
（１）個人

厚生統計関係39名

都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ ｳｼｼﾞﾏ ﾏｺﾄ

北海道 近藤　みゆき 北海道 牛島　誠
ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｺｳ ﾉﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

岩手県 山内　健幸 野村　良孝
ｲﾜｾ ﾏｻﾖ ﾊﾔｼ ﾔｽｺ

東京都 岩瀨　昌代 林　　康子
ﾏﾂｼﾀ ﾔｽｼ ｱｵﾔｷﾞ ﾉﾘｴ

愛知県 松下　靖 宮城県 青柳　紀恵
ﾔﾏﾑﾗ ﾏﾘﾖ ｶﾐﾔ ﾓﾄｼﾞ

大阪府 山村　万里世 埼玉県 神谷　元次
ｲﾝ ﾕﾐ ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾐ

広島県 因　由美 川上　広美
ｿｶﾞﾜ ﾐﾁﾖ ｷﾀｼﾞﾏ ﾖｳｺ

徳島県 十川　道世 北島　洋子
ｻｶｲ ｼﾞｭﾝｺ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾀﾞｺ

香川県 堺　純子 千葉県 松本　定子
ﾐﾔﾀﾆ ﾀｸ ｻﾄｳ ﾐﾂｺ

愛媛県 宮谷　卓 東京都 佐藤　美津子
ﾀｼﾛ  ﾐﾖｺ

佐賀県 田代　美代子
ﾌｸﾀﾞ ﾕｶ

福田　愉香
ｺﾔﾏ ｻﾄｺ ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ

長崎県 小山　聡子 神奈川県 小原　博史
ｸﾘﾊﾗ ﾐﾕｷ

栗原　美由紀
ﾀｶﾊｼ ｶﾖｺ

高橋　佳代子
ﾅｶﾞｵｶ ﾄｼｺ
長岡　俊子
ﾕﾔﾏ ﾖｳｺ

湯山　陽子
ﾀﾑﾗ ﾄｷﾐ

富山県 田村　外喜美
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｷｺ

石川県 北島　真樹子
ｷｭｳﾀﾞ ｶｽﾞﾐ
久田　和美
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｺ

岐阜県 河村　倫子
ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾐ

愛知県 西山　一美
ｻｲｷ ｷｸｺ

兵庫県 佐伯　規矩子
ﾀｹﾍﾞ ﾖｳｺ

武部　陽子
ﾔﾏｳﾁ ｾﾂｺ

山内　勢津子
ﾌﾙｶﾜ ｱｹﾐ

広島県 古川　明美
ﾊﾔｶﾜ ﾔｽﾖ

福岡県 早川　康代
ﾓﾘﾜｶ ﾐﾂﾖ

森若　光世

氏名非公表

氏名非公表

平成30年度厚生労働統計功労者大臣表彰被表彰者名簿

地方公共団体職員（12名） 統計調査員（27名）



労働統計関係（毎月勤労統計調査）  65名

都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名
ｶﾄｳ　ﾄﾓﾉﾘ ｳｴﾀﾞ　ﾀｹｼ
加藤　友範 大阪府 上田　武史
ｲﾅｶﾞｷ　ｱｶﾈ ﾄｶﾈ　ｱｷﾗ
稲垣　茜 鳥取県 兜金　暁

都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名
ｵﾁｱｲ　ﾚｲｺ ﾌﾅｷ　ﾋﾛｺ ﾎｿｶﾜ　ﾁｴ

北海道 落合　玲子 石川県 舟木　弘子 岡山県 細川　智恵
ｽﾅｺ　ﾀｹｺ ｻｲｷ　ﾋﾃﾞｱｷ ｲｼﾓﾄ　ﾁﾊﾙ

砂子　タケ子 福井県 斉木　英昭 広島県 石本　千春
ﾅｶﾞﾊﾀ　ﾏﾘｺ ﾀﾏｷ　ﾏｻﾐ ｶｼﾞﾀ　ﾀｶｺ

青森県 長畑　マリ子 山梨県 玉木　まさ美 山口県 梶田　孝子
ｵｵﾂﾌﾞﾗｲ　ﾋﾛｺ ｵｷﾞﾜﾗ　ｽｽﾞｺ ﾖｼﾉ　ﾀｴｺ

岩手県 大粒来　浩子 長野県 荻原　鈴子 徳島県 吉野　多江子
ｺﾄﾘｲ　ﾁﾊﾙ ｺﾞﾄｳ　ﾁｴｺ ｶﾈｺ　ﾔｽｺ

宮城県 小鳥居　千春 岐阜県 後藤　千恵子 香川県 金子　康子
ｼｮｳﾅｲ　ｷﾐｺ ｳﾀﾞ　ｹｲｺ ｶﾜｻｷ　ｽｽﾞﾐ

秋田県 庄内　公子 静岡県 宇田　惠子 愛媛県 川﨑　鈴美
ﾀｹﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾔ ﾅｶﾆｼ　ﾏｽﾐ ﾊﾏｸﾞﾁ　ｻﾁﾞｴ

山形県 武田　信也 中西　眞澄 高知県 濱口　幸惠
ｸﾜﾅ　ｷｸｺ ｷﾑﾗ　ﾏﾕﾐ ｶﾀﾋﾗ　ﾁｴ

福島県 桑名　喜久子 愛知県 木村　真弓 福岡県
ﾀｶﾊｼ　ｼﾛｳ ｵｻｶﾍﾞ　ﾋﾄﾐ ｺｶﾞ　ﾐﾜｺ

茨城県 高橋　四郎 刑部　仁美 古賀　美和子
ﾀｹｳﾁ　ﾋﾛｼ ﾐﾂｻｶ　ｱﾂﾐ ﾊﾔｼﾀﾞ　ｼｽﾞｺ

群馬県 竹内　宏 光阪　温美 佐賀県 林田　静子
ﾀｸﾞﾁ　ｹｲｺ ﾊｯﾀ　ｴｲｺ ﾏﾂｻﾞｷ　ｷｮｳｺ

埼玉県 田口　惠子 三重県 八田　栄子 長崎県 松﨑　京子
ｵｵﾂｶ　ﾔﾖｲ ｱｻﾀﾞ　ｼｭｳｼﾞ ﾐｽﾞｴ　ﾔｽｺ
大塚　弥生 滋賀県 浅田　修司 大分県 水江　康子
ｼﾄｳ　ﾅｵｺ ﾊﾗﾀﾞ　ﾐｴｺ ｸｻｶﾘ　ﾋﾛｼ

千葉県 市東　治子 京都府 原田　三枝子 宮崎県 草苅　洋
ｸﾙﾐﾔ　ﾙﾐｺ ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾕｳｺ ﾅｶｼｷﾘｮｳ　ﾀｶｺ

東京都 久留宮　ルミ子 大阪府 藤原　有子 鹿児島県 中敷領　孝子
ﾅｶﾀﾞ　ﾁﾖｺ ｱｼﾀﾞ　ﾁｻﾄ ｼﾝｻﾞﾄ　ﾐﾁｺ

中田　千代子 沖縄県 新里　道子
ﾌﾙﾈ　ﾊﾙﾐ ｷﾀﾆ　ｶｽﾞﾀｶ

古根　春美 木谷　一隆
ﾖｼﾌｸ　ﾔｽｺ ｵｻﾞｷ　ｺｳｼﾞ
吉福　泰子 尾﨑　弘二
ｶｼﾜ　ｲｽﾞﾐ ﾌｼﾞｵｶ　ｶｽﾞｺ
柏　泉 兵庫県 藤岡　和子

ｵｵﾀﾊﾗ　ﾔｽｺ ｶﾜｻｷ　ｾﾂｺ
太田原　靖子 川崎　説子
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳｺ ｸﾆﾋﾛ　ﾏﾕﾐ

神奈川県 渡辺　祐子 奈良県 國廣　眞由美
ﾔｷﾞ　ｴﾂｺ ｲｹﾀﾞ　ｶｵﾙ

八木　悦子 和歌山県 池田　かおる
ｵｵﾔ　ﾓﾄｺ ﾀﾑﾗ　ﾖｼｴ

新潟県 大矢　雅子 鳥取県 田村　美江
ｵｷ　ﾁｴｺ ｶﾐﾔ　ﾄｼｺ

富山県 沖　知枝子 島根県 神谷　敏子

統計調査員（61名）

愛知県

都道府県職員（4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

新潟県 広島市 八戸市

秋田県 横浜市 高松市

熊本県

以上７団体

＜労働統計関係＞

都道府県

山形県

群馬県

大分県

新潟県

宮城県

以上５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 医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院　

イオン北海道株式会社

社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会　丸瀬布ヒルトップハイツ

株式会社合田観光商事

北海道酒類販売株式会社

北一食品株式会社　こだわりとんかつ　かつ徳平岸店

丸賞木下洗業株式会社

ＤＣＭホーマック株式会社　士別店

日通札幌運輸株式会社　砂川支店

11 伸光精線工業株式会社　芦別工場

医療法人社団慶友会　吉田病院

青森県 青森県赤十字血液センター

株式会社オールクリア

株式会社ササキコーポレーション

株式会社ヤマショウフーズ　青森工場

6 テフコ青森株式会社

岩手県 全国農業協同組合連合会　岩手県本部

岩手県水産技術センター

株式会社平金商店

盛岡ガス株式会社

6 有限会社三寿司

株式会社総合企画新和

宮城県 株式会社クレディセゾン　東北支社

社会福祉法人カトリック児童福祉会　特別養護老人ホーム暁星園

東北大学生活協同組合　キッチンテラスクルール

東北大学生活協同組合　理薬食堂

セイコーインスツル株式会社仙台事業所

三徳化学工業株式会社　宮城工場

ミドリ安全宮城株式会社

9 有限会社　髙橋写真製版

カガク興商株式会社　石巻ＳＳ

秋田県 ゼネラルオプティックス株式会社

一般財団法人東北電気保安協会 秋田事業所

光山電気工業株式会社　秋田工場

5 小坂製錬株式会社

菊地合板木工株式会社

山形県 株式会社アクアテック 昭和電工ＨＤ山形作業所

東北パイオニア株式会社

生活協同組合共立社 鶴岡協同の家こぴあ

有限会社アドバンビル

日東ベスト株式会社 寒河江工場

7 昭和電工ＨＤ山形株式会社

東北部品株式会社　山形工場

福島県 パラマウント硝子工業株式会社　長沼工場

株式会社リフレクシダ

東西しらかわ農業協同組合

株式会社田崎運送

株式会社ＦＳＫ

株式会社マルセイ

8 ニッソーファイン株式会社　郡山工場

株式会社光大産業



都道府県名 表彰事業所名

茨城県 鹿島建設株式会社新日鐵住金工事事務所

三和合成株式会社

株式会社富士通エフサス茨城支店

社会福祉法人みだ保育園

有限会社丸正製作所香取工場

ＤＣＭホーマックひたち野うしく店

河村電器産業株式会社つくば工場

公益社団法人地域医療振興協会村立東海病院

オリエンタルモーター株式会社土浦事業所

11 三菱マテリアル株式会社筑波製作所

株式会社日立茨城テクニカルサービス

栃木県 株式会社ソラスト栃木支社

株式会社　東光高岳　小山事業所

岩下食品株式会社

株式会社佐野物流センター

ＭＩＮＡテクノロジー株式会社

栃木県農業共済組合　那須中央支所

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　栃木支店　小山支社

9 有限会社　丸岩鉄筋工業

株式会社ユーユーワールド

群馬県 株式会社中本製作所

関東運輸株式会社

トーホーポリマー株式会社群馬工場

アサヒ飲料株式会社　群馬工場

東京日莫株式会社

株式会社フレッセイ

金井金属工業株式会社

9 新富士化成薬株式会社

サンコー７２カントリークラブ

埼玉県 コープデリ生活協同組合連合会

医療法人財団　明理会　春日部中央総合病院

日本赤十字社　小川赤十字病院

富士フイルム株式会社　大宮事業所

ＭＧＣフィルシート株式会社

株式会社高純度化学研究所

パナソニックホームズ株式会社　埼玉支社

太平洋セメント株式会社　熊谷工場

社会福祉法人リバティ　特別養護老人ホームリバティハウス

秩父電子株式会社

三協サービス株式会社

ＴＨ株式会社

14 サカエゴム工業株式会社

高砂化工機株式会社

千葉県 海辺のくつろぎの宿　ぎょうけい館

株式会社カインズ　東金店

株式会社カインズ　茂原店

セイコーミシン株式会社

大平洋機工株式会社

三昌工業株式会社

ビナンエンジニアリング株式会社

株式会社ＱＶＣジャパン

株式会社野田日米パッキン

株式会社横河ブリッジ

12 株式会社ケーヨー　ケーヨーデイツー芝山店

株式会社タイヨー千葉店



都道府県名 表彰事業所名

東京都 株式会社日本教育クリエイト

ユニ・チャーム株式会社

サッポロビール株式会社　首都圏本部

東急セキュリティ株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン株式会社　銀座マロニエ通り店

スターバックス コーヒー ジャパン株式会社　仙川駅前店

楽天株式会社

マルハニチロ株式会社

新東施設株式会社

さがみ交通ムサシノ株式会社

日本電営株式会社

株式会社東條會館

富士通株式会社

株式会社ハウスメイトパートナーズ　本社

東京急行電鉄株式会社　桜丘町ビル

シミック株式会社

日本通運株式会社　航空事業支店

アドホック建物株式会社

エリーパワー株式会社

株式会社ニトリ東京本部

株式会社ＮＥＣライベックス

株式会社ニッセイ基礎研究所

パシフィックコンサルタンツ株式会社

日本ノボパン工業株式会社　東京営業所

株式会社印刷アド

ブラッコ・エーザイ株式会社

深谷焼入工業株式会社

株式会社富士カーボン製造所　東京営業所

とんかつ新宿さぼてん　遊座大山店

極東証券株式会社　新小岩支店

株式会社ティービーエスオペレーション東陽町就労支援センター

タピルス株式会社

日昭アルミ工業株式会社　西東京支店

極東証券株式会社　蒲田支店

株式会社日本美術ライト商会

37 株式会社オリザ　

吉野家　１６号線八王子北野店

神奈川県 キヤノン株式会社　川崎事業所

株式会社ＮＴＴネクシア新百合ヶ丘センター

株式会社三越伊勢丹　伊勢丹相模原店

テルモ株式会社　湘南センター

三菱電機エンジニアリング株式会社　鎌倉事業所

株式会社ツクイ

古林紙工株式会社　戸塚工場

相模原市農業協同組合

東海カーボン株式会社　湘南工場

ＪＸ金属コイルセンター株式会社

オートモーティブエナジーサプライ株式会社

株式会社オリンピア・システムズ

アニヴェルセル株式会社

株式会社柳田エンジニアリング湘南工場

大央企業株式会社

横浜機工株式会社

清進電設株式会社

19 株式会社富澤商店　センター

株式会社市川屋



都道府県名 表彰事業所名

新潟県 吉田金属工業株式会社

株式会社北越ペーパーテック新潟

清水商事株式会社　清水フードセンター大学前店

株式会社ニチネツサービス柏崎営業所

株式会社ヨシデン

ヤマエイ設備株式会社

昭和コンクリート工業株式会社新潟工場

9 特別養護老人ホーム八色園

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社　新潟工場

富山県 南開工業株式会社　富山事業所

株式会社ナチベアリング製造

ＪＦＥマテリアル株式会社

株式会社北陸フレッシュフーズ

ＨＤＫマイクロデバイス株式会社

7 株式会社アイザック　パッケージ事業本部　滑川工場

株式会社ＴＡＮ-ＥＩ-ＳＹＡ

石川県 生活協同組合コープいしかわ

株式会社セーフティ

株式会社十字屋

ライオンパワー株式会社

株式会社テクノドライブ

7 非公表

医療法人社団　恵愛会　恵愛病院

福井県 株式会社ユマンテキスタイル

村中建設株式会社

福井県民生活協同組合ハーツつるが

株式会社文京精練

6 株式会社マイクック

マルイチセーリング株式会社

        山梨県  1 パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社　甲府事業所

長野県 ジャーナル商事株式会社　伊那支店

株式会社オギノ　茅野店

株式会社天龍

株式会社ワールドインダストリーニット　松本技術研究所

株式会社中嶋製作所

日通松本運輸株式会社

株式会社八十二銀行　本店営業部

9 株式会社トヨタレンタリース長野

TIPcomposite株式会社

岐阜県 一般財団法人　岐阜社会福祉事業協力会

新昭和鋼管株式会社　岐阜工場

島工業株式会社

山二産業株式会社　春里工場

株式会社カワイ

エトー株式会社　海津工場

8 株式会社愛豊

岐阜コニックス株式会社



都道府県名 表彰事業所名

静岡県 日清食品株式会社　静岡工場

株式会社静環検査センター

株式会社平山愛鷹事業所

株式会社伊藤製作所

日軽蒲原株式会社

興和株式会社　浜松工場

山一運輸倉庫株式会社

一般社団法人静岡市静岡医師会健診センター

株式会社リトルウッド

よみうり開発株式会社

宗教法人天理教山名大教会

13 矢崎部品株式会社　大浜工場

学校法人信愛学園　浜松学芸中学校・高等学校

愛知県 ビューテック株式会社

株式会社ソラスト　岡崎支社

株式会社セントラルビデオ

東海交通機械株式会社　名古屋事業所

株式会社ＦＵＪＩ岡崎工場

株式会社大和通商

株式会社エコペーパーＪＰ

東山遊園株式会社

株式会社シーヴイテック

株式会社スター精機

サッポロビール株式会社東海北陸本部

丸茂工業株式会社

愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院

サンエイ株式会社

株式会社山田軽金属製作所

株式会社三河湾リゾート・リンクス

トヨタ生活協同組合　メグリア藤岡店

株式会社扶桑守口食品

株式会社ソラスト　名古屋支社

21 株式会社名鉄レストラン　名鉄レストハウス　刈谷オアシス店

株式会社平松木型製作所

三重県 株式会社太陽

クローバー電子株式会社

三重金属工業株式会社　上川工場

社会福祉法人熊野市社会福祉協議会

ニプロファーマ株式会社　伊勢工場

パナソニックエコソリューションズ電材三重株式会社　本社工場

株式会社とよはた　生鮮市場ベリー御薗店

一般財団法人三重県交通安全協会

10 古河マグネットワイヤ株式会社　三重製造部

株式会社オークワ　スーパーセンターオークワ　みえ朝日インター店

滋賀県 キンキダンボール株式会社

湖南精工株式会社　本社工場

山田ダンボール株式会社　滋賀工場

日野精機株式会社

株式会社カンセツ　京滋事業部滋賀事業所

株式会社ＳＨＩＭＡＤＡ

株式会社ヤンマービジネスサービス　滋賀事業部

9 ナス鋼帯株式会社　滋賀工場

株式会社ロハス長浜



都道府県名 表彰事業所名

京都府 テラメックス株式会社

パナソニック　フォト・ライティング株式会社　長田野工場

株式会社カインズ　カインズホーム木津川店

ジヤトコ株式会社　八木地区

東海旅客鉄道株式会社京都駅

株式会社商工組合中央金庫　京都支店

ヤサカ観光バス株式会社

医療法人財団　医道会　稲荷山武田病院

10 日本電気化学株式会社　山科工場

株式会社さとう　宮津店

大阪府 国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科・医学部医学科

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

バイエル薬品株式会社

株式会社浪速管理

株式会社ヨドバシカメラ　マルチメディア梅田

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西

大和ハウス工業株式会社　本社

コック食品株式会社

株式会社全日警大阪支社

日本通運株式会社　関西警送支店

シャープ株式会社　グローバルＨＥ事業本部

国立大学法人大阪大学医学部附属病院

株式会社読売新聞大阪本社

医療法人大植会　葛城病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会吹田病院

日本ハウズイング株式会社　大阪支店

株式会社日立ソリューションズ　関西事業所

日本生命保険相互会社

日本郵便オフィスサポート株式会社　近畿支社

国立大学法人大阪大学

社会医療法人祐生会　みどりヶ丘病院

23 三井化学株式会社　大阪工場

ダイハツ工業株式会社

兵庫県 株式会社ソラスト　神戸支社

ジェクス株式会社　篠山工場

アサヒプリテック株式会社　阪神事業所

株式会社　共進ペイパー＆パッケージ　加古川工場

株式会社ノーリツ　西新町事業所

株式会社　カサタニ篠山工場

ワイエイシイエレックス株式会社　伊丹事業所

川重明石エンジニアリング株式会社　貴崎工場

株式会社　マルアイ　夢前台店

阪急電鉄株式会社　運輸部神戸線運輸課

12 姫菱テクニカ株式会社

アイカハリマ工業　株式会社

奈良県 株式会社　あかしや

株式会社　奈良ホテル

小山　株式会社

第一化工株式会社

6 非公表

株式会社　花の大和



都道府県名 表彰事業所名

和歌山県 株式会社あすなろ

株式会社桃山食品

竹島鉃工建設株式会社

5 ミック・テキスタイル株式会社

初島電設株式会社

鳥取県 株式会社PLANT　SUPER CENTER PLANT-5　境港店 

医療法人養和会　介護老人保健施設仁風荘

4 皆生温泉観光株式会社

株式会社丸福

島根県 株式会社ゼンキンメタル

非公表

学校法人　淞南学園

5 馬潟工業有限会社

株式会社 ＭＡＣ

岡山県 社会医療法人社団十全会　心臓病センター榊原病院

大阪富士工業株式会社　水島支店

協同組合倉敷市環境保全協会

中国ゴム工業株式会社　大元工場

医療法人八紘会

日本家庭用塩株式会社

8 シンワ技研コンサルタント株式会社

株式会社イトーヨーギョー

広島県 学校法人上野学園

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

株式会社フジ　フジグラン東広島

中国電力株式会社　エネルギア総合研究所

海上自衛隊幹部候補生学校

株式会社サニクリーン中国　広島支店

光和化成株式会社

株式会社イズミ　ゆめタウン黒瀬

10 つばめ交通株式会社

セーラー万年筆株式会社　天応工場

山口県 スーパーセンタートライアル　新下関店

三菱重工業株式会社下関造船所

医療法人博愛会　介護老人保健施設ぺあれんと

パナソニック株式会社　オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
デバイスソリューション事業部　車載キャパシタソリューションビジネスユニット　山口工場

6 地方独立行政法人　山口県立病院機構　山口県立総合医療センター

長州産業株式会社　本社・工場

徳島県 鳴門産業株式会社

株式会社アスティス　徳島支店

4 損害保険ジャパン日本興亜株式会社　徳島支店

美馬農業協同組合　本所

香川県 株式会社政岡

三豊総合病院

株式会社アスティス　高松支店

エム・ビ・エル・総合サポート株式会社

6 株式会社富士カガク　高瀬工場

株式会社ラボ生産　センターラボ高松

愛媛県 ＰＨＣ株式会社　松山地区

東洋実業株式会社　愛媛事業所

株式会社コスにじゅういち　西条事業所

西宇和農業協同組合

特定医療法人清和会　和ホスピタル

7 四電ビジネス株式会社　西条事業所

株式会社リックコーポレーション　タイム伊予三島店

高知県 株式会社　高銀ビジネス

土電ハイヤー株式会社

4 学校法人　土佐高等学校

医療法人岡本会さくら病院



都道府県名 表彰事業所名

福岡県 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　九州本部

社会福祉法人　小倉新栄会　新栄会病院

株式会社　稚加滎　福岡店

株式会社三信ビル管理

株式会社村上開明堂九州

特定医療法人　社団養寿園　介護老人保健施設　春幸苑

日本イットリウム株式会社

株式会社五省コンサルタント

株式会社九州日新

株式会社九州クボタ化成

モリタインテリア工業株式会社

13 コンシダレット株式会社

株式会社　日本統計センター

佐賀県 佐川急便株式会社　佐賀営業所

株式会社大石膏盛堂　山浦工場

医療法人社団高仁会　介護老人保健施設　多久いこいの里

5 株式会社サンセールミキ　鳥栖工場

田中電子工業株式会社

長崎県 粕谷製網株式会社

認定こども園　女の都幼稚園

西九州トヨタ自動車株式会社昭和店

5 株式会社稲佐

株式会社巴商会長崎営業所

熊本県 不二ライトメタル株式会社

ＳＷＳ西日本株式会社　熊本工場

非公表

株式会社興栄産業

株式会社くまもと製材

7 熊本県農業共済組合

マナスクリーン株式会社

大分県 株式会社　ジャパンセミコンダクター　大分事業所

太陽インダストリー株式会社　中津事業所

社会医療法人　長門莫記念会　介護老人保健施設　鶴望野

5 日田キヤノンマテリアル　株式会社

帝都ゴム株式会社　九州工場

宮崎県 ランバー宮崎協同組合

株式会社宮崎県ソフトウェアセンター

株式会社フジデリカ　宮崎工場

株式会社吉野酒店

6 向陽化工株式会社

菅公アパレル株式会社　崎田工場

鹿児島県 濵田酒造株式会社　傳藏院蔵

東京海上日動火災保険株式会社　九州業務支援部

株式会社ニシムタ　加世田店

6 鹿児島みらい農業協同組合（旧かごしま中央農業協同組合）

丸武産業株式会社

沖縄県 アイティーアイ株式会社　沖縄支店

非公表

4 株式会社ニトリ　具志川店

スターバックスコーヒージャパン株式会社　那覇メインプレイス店


	A_30（大臣表彰＿個人・団体＿表紙）名簿.pdf
	A_30（大臣表彰＿個人・団体＿個人表彰）名簿.pdf
	A_30（大臣表彰＿個人・団体＿団体表彰）名簿.pdf
	A（大臣表彰＿調査事業所）名簿５.pdf

