
令和４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）



（１）個人表彰　68名

① 都道府県・市区町村職員 ８名 ② 統計調査員 60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 北海道 おばた　みき 愛知県 すえひろ　とみこ

氏名非公表 小畑　美紀 末廣　とみ子
栃木県 ほしの　としゆき すずき　のりえ こばやし　よしあき

星野　利行 鈴木　紀惠 小林　義明
東京都 みとべ　かしこ とくなが　まりこ 三重県 なかやま　すみこ

水戸部　かしこ 徳永　真理子 中山　澄子
愛知県 おのだ　とおる ひがしかわ　かずこ はまの　みちこ

小野田　徹 東川　和子 濵野　美智子
大阪府 おおはし　ただかつ 宮城県 さいとう　みどり 京都府 きのした　やちよ

大橋　忠勝 齋藤　みどり 木下　八千代
ふじさわ　ひろゆき 秋田県 おおたか　みさこ 大阪府 ますだ　とよみ

藤澤　弘幸 大髙　美佐子 増田　とよみ
たかよせ　よしこ 栃木県 かんだ　としこ すぎた　しゅうこ

髙寄　良子 神田　敏子 杉田　収子
大分県 ふくなが　かおり 千葉県 たなか　ゆみこ はやし　えつこ

福永　香織 田中　祐見子 林　悦子
ほしの　ともみ くろすみ　えつこ

星野　知美 黒住　惠津子
はせがわ　ようこ 兵庫県 うと　としこ

長谷川　洋子 宇都　敏子
むらさわ　すみこ 奈良県 ふるむら　ちとし

村沢　澄子 古村　千年
たかはし　みさお 鳥取県 みつい　ちえこ

髙橋　操 三ッ井　智栄子
やまもと　としこ こいずみ　まさこ

山本　利子 小泉　雅子
東京都 いわもと　じゅんこ ありさわ　れいこ

岩本　淳子 有澤　麗子
さかもと　れいこ 島根県 おの　ともこ

坂本　礼子 小野　朋子
ひがし　まさお 岡山県 かさま　まさこ

東　正雄 笠間　雅子
神奈川県 いしぐろ　のりこ つるみ　かずこ

鶴海　和子
いなば　ふさえ 広島県 つもり　せいこ

稲葉　房江 津森　正子
いわせ　ゆうこ 徳島県 こんどう　たみこ

岩瀬　優子 近藤　多美子
うちだ　みきこ 香川県 かたやま　そのみ

内田　己喜子 片山　園美
新潟県 ほしの　のりこ ひろせ　はるよ

星野　紀子 廣瀬　春代
富山県 あさくら　さだこ 愛媛県 わかはら こういち

朝倉　貞子 若原　孝一
にしだ　けいこ 高知県 どい　ともこ

西田　恵子 土居　知子
山梨県 福岡県 たはら　かずみ

氏名非公表 田原　和美
ふかさわ　ひろこ 長崎県 まつき　いさお

深澤　ひろ子 松木　伊佐雄
長野県 なかみち　たかこ やなせ　やすこ

中道　孝子 梁瀬　康子
かみじょう　ゆみこ つつい　としえ

上條　由美子 筒井　としえ
静岡県 いしい　ゆきこ 熊本県 むかえだ　ゆきこ

石井　由紀子 迎田　ゆき子
愛知県 宮崎県 あんどう　たけのり

氏名非公表 安藤　武紀
にいみ　さとみ 沖縄県 たから　きみこ

新美　里美 髙良　キミ子
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（２）調査事業所　　515事業所

都道府県名 表彰事業所名

北海道 株式会社オークローンマーケティング　札幌センター

株式会社道新総合印刷　札幌工場

株式会社ダスキンサーヴ北海道　ダスキン朝里支店

ＮＸ北旺運輸株式会社

コープフーズ株式会社

北海道パワーエンジニアリング株式会社　苫小牧事業所

札幌トヨタ自動車株式会社本社

有限会社ケースリーワイズ

ニコー食品株式会社

生活協同組合コープさっぽろ

横内林業株式会社

13 クワザワホールディングス株式会社

アサヒビール株式会社北海道工場

青森県 相馬村農業協同組合

森羽紙業株式会社

株式会社サンカツ

彦建設株式会社

6 東北臨海興業株式会社

青森合同青果株式会社

岩手県 リアス環境管理株式会社

千住電子工業株式会社

株式会社かわむら　岩手工場

株式会社関商ネットワーク

岩手アパレル株式会社

7 株式会社戸田久　姫神工場

洋野町種市学校給食協会

宮城県 トヨタカローラ宮城株式会社　本社

三井ホーム株式会社　東北統括支店

東北電子工業株式会社　桃生工場

筑波ダイカスト工業株式会社宮城工場

株式会社加和喜フーズ

株式会社木の屋石巻水産美里町工場

株式会社カネカシーフーズ

田中前加藤歯科医院

大東建託リーシング株式会社

11 五光食品株式会社

株式会社ホームエネルギー東北

秋田県 ヨコウン株式会社　横手営業所

株式会社　秋田クボタ　本社

株式会社秋田新電元　飛鳥工場

秋田中央交通株式会社　臨海営業所

丸水秋田中央水産株式会社　本社

7 アスカフーズ株式会社　食品事業部

株式会社　安藤醸造

山形県 株式会社ジャパンクリエイト山形営業所

ナブテスコオートモーティブ株式会社　山形工場

水澤化学工業株式会社　水沢工場

富士フイルムBI山形株式会社

株式会社片桐製作所　山形事業所

7 しらたか不二サッシ株式会社

株式会社山形ごぼう商會

福島県 オン・セミコンダクター会津株式会社

株式会社アムーヴ

福島サンケン株式会社

エル・エス・アイ株式会社

曹鉄メタル株式会社

株式会社日本理化エナジーシステムズ　福島事業所

株式会社いわき電算

遠藤林業株式会社

10 株式会社東北村田製作所　郡山事業所

医療法人慈心会　村上病院



都道府県名 表彰事業所名

茨城県 佳伸産業株式会社

茨城町役場　都市建設部下水道課

江東矢崎サービス株式会社　鹿嶋工場

住友生命保険相互会社　鹿島支部

有限会社ハート企画

株式会社タクマテクノス　土浦事業所

一般財団法人　高度情報科学技術研究機構

非公表

株式会社サンプラネット　鹿島事業所

株式会社蔵持

12 三井化学東セロ株式会社　勝田工場

太平ビルサービス株式会社　茨城営業所

栃木県 カルビー株式会社　新宇都宮工場

リコージャパン株式会社　栃木支社

株式会社LIXIL　人事サービス部

富士精密株式会社

株式会社栃木パワーテクノ

大和リゾート株式会社　RoyalHotel那須

株式会社トイテック

日豊工業株式会社

10 ヘイコーパック株式会社

佐川急便株式会社　栃木営業所

群馬県 コーセーインダストリーズ株式会社　群馬工場

ベスト資材株式会社

株式会社ヤマダイフーズ

持田商工株式会社　群馬事業所

株式会社ベルサンテ

信越エンジニアリング株式会社　システム機器事業部

パナソニック内装建材株式会社　群馬工場

9 大東建託株式会社　太田支店

株式会社したら富士見第２工場

埼玉県 株式会社ＯＫＩソフトウェア

ランスタッド株式会社　久喜支店

株式会社タカインフォテクノ

株式会社ニッコー・ガード・システム

株式会社エポックケミカル

岩崎電気株式会社　川里工場

社会福祉法人さきたま会　特別養護老人ホームみずほの里

株式会社ロムテック

内山自動車工業株式会社

東電用地株式会社　埼玉支社

日建塗装工業株式会社　春日部工場

有限会社シマ・コーポレーション

リベレステ株式会社

日幸精密工業株式会社

株式会社ケンショクホールディング

株式会社テクノフォームジャパン　埼玉工場

大成樹脂工業株式会社

19 サークルツー食品株式会社

株式会社徳田練磨工作所

千葉県 協和警備保障株式会社　千葉支社

フジフーズ株式会社　千葉工場

日本化工食品株式会社　千葉工場

九十九里地域水道企業団

アメリカン電機株式会社　千葉工場

株式会社富士通エフサス　Chiba Hub

株式会社エス・イー・シー・ハイテック　技術開発センター

千葉トヨタ自動車株式会社　穴川店

株式会社合同資源　千葉事業所

大本山成田山新勝寺

京葉瓦斯株式会社

富士通株式会社　幕張システムラボラトリ

富士石油株式会社　袖ケ浦製油所

15 ヤマサ醤油株式会社

住友化学株式会社　千葉工場　



都道府県名 表彰事業所名

東京都 東京都緑友印刷製本協業組合

日本道路興運株式会社

株式会社オーレ

株式会社クリエイトエス・ディー　新宿早稲田店

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社

パナソニック株式会社　 コンシューマーマーケティング部門

株式会社清光社

株式会社クボタ　東京本社

大丸交通株式会社

同和鍛造株式会社

能美防災株式会社　本社

富士通株式会社　市ヶ谷オフィス

金剛株式会社　東京支店

株式会社髙島屋　日本橋店

株式会社ローソン

株式会社大塚商会　たよれーるコールセンター

株式会社髙島屋　総務本部　関東

テイシン警備株式会社　杉並支社

株式会社髙島屋　立川店

株式会社安藤・間

ＭＸモバイリング株式会社

サミット株式会社　サミットストア桜店

株式会社サウンドインスタジオ

東急不動産株式会社

日本交通株式会社板橋営業所

八王子市資源循環部館清掃事業所

フェイス・ワン株式会社

社会医療法人財団仁医会　牧田総合病院

株式会社日立国際電気　東京事業所

ＤＩＣ株式会社

社会医療法人　河北医療財団　河北総合病院

株式会社大崎電機工業所

株式会社クリーンテック

株式会社プランドゥ　ミスタードーナツ　練馬高野台駅前ショップ

インタープラン株式会社

ティービー薬局２号店

テイケイトレード株式会社　八王子支店

株式会社　学究社　ｅｎａ河辺

すみれ分包機株式会社

株式会社 日本インペックス

株式会社学会サービス

日本盛株式会社　東京支店

株式会社　木元省美堂

日昭電気株式会社　品川営業所

株式会社エムデクト

富士化学株式会社　東京営業所

一般社団法人保健医療福祉情報システム    工業会

レジノカラー工業株式会社

株式会社ソフト・プライ・データ

株式会社シグナイト

日昭無線株式会社

ひろみ歯科医院　京王仙川

医療法人社団翠松会みどり整形外科クリニック

とこしえ特許業務法人

ウエルシア中野さぎの宮店

株式会社誠宇ジャパン　東京本社

有限会社アズ・フェローズ

社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会　点字図書館

株式会社システムプラス

福博綜合印刷株式会社　東京支社

株式会社グランレーブ　Atelier ＪＤ Paris柿の木坂店

63 株式会社日本システム設計

株式会社南出キカイ　東京北営業所



都道府県名 表彰事業所名

神奈川県 株式会社　髙島屋　横浜店

富士通株式会社　新子安オフィス

株式会社野村総合研究所　横浜総合センター

アンリツ株式会社

日清オイリオグループ株式会社　横浜磯子事業場

株式会社全日警　横浜支社

株式会社門倉組

サミットストア　権太坂スクエア店

リコージャパン株式会社　川崎第二事業所

株式会社京浜コーポレーション　鶴見事業所

株式会社日立ゆうあんどあい

リコーテクノロジーズ株式会社

湘南信用金庫

株式会社しまむら　しまむらストアー旭店

三井ホーム株式会社　神奈川事業本部　湘南支店

ヤスマ株式会社　横浜工場

株式会社アルファーテック

株式会社山星屋　関東事業部　西関東営業部

テセラ・テクノロジー株式会社

ＴＭＣシステム株式会社　第一ビル

株式会社シンデン大和営業所

23 スターバックスコーヒージャパン株式会社　あざみ野みすずが丘店

タカナシ乳業株式会社　企画センター

新潟県 株式会社聖籠の杜

新潟県立高田農業高等学校

株式会社早出川建設

野島食品株式会社

有限会社パルヨコヤマ

株式会社アイシン

株式会社コム　八千代

非公表

株式会社坂電工業

11 株式会社ニュークリア

加茂信用金庫

富山県 タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社

株式会社アイザック　環境事業本部

ウッドリンク株式会社

クリーン産業株式会社　マザーワークス

アドバンテック株式会社　北陸営業所

タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社　砺波地区

武内プレス工業株式会社　滑川本江工場

9 ＢＢＳジャパン株式会社

ＡＩＧ損害保険株式会社富山コンタクトセンター

石川県 株式会社金沢村田製作所　能美工場

コストコホールセールジャパン株式会社　野々市倉庫店

オリエンタルチエン工業株式会社

非公表

東野産業株式会社

アイナックス稲本株式会社　白山工場

8 冨木医療器株式会社

株式会社シーピーユー

福井県 社会福祉法人町屋福祉会本部

株式会社電陽社　ブックオフ福井米松店

株式会社リード食品工業

株式会社ジャクエツホールディングス

フィット技研

7 田中段ボール工業株式会社

有限会社林厚生堂薬局

山梨県 株式会社佐藤電機製作所山梨工場

2 南アルプス市農業協同組合　本店



都道府県名 表彰事業所名

長野県 長野日本無線マニュファクチャリング株式会社

株式会社アルプスツール　テクノさかき事業所

カンロ株式会社　朝日工場

ナパック株式会社

株式会社駒ヶ根自動車学校

有限会社八幡屋礒五郎

株式会社フォレストコーポレーション

株式会社相模組

10 株式会社フレッシュベジ加工

長野県厚生農業協同組合連合会北アルプス医療センターあづみ病院　

岐阜県 非公表

富士化学株式会社　中津川工場

株式会社マメックス

環境ネット株式会社

非公表

株式会社十味惣

榎本ビーエー株式会社

キングラン中部株式会社

10 株式会社竹原ゴム加工

非公表

静岡県 三菱電機株式会社　静岡製作所

芝浦機械株式会社　沼津本社

株式会社プロスパイラマニュファクチャリング

株式会社アイエイアイ　本社

東レ株式会社 三島工場

住友ベークライト株式会社　静岡事業所

矢崎部品株式会社　大東工場

平井工業株式会社

東海綜合警備保障株式会社

積水フーラー株式会社　浜松工場

社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

13 株式会社サイコー

清和海運株式会社

愛知県 富士特殊紙業株式会社

中京パイプ工業株式会社

ロイヤルホームセンター株式会社　ロイヤルホームセンター長久手

東レエンジニアリング中部株式会社

株式会社ヤマミ醸造

株式会社全日警　名古屋支社

株式会社　新巧模型製作所

榎本産業株式会社

ネッカート株式会社

サン・ベルグラビアカントリー倶楽部株式会社

岡崎合繊株式会社

西川コミュニケーションズ株式会社

株式会社　中部技研

宇都宮工業株式会社

株式会社空見スチールサービス東工場

豊大工業株式会社　本社工場

ＴＭＥＨジャパン株式会社

日鉄物産荒井オートモーティブ株式会社

ＡＮＡ中部空港株式会社

株式会社ヒューマニック　名古屋支店

株式会社サカツコーポレーション

23 日本郵便株式会社　豊田北郵便局

株式会社Ｊパック



都道府県名 表彰事業所名

三重県 株式会社内外製粉

株式会社丸愛

株式会社金澤兼六製菓　三重工場

日軽エムシーアルミ株式会社　三重工場

株式会社上田ゴム工業

富士フイルムマニュファクチャリング株式会社　鈴鹿事業所

住友電装株式会社　津製作所

ランスタッド株式会社　四日市支店

非公表

11 有限会社東川ゴム工業

株式会社久志本組

滋賀県 京都宝製菓株式会社　栗東工場

株式会社内田組

ラオックス・ロジスティクス株式会社　中央物流センター

しがぎんビジネスサービス株式会社

株式会社ファイブスター　海座八日市店

株式会社ファイブスター　ココス野洲店

8 株式会社吉野工業所滋賀工場

社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県済生会特別養護老人ホーム淡海荘

京都府 FFK株式会社　拝師工場

西大浦産業株式会社

カルビー株式会社　京都工場

社会福祉法人宇治東福祉会　 ワークセンター宇治作業所デイセンター宇治作業所

株式会社SAITO

株式会社ファイブスターココス京都八幡店

株式会社キクチコンサルタント

リコージャパン株式会社京都南事業所

学校法人京都中央学院

11 株式会社ニトリ京都西院店

三菱ロジスネクスト株式会社　本社・京都工場

大阪府 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング

ランスタッド株式会社　大阪支店

株式会社互恵会　大阪回生病院

富士フイルムシステムサービス株式会社　大阪事業所

イオンリテール株式会社　 近畿カンパニー

太平ビルサービス大阪株式会社

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　大阪センター

日清食品株式会社　大阪本社

日本ハウズイング株式会社　大阪北支店

佐川急便株式会社　東大阪営業所

株式会社近鉄百貨店　上本町店

デサントジャパン株式会社　 大阪オフィス

株式会社亀田組

株式会社　アイ・エス・ディ

東急不動産株式会社

独立行政法人　労働者健康安全機構　大阪労災病院

株式会社グット・バーレ・カンパニー　第一工場

大阪府立淀川工科高等学校

株式会社フューチャーショップ

寝屋川市上下水道局

株式会社アルテック

株式会社タナカカメ

ヤマト興産株式会社

作道印刷株式会社

山本通産株式会社

株式会社大塚商会　東大阪支店

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社　大阪点検事務所

東亜熱処理株式会社

30 シーズパック株式会社

スターバックスコーヒージャパン株式会社　大丸梅田店



都道府県名 表彰事業所名

兵庫県 三菱電機エンジニアリング株式会社姫路事業所

TC神鋼不動産サービス株式会社　本社

大日電子株式会社　氷上工場

株式会社ホームロジスティクス　関西ＤＣ

富士通株式会社　Kobe Hub

ＡＧＣセラミックス株式会社

株式会社大地農園

生活協同組合コープこうべ　協同購入センター加古川

ニッコーテクノ株式会社　神戸ブランチ

神戸商工会議所

社会福祉法人 明石愛老園

生活協同組合コープこうべ　協同購入センター西宮

関西建設工業株式会社

吉野ゴム工業株式会社丹波篠山工場

16 阪神製菓株式会社

一般財団法人西脇市住民サービス公社

奈良県 医療法人拓生会

非公表

医療法人博愛会　介護老人保健施設かつらぎ

株式会社電研端子製作所

株式会社北田金属工業所

7 株式会社一ノ坪製作所

住江テクノ株式会社　奈良工場

和歌山県 永山電子工業株式会社

株式会社産九中営業所

非公表

5 シークイーン海南

海南トーヨー住器株式会社

鳥取県 株式会社正光　鳥取工場

鳥取市立浜村保育園

株式会社日興商会　鳥取印刷工場

5 有限会社鍬田精密工業

三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社

島根県 津山屋製菓株式会社

有限会社エムエスフーズ

株式会社　山海

5 有限会社風流堂　工場

カナツ技建工業株式会社

岡山県 株式会社クラレ　倉敷事業所

JFE瀬戸内物流株式会社

森安建設株式会社

株式会社ハローズ　デリカセンター

オハヨー乳業株式会社　長船工場

株式会社エディオン　エディオン倉敷本店

社会福祉法人翔洋会　特別養護老人ホーム灘崎荘

兼松コミュニケーションズ株式会社　ドコモショップ西大寺店

10 株式会社岡山機型製作所

株式会社昭和商会　岡山工場

広島県 株式会社広島銀行　総務課

学校法人福山大学　福山大学

福山ゴム工業株式会社

日東食品工業株式会社

常石造船株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

海上自衛隊第１術科学校

株式会社ユニックス

日本畜産株式会社

株式会社フォーデック

株式会社エディオン　アルパーク南店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12 山陽工業株式会社

矢野食品株式会社



都道府県名 表彰事業所名

山口県 グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社　徳山工場

日本郵便株式会社　防府郵便局

吉川工業株式会社　光支店

金近産業株式会社　東ソー作業所

日本ファブテック株式会社　防府工場

株式会社サンリブ　サンリブ下松

8 光洋技研株式会社　山口工場

株式会社スミヨシ　下松事業所

徳島県 太平ビルサービス株式会社　徳島営業所

徳島市農業協同組合　本所

株式会社岡部機械工業

5 社会福祉法人勝寿会

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社　徳島セールスセンター

香川県 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社　高松センター

佐川急便株式会社　高松営業所

ナベプロセス株式会社　本社

和田精密歯研株式会社　クラウンセンター綾上

6 株式会社タダノビジネスサポート

高松食肉事業協同組合

愛媛県 株式会社ＪＢＵ

石田クリーニング株式会社　灘町本店

東芝ライテック株式会社　今治事業所

有限会社人事堂

日本食研製造株式会社

ＡＩＧ損害保険株式会社

8 住友金属鉱山株式会社　金属事業本部　ニッケル工場

住友化学株式会社　生産安全基盤センター

高知県 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所四国支所

四国開発株式会社

株式会社マキテックサービス　ウエルネス四万十事業部

5 三共コンクリート株式会社

北川村「モネの庭」マルモッタン

福岡県 株式会社フジデリカ　福岡工場

PayPayカード株式会社福岡本社

社会福祉法人慈愛会　医療福祉センター聖ヨゼフ園

西部ガスリビング株式会社

第一交通産業株式会社

福岡大同青果株式会社

安部巻線株式会社

株式会社Ｓｋｙｗａｒｄ

エス・シー・マテリアル株式会社

医療法人社団 桜珠会 可也病院

医療法人 小倉蒲生病院

TOTO九州販売株式会社

14 株式会社Jフォスター久留米支店

応研株式会社

佐賀県 非公表

株式会社シモカワ

松浦通運株式会社唐津事業本部

社会医療法人祐愛会織田病院

6 株式会社峰組

山下医科器械株式会社　鳥栖物流センター

長崎県 双葉産業株式会社長崎工場

非公表

三菱電機ソフトウエア株式会社　トータルソリューション事業所　長崎支所

長崎西彼農業協同組合　南部営農経済センター　茂木営農経済店舗

6 非公表

やまさき内科医院



都道府県名 表彰事業所名

熊本県 株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン（熊本事業所）

社会医療法人令和会　熊本整形外科病院

三信電子株式会社

九州テイ・エス株式会社

冨士ダイス株式会社　熊本製造所

社会福祉法人　愛光会

8 社会福祉法人綾友会　特別養護老人ホーム桜の丘

株式会社モロフジケミカル

大分県 株式会社ユービック

大分県漁業協同組合

4 株式会社九州コクボ

株式会社サザンテック

宮崎県 株式会社シンコー精機

霧島酒造株式会社　本社・本社工場

前田産業株式会社

宮交ビルマネジメント株式会社

株式会社日向第一ホテル

7 学校法人宮崎日本大学学園　宮崎日本大学高等学校

株式会社ユニオンコート

鹿児島県 コンフォート株式会社

南国産業開発株式会社　南国カンツリークラブ

医療法人吉野会　はやと整形外科

株式会社　三好青果

赤鶏農業協同組合

7 医療法人仁心会　福山病院

セイカ食品株式会社

沖縄県 日本テクノ株式会社テクノサテライトオフィス

株式会社サンテックインターナショナル沖縄支店

ホシザキ沖縄株式会社

宮古製糖株式会社

6 沖食スイハン株式会社糸満工場

SGシステム株式会社沖縄コンタクトセンター


