

株式会社YSK　福島工場

東京セメント工業株式会社　福島工場

冨士ダイス株式会社　郡山製造所

株式会社アイナバ

株式会社吉城光科学

東芝プレシジョン株式会社

10 丸三物流株式会社

西ノ宮精器株式会社　須賀川事業部



都道府県名 表彰事業所名

茨城県 一般社団法人茨城県経営者協会

株式会社エヌデーデー　水戸事業所

株式会社サニクリーン東京　古河営業所

埼玉オリジン株式会社　第二工場

株式会社　八幡鉄工所

株式会社双葉製作所　日立支社

光商工株式会社　茨城工場

株式会社つくば食品

株式会社遠山工業

11 トーソー株式会社　つくば事業場

非公表

栃木県 北関酒造株式会社

サッポロビール株式会社　那須工場

ニッカウヰスキー株式会社　栃木工場

株式会社テクノスマイル　関東事業所

光工業株式会社

株式会社エムツーシステムズ

株式会社アトム　ステーキ宮　簗瀬店

9 株式会社北新

一般財団法人関東電気保安協会　下野事業所

群馬県 澤藤電機株式会社

医療法人社団三思会　東邦病院

ケービックス株式会社

日清フーズ株式会社館林工場

株式会社群馬しっかり工場

株式会社トレジャー　万代書店高崎店

渋沢テクノ建設株式会社

9 多野藤岡農業協同組合

有限会社金井シャーリング

埼玉県 MS＆ADグランアシスタンス株式会社

富士産業株式会社　埼玉事業部

医療法人財団健和会　みさと健和病院

株式会社日本コンラックス

JCOM株式会社　関東カスタマ―センター

金子農機株式会社

ヤマト・インダストリー株式会社

非公表

株式会社浜田商店

非公表

株式会社マコト埼玉工場

株式会社熊谷紙業

昭和パックス株式会社　東京工場

株式会社大東製作所

16 さくら産業株式会社

株式会社ワコム製作所

千葉県 住友建機株式会社　千葉工場

日本ベルパーツ株式会社本社工場

非公表

株式会社大塚商会　京葉営業部

株式会社せんどうおゆみ野店

株式会社せんどう辰己台店

サミット株式会社　サミットストアライフガーデン浦安富岡店

サミット株式会社　サミットストア松戸新田店

横山香料株式会社　　

伊丹産業株式会社千葉精米工場

ミズホ株式会社　千葉工場

千種興産株式会社

14 佐川急便株式会社　柏営業所

株式会社フジボシ



都道府県名 表彰事業所名

東京都 スリーエムジャパン イノベーション株式会社

楽天コミュニケーションズ株式会社

清水建設株式会社　東京支店

積水樹脂株式会社　事業部

シチズン時計株式会社

サミット株式会社　サミットストア東中野店

サミット株式会社　サミットストア井荻駅前店

アラマークユニフォームサービスジャパン株式会社

非公表

株式会社いなげや　お花茶屋店

スターバックスコーヒージャパン株式会社　白金高輪店

株式会社日立国際電気

株式会社りそな銀行　不動産営業部（東京）

ハルズ京晴有限会社セブン‐イレブン南大沢駅前店

株式会社育伸社

リコージャパン株式会社　田町事業所

共栄火災海上保険株式会社

日本ハウズイング株式会社　東京南支店

オーケー株式会社　南六郷店

日本瓦斯株式会社

佐川急便株式会社　千代田営業所

佐川急便株式会社　三多摩営業所

ホテルモントレ株式会社ホテルモントレ銀座

野村證券株式会社　立川支店

日本スピンドル製造株式会社　東京支社

株式会社トプコン

社会福祉法人合掌苑　鶴の苑

日軽金アクト株式会社

大東建託パートナーズ株式会社　いい部屋サポートセンター東京

オリックス債権回収株式会社　本社

有限会社マルゼン

東京都個人タクシー交通共済協同組合

株式会社東京甲子社

山の手自動車工業株式会社

税理士法人フォース

社会福祉法人まちのひ富士清掃サービス

株式会社サンメック東京支店

北川ヒューテック株式会社　東京本社

そば処　増田屋

明電興産株式会社明興ツーリスト

カフェベローチェ　駒沢店

ワタケイ紙器株式会社

株式会社ライデン

株式会社あさひサイクルベースあさひ板橋四葉店

富沢歯科医院

株式会社ヤマックス 東京支店

杉下クリニック

医療法人社団良保会　奥秋整形外科

ノア精密株式会社　本社

山喜機工株式会社

株式会社東京ドーム ｓｈｏｐ ｉｎ お茶の水サンクレール店

株式会社エヌデーデー金融・鉄道システム事業部世田谷分室

株式会社アイティースペース・オフィス

アジリティ・アセット・アドバイザーズ株式会社

ケーエス産業株式会社

株式会社ＳＥＮＳＥＡＩＤメガネスーパー　麻布十番店　

公益財団法人品川文化振興事業団

板橋運送株式会社

60 株式会社アイグランあい保育園南麻布

佐川急便株式会社三多摩営業所立川曙町２丁目ＳＣ



都道府県名 表彰事業所名

神奈川県 聖マリアンナ医科大学病院

株式会社ブリヂストン　横浜工場

株式会社富士通ゼネラル

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社　海老名事業所

東芝プラントシステム株式会社川崎事業所

三菱電機特機システム株式会社東部事業部

三菱プレシジョン株式会社　鎌倉事業所

株式会社不二家　秦野工場

プライムデリカ株式会社　相模原第一工場

株式会社ＪＦＥウイング

株式会社コナミアミューズメント東京テクニカルセンター

相鉄ローゼン株式会社　十日市場店

タイムズサービス株式会社　第三事業本部　横浜支店

株式会社鎌倉パークホテル　

社会福祉法人若竹大寿会　介護老人保健施設　リハリゾート青葉

株式会社野毛電気工業

株式会社いなげや　綾瀬上土棚南店

東急電鉄株式会社　長津田駅

ツツミ産業株式会社

非公表

22 サクラ電線工業株式会社　

日本スチールウール株式会社　秦野工場

新潟県 塩沢リネンサプライ株式会社

新潟市水道局　秋葉事業所

株式会社髙又製作所

株式会社やまと食品

越後天然ガス株式会社

7 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社　新潟センター

株式会社サンケイ情報ファシリティ

富山県 富士フイルムマニュファクチャリング株式会社　富山事業所

社会福祉法人恩賜財団済生会　富山県済生会富山病院

株式会社スタッフサービス

ＵＴエイム株式会社　富山キャリアセンター

バイホロン株式会社　大沢野事業所

北陸トナミ運輸株式会社

8 日研トータルソーシング株式会社　富山事業所

日総工産株式会社　富山サテライト

石川県 太平ビルサービス株式会社

株式会社クスリのアオキ本社

非公表

株式会社ハチバンハチバンフーズパーク

株式会社サンキュー１００満ボルト金沢本店

公益社団法人石川勤労者医療協会城北クリニック

8 天龍工業株式会社　旭丘工場

株式会社幸栄堂　河原工場

福井県 非公表

株式会社一本義久保本店

株式会社　加藤八

シプロ化成株式会社

クラレファスニング株式会社丸岡工場

7 株式会社ＫＹＯＥＩ

株式会社前田産業

山梨県 株式会社シャトレーゼ

3 キヤノンファインテックニスカ株式会社　増穂事業所

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社　甲府事業所



都道府県名 表彰事業所名

長野県 医療法人丸山会　丸子中央病院

富士電機パワーセミコンダクタ株式会社

株式会社シーテック　長野支社

社会福祉法人若槻ホーム

株式会社エイワ

神應透析クリニック

株式会社栄光製作所

9 日本エフディ株式会社

中部日本電子株式会社

岐阜県 株式会社ＫＶＫ　本社・本社工場

シンクレイヤ株式会社　可児工場

川重岐阜エンジニアリング株式会社

株式会社ナベヤ

株式会社テクノア

株式会社　サンレール　本社

国際セーフティー株式会社岐阜支店

9 サトウパック株式会社

非公表

静岡県 須山建設株式会社

浜松帝国警備保障株式会社

株式会社フジクラ　沼津事業所

日東富士製粉株式会社　静岡工場

はごろもフーズ株式会社富士山パスタプラント

山本工業有限会社

社会福祉法人松風

有限会社静岡フスマ商会

いとう漁業協同組合　

三明電子産業株式会社

株式会社藤枝農産加工所

13 株式会社飯田工業

南箱根ダイヤランド株式会社

愛知県 株式会社シーテック　大江分室

株式会社松風屋　清州工場

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社　東海支社

株式会社ダイコーゴム

社会医療法人志聖会総合犬山中央病院

豊通鋼管株式会社

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社　名古屋ビジネス営業部

株式会社アーレスティ　東海工場

日立金属商事株式会社　中部支店

東レ株式会社　東海工場

日通名古屋製鉄作業株式会社

株式会社先進工業

株式会社トヨタシステムズ　

株式会社山一ハガネ　本社

株式会社サンビーオフィス

日東電工株式会社　豊橋事業所

名古屋プロパン瓦斯株式会社　小牧支店

豊橋信用金庫　本店

三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社　名古屋事業所

安井精工株式会社

奥田工業株式会社

株式会社三河屋　ビッグリブ小牧店

24 株式会社エヌジェーシー名古屋支社

株式会社ゲオ　流通部



都道府県名 表彰事業所名

三重県 スーパーサンシ株式会社　大矢知店

三重北農業協同組合

ダイジェット工業株式会社　三重事業所

東工コーセン株式会社コーセン工業事業部　三重工場

株式会社エムイーピーコム四日市

社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

日本精工硝子株式会社　三重工場

株式会社LIXIL　伊賀上野工場

10 株式会社宮﨑本店

株式会社三水フーズ　本社工場

滋賀県 株式会社エラストミックス滋賀工場

株式会社サンエー　ＴＳＴ事業所 

一般財団法人　守山野洲市民交流プラザ

一正蒲鉾株式会社　関西工場

株式会社橋本クロス

株式会社アヤハエンジニアリング

グリーンホテルＹｅｓ長浜　みなと館

9 株式会社エコプラン　

一般財団法人彦根市事業公社

京都府 カワイ電線株式会社　福知山工場

日本ハウズイング株式会社　関西事業部　京都支店

阪急電鉄株式会社　運輸部京都線運輸課運転係（桂）              

伊丹産業株式会社　京都支店                         

株式会社　石野味噌

非公表

株式会社永楽屋                             

三和ハイドロテック株式会社　京都工場                   

10 株式会社クイックパック　関西工場                      

非公表

大阪府 リコージャパン株式会社　本町橋事業所

株式会社トーコー　北大阪支店

株式会社アカツキ

エム・ユー・センターサービス大阪株式会社

日本たばこ産業株式会社　医薬総合研究所

株式会社IHIインフラシステム

独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター

社会医療法人協和会　加納総合病院

社会医療法人　大道会　森之宮病院

日立造船株式会社

株式会社ダイヘン　十三事業所

株式会社帝国ホテル　帝国ホテル大阪

株式会社トパック

光陽商事株式会社

株式会社PALTAC　本社

藤本食品株式会社　大阪工場

株式会社竹中製作所

19 株式会社大電社

大阪芸術大学附属大阪美術専門学校



都道府県名 表彰事業所名

兵庫県 兵庫県信用保証協会

ＯＣI株式会社　本社

スターバックスコーヒージャパン株式会社　三宮ダイエー店

株式会社　警備ひゃく

日本赤十字社　姫路赤十字病院

三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社

ビューテック株式会社　高砂営業所

公益財団法人兵庫県園芸・公園協会

コーナン商事株式会社　ホームセンターコーナン西宮今津店

セッツカートン株式会社

株式会社ベルシステム２４　神戸ソリューションセンター

株式会社さとう フレッシュフロンティア フレッシュバザール八鹿店

14 大豆工房株式会社

株式会社エスコアハーツ

奈良県　 　1 公立学校共済組合奈良宿泊所 ホテル リガーレ春日野

和歌山県 日高川漁業協同組合

非公表

株式会社好日山荘　紀三井寺店

5 紀陽情報システム株式会社

佐川急便株式会社　田辺営業所

鳥取県 株式会社シバ・ガーメント

中山精工株式会社　鳥取工場

4 鳥取いなば農業協同組合　行徳本店

株式会社ミヨシ産業

島根県 株式会社　魚の屋

株式会社ダイヤコンピュータサービス

株式会社丸惣　大田工場

5 三笠産業株式会社　出雲工場

株式会社ベッセル島根

岡山県 麒麟麦酒株式会社　岡山工場

エムテック株式会社　本社

医療法人行堂会長野病院

セキスイハイム中四国株式会社　岡山支店

株式会社オクノ

株式会社永谷園フーズ　岡山御津工場

山陽電子工業株式会社

9 エバラ食品工業株式会社　津山工場

東洋精機産業株式会社

広島県 非公表

国立大学法人広島大学

株式会社イズミ

アヲハタ株式会社　竹原工場

株式会社ウッドワン

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会

株式会社ヒロエー

株式会社コネット

株式会社オオケン

11 株式会社北川鉄工所

社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院　

山口県 有限会社ワイ・エス・ケイ

医療法人和同会　宇部西リハビリテーション病院

株式会社秋川牧園

株式会社ヒロテック　防府工場

旭化成建材株式会社岩国工場

ＴＤパワーマテリアル株式会社

8 株式会社トクヤマ　徳山製造所

ＴＨＫ株式会社山口工場



都道府県名 表彰事業所名

徳島県 株式会社ホンダカーズ徳島　応神店

生活協同組合コープ自然派事業連合　徳島川内センター 

美好食品株式会社

5 医療法人清樹会　ライフコンシェルジェ徳島

株式会社ＫＳプランニング　徳島工場

香川県 株式会社タダノ

大倉工業株式会社　仲南工場

株式会社久保田麺業

非公表

6 株式会社マルヨシセンター　本部

株式会社姫生水産　室本工場

愛媛県 医療法人財団慈強会

株式会社三浦マニファクチャリング

生活協同組合コープえひめ　本部

株式会社ニトリ　松山店

西染工株式会社

7 住友金属鉱山株式会社　技術本部電池研究所

株式会社マサノ

高知県 株式会社ヤマサ

河野製紙株式会社

有限会社岡村蒲鉾

5 社会福祉法人高幡福祉会

株式会社四国建設センター

福岡県 黒崎播磨株式会社

公立八女総合病院企業団　公立八女総合病院

福銀事務サービス株式会社シーサイドセンター

株式会社九州シジシー 九州ＪＤセンター

三菱電機株式会社　九州支社

三菱電機システムサービス株式会社　九州支社

医療法人静かな海の会津屋崎中央病院

株式会社キューワ　小倉事業所

株式会社エヌ・エフ・ティ

アストモスリテイリング株式会社　九州カンパニー

株式会社エア・ガシズ北九州

福岡シティ物流株式会社

14 株式会社ＣＴＩグランドプラニング

株式会社ベルエア

佐賀県 株式会社佐賀ブロイラー　高木瀬工場

株式会社佐賀玉屋

宮島醤油株式会社本社

5 ヤクルト食品工業株式会社

株式会社アトックス　玄海事業所

長崎県 山下医科器械株式会社　佐世保支社

株式会社石井商店

特定非営利活動法人五島市はまゆう福祉作業所

5 株式会社　エフエム諫早

日清医療食品株式会社　福岡支店

熊本県 有価物回収協業組合石坂グループ

熊本ダイハツ販売株式会社

株式会社天水

有限会社矢野畜産

アートキャンディ株式会社　熊本工場

株式会社技建日本

8 九州丸一鋼管株式会社

株式会社木村

大分県 河津建設株式会社

大日本住友製薬株式会社　大分工場

ＴＯＴＯファインセラミックス株式会社

二豊味噌協業組合

6 学校法人後藤学園藤華医療技術専門学校

特定医療法人聖陵会　聖陵岩里病院



都道府県名 表彰事業所名

宮崎県 非公表

宮崎化成株式会社

株式会社大三商行　サンテック事業部

非公表

八興運輸株式会社　宮崎営業所

7 株式会社児湯ビルサービス

株式会社ウイント

鹿児島県 ＭＢＣ開発株式会社

株式会社　海幸

有限会社　南薩東京社

南日本酪農協同株式会社　鹿屋工場

6 株式会社　枕崎冷凍食品

株式会社全日警　鹿児島支社

沖縄県 日本トランスオーシャン航空株式会社那覇空港地区

株式会社キョウリツ

沖縄電力株式会社牧港火力発電所

損害保険ジャパン株式会社沖縄支店

6 株式会社サン・ビスタ那覇

株式会社沖縄債権回収サービス


