
東日本大震災における被災者の支援活動等に対する厚生労働大臣感謝状受賞者一覧

№ 実施局名 団体等名
1 医政局 公益社団法人日本診療放射線技師会
2 医政局 公益社団法人日本柔道整復師会
3 医政局 公益社団法人日本理学療法士協会
4 医政局 公益社団法人日本視能訓練士協会
5 医政局 公益社団法人日本歯科衛生士会
6 医政局 福島県医療機器販売業協会
7 医政局 全国紙製衛生材料工業会
8 医政局 全国マスク工業会
9 医政局 一般社団法人日本歯科商工協会
10 医政局 一般社団法人日本画像医療システム工業会
11 医政局 一般社団法人日本眼科医療機器協会
12 医政局 認定ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会
13 医政局 公立大学法人埼玉県立大学
14 医政局 株式会社 イセイ
15 医政局 キョーリンリメディオ株式会社
16 医政局 沢井製薬株式会社
17 医政局 ダイト株式会社
18 医政局 高田製薬株式会社
19 医政局 テイカ製薬株式会社
20 医政局 日医工株式会社
21 医政局 ホスピーラ・ジャパン株式会社
22 医政局 株式会社陽進堂
23 医政局 株式会社ワコー商事
24 医政局 株式会社クスリのマルエ
25 医政局 ライオン株式会社
26 医政局 花王株式会社
27 医政局 大正製薬株式会社
28 医政局 株式会社大木
29 医政局 日新薬品株式会社
30 医政局 吉田製薬株式会社
31 医政局 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ株式会社
32 医政局 マイラン製薬株式会社
33 医政局 昭和薬品化工株式会社
34 医政局 第一三共エスファ株式会社
35 医政局 エルメッドエーザイ株式会社
36 医政局 長生堂製薬株式会社
37 医政局 テバ製薬株式会社
38 医政局 日本ケミファ株式会社
39 医政局 北海道医療機器販売業協会
40 医政局 北海道医薬品卸売業協会
41 医政局 公益社団法人北海道柔道整復師会
42 医政局 北海道製薬協会
43 医政局 青森県立中央病院
44 医政局 八戸市立市民病院
45 医政局 つがる西北五広域連合 西北中央病院
46 医政局 十和田市立中央病院
47 医政局 青森市民病院
48 医政局 医療法人中村医療会中村整形外科医院
49 医政局 ひきち内科クリニック
50 医政局 社会医療法人博進会 南部病院
51 医政局 はちのへ９９クリニック
52 医政局 津軽保健生活協同組合 健生病院
53 医政局 医療法人整友会 弘前記念病院
54 医政局 村岡整形外科クリニック
55 医政局 医療法人佑心会 角田整形外科医院
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56 医政局 医療法人道坤会 菊池医院
57 医政局 メディカルチェッククリニック
58 医政局 城東こどもクリニック
59 医政局 一部事務組合下北医療センター国民健康保険大間病院
60 医政局 桔梗野こどもおとなクリニック
61 医政局 社団法人慈恵会 青森慈恵会病院
62 医政局 一般社団法人 青森県理学療法士会
63 医政局 一般社団法人 青森県助産師会
64 医政局 公益社団法人青森県柔道整復師会
65 医政局 株式会社 シバタ医理科
66 医政局 岩手県医薬品卸業協会
67 医政局 岩手県医療機器販売業協会
68 医政局 一般社団法人岩手県作業療法士会
69 医政局 社団法人岩手県理学療法士会
70 医政局 宮城県医薬品卸組合
71 医政局 宮城県医療機器販売業協会
72 医政局 社団法人石巻歯科医師会
73 医政局 日本プライマリ・ケア連合学会東日本大震災支援プロジェクトＰＣＡＴ
74 医政局 社団法人気仙沼市医師会
75 医政局 医療法人研成会 諏訪湖畔病院
76 医政局 一般社団法人岩沼市医師会
77 医政局 岩沼歯科医師会
78 医政局 一般社団法人大崎歯科医師会
79 医政局 山形県歯科衛生士会
80 医政局 一般社団法人山形市歯科医師会
81 医政局 一般社団法人山形市医師会
82 医政局 森野 一真
83 医政局 防衛医科大学校
84 医政局 一般社団法人日本トラウマティック・ストレス学会
85 医政局 一般社団法人福島県鍼灸師会
86 医政局 小林 恒司
87 医政局 酒井 潤子
88 医政局 一般社団法人茨城県作業療法士会
89 医政局 栃木県薬事工業会
90 医政局 栃木県医薬品卸協会
91 医政局 栃木県立岡本台病院
92 医政局 栃木県立がんセンター
93 医政局 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 群馬県済生会前橋病院
94 医政局 利根保健生活協同組合 利根中央病院
95 医政局 富士重工業健康保険組合太田記念病院
96 医政局 伊勢崎市民病院
97 医政局 一般社団法人埼玉県医師会
98 医政局 学校法人埼玉医科大学
99 医政局 医療法人秀峰会
100 医政局 一般社団法人三郷市医師会
101 医政局 公益社団法人埼玉県鍼灸師会
102 医政局 特定非営利活動法人全国鍼灸マッサージ協会埼玉支部
103 医政局 公益社団法人埼玉県接骨師会
104 医政局 青木 成夫
105 医政局 公益社団法人習志野市医師会
106 医政局 一般社団法人旭市医師会
107 医政局 一般社団法人習志野市歯科医師会
108 医政局 一般社団法人東京医薬品卸業協会
109 医政局 商工組合日本医療機器協会
110 医政局 大東京歯科用品商協同組合
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111 医政局 一般社団法人北多摩医師会
112 医政局 公益社団法人調布市医師会
113 医政局 一般社団法人武蔵野市医師会
114 医政局 公益社団法人三鷹市医師会
115 医政局 一般社団法人多摩市医師会
116 医政局 公益社団法人東京都豊島区歯科医師会
117 医政局 一般社団法人調布市歯科医師会
118 医政局 一般社団法人ジェスペール
119 医政局 公益社団法人東京都鍼灸師会
120 医政局 一般社団法人東京都歯科技工士会
121 医政局 公益社団法人東京都歯科衛生士会
122 医政局 医療法人社団永生会
123 医政局 公立福生病院
124 医政局 青梅市立総合病院
125 医政局 東京都立広尾病院
126 医政局 東京都立松沢病院
127 医政局 東京都立小児総合医療センター
128 医政局 東京都立多摩総合医療センター
129 医政局 東京都立墨東病院
130 医政局 公益社団法人神奈川県医師会
131 医政局 一般社団法人神奈川県歯科医師会
132 医政局 公益社団法人神奈川県病院協会
133 医政局 公益社団法人神奈川県看護協会
134 医政局 公益社団法人神奈川県放射線技師会
135 医政局 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター
136 医政局 東海大学医学部付属病院
137 医政局 平塚市民病院
138 医政局 学校法人北里研究所北里大学病院
139 医政局 横浜市立みなと赤十字病院
140 医政局 秦野赤十字病院
141 医政局 一般財団法人同友会藤沢湘南台病院
142 医政局 さかい内科・胃腸科クリニック
143 医政局 新潟市民病院
144 医政局 新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院
145 医政局 新潟県立新発田病院
146 医政局 新潟県立中央病院
147 医政局 日本赤十字社長岡赤十字病院
148 医政局 新潟県立十日町病院
149 医政局 新潟県厚生農業協同組合連合会村上総合病院
150 医政局 社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病院
151 医政局 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟第二病院
152 医政局 新潟県立六日町病院
153 医政局 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院
154 医政局 新潟県立小出病院
155 医政局 新潟県厚生農業協同組合連合会柏崎総合医療センター
156 医政局 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会三条病院
157 医政局 新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院
158 医政局 新潟県厚生農業協同組合連合会糸魚川総合病院
159 医政局 新潟県立がんセンター新潟病院
160 医政局 新潟県立吉田病院
161 医政局 公益社団法人新潟県助産師会
162 医政局 富山大学附属病院
163 医政局 富山県厚生農業協同組合連合会
164 医政局 富山県立中央病院
165 医政局 富山市立富山市民病院
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166 医政局 黒部市民病院
167 医政局 高岡市民病院
168 医政局 富山県済生会
169 医政局 富山県高志リハビリテーション病院
170 医政局 あさひ総合病院
171 医政局 市立砺波総合病院
172 医政局 射水市民病院
173 医政局 南砺市民病院
174 医政局 かみいち総合病院
175 医政局 公益社団法人富山県柔道整復師会
176 医政局 公益社団法人富山県診療放射線技師会
177 医政局 一般社団法人富山県薬業連合会
178 医政局 福井県立病院
179 医政局 福井大学医学部附属病院
180 医政局 市立敦賀病院
181 医政局 杉田玄白記念公立小浜病院
182 医政局 福井社会保険病院
183 医政局 公益社団法人福井県診療放射線技師会
184 医政局 福井総合病院
185 医政局 小林化工株式会社
186 医政局 日本赤十字社山梨県支部
187 医政局 社団法人山梨県医師会
188 医政局 一般社団法人山梨県歯科医師会
189 医政局 公益社団法人山梨県看護協会
190 医政局 国民健康保険富士吉田市立病院
191 医政局 栄村国民健康保険栄村診療所
192 医政局 一般社団法人長野県医師会
193 医政局 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院
194 医政局 国立大学法人 信州大学医学部附属病院
195 医政局 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
196 医政局 諏訪赤十字病院
197 医政局 伊那中央病院
198 医政局 飯田市立病院
199 医政局 地方独立行政法人長野県立病院機構県立木曽病院
200 医政局 市立大町総合病院
201 医政局 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院
202 医政局 長野赤十字病院
203 医政局 地方独立行政法人長野県立病院機構県立須坂病院
204 医政局 松本市立病院
205 医政局 長野県厚生農業協同組合連合会 安曇総合病院
206 医政局 地方独立行政法人長野県立病院機構県立こども病院
207 医政局 長野市民病院
208 医政局 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院
209 医政局 長野県厚生農業協同組合連合会 篠ノ井総合病院
210 医政局 地方独立行政法人長野県立病院機構県立阿南病院
211 医政局 医療法人信愛会田中病院
212 医政局 長野県厚生農業協同組合連合会 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院
213 医政局 長野県厚生農業協同組合連合会 小諸厚生総合病院
214 医政局 一般社団法人長野県鍼灸師会
215 医政局 日本赤十字社静岡県支部
216 医政局 公益社団法人静岡県看護協会
217 医政局 静岡県立静岡がんセンター
218 医政局 沼津市立病院
219 医政局 富士市立中央病院
220 医政局 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院
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221 医政局 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院
222 医政局 静岡市立静岡病院
223 医政局 静岡市立清水病院
224 医政局 市立島田市民病院
225 医政局 焼津市立総合病院
226 医政局 藤枝市立総合病院
227 医政局 磐田市立総合病院
228 医政局 旧掛川市立総合病院
229 医政局 旧袋井市立袋井市民病院
230 医政局 市立御前崎総合病院
231 医政局 菊川市立総合病院
232 医政局 浜松医療センター
233 医政局 一般社団法人静岡市薬剤師会
234 医政局 株式会社タウンズ
235 医政局 株式会社ユニックメディカル
236 医政局 小宮山 ひろみ
237 医政局 公益社団法人愛知県医師会
238 医政局 公益社団法人愛知県柔道整復師会
239 医政局 一般社団法人愛知県理学療法士会
240 医政局 中北薬品株式会社
241 医政局 ホーユー株式会社
242 医政局 野田 みや子
243 医政局 野村 直孝
244 医政局 地方独立行政法人桑名市総合医療センター桑名東医療センター
245 医政局 地方独立行政法人桑名市総合医療センター桑名西医療センター
246 医政局 地方独立行政法人三重県立総合医療センター
247 医政局 市立四日市病院
248 医政局 亀山市立医療センター
249 医政局 三重県立一志病院
250 医政局 松阪市民病院
251 医政局 市立伊勢総合病院
252 医政局 三重県立志摩病院
253 医政局 市立尾鷲総合病院
254 医政局 市町一部事務組合紀南病院
255 医政局 伊賀市立上野総合市民病院
256 医政局 熊野市立荒坂診療所
257 医政局 名張市立病院
258 医政局 太田 正隆
259 医政局 太田 千鶴子
260 医政局 坂本 一彦
261 医政局 大津市民病院
262 医政局 滋賀医科大学医学部附属病院
263 医政局 公立甲賀病院
264 医政局 近江八幡市立総合医療センター
265 医政局 彦根市立病院
266 医政局 高島市民病院
267 医政局 一般社団法人滋賀県薬業協会
268 医政局 滋賀県製薬工業協同組合
269 医政局 株式会社アークレイファクトリー
270 医政局 株式会社近江兄弟社
271 医政局 京都府立医科大学附属北部医療センター
272 医政局 一般社団法人大阪府病院協会
273 医政局 一般社団法人大阪府私立病院協会
274 医政局 公益社団法人大阪府鍼灸師会
275 医政局 大阪府三島救命救急センター
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276 医政局 大阪家庭薬協会
277 医政局 大阪医療品卸商組合
278 医政局 大阪医療機器協会
279 医政局 大阪府紙器段ボール箱工業組合
280 医政局 ニチバン株式会社
281 医政局 アルスコーポレーション株式会社
282 医政局 コクヨ株式会社
283 医政局 冨岡 正雄
284 医政局 一般社団法人兵庫県助産師会
285 医政局 公益社団法人奈良県看護協会
286 医政局 社団法人奈良県放射線技師会
287 医政局 奈良県製薬協同組合
288 医政局 一般社団法人奈良県病院協会
289 医政局 公立那賀病院
290 医政局 橋本市民病院
291 医政局 有田市立病院
292 医政局 国保日高総合病院
293 医政局 社会保険紀南病院
294 医政局 新宮市立医療センター
295 医政局 社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院
296 医政局 国保野上厚生総合病院
297 医政局 社会福祉法人恩賜財団済生会有田病院
298 医政局 公益財団法人白浜医療福祉財団白浜はまゆう病院
299 医政局 一般社団法人岡山県歯科医師会
300 医政局 公益社団法人岡山県看護協会
301 医政局 岡山済生会総合病院
302 医政局 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院
303 医政局 津山中央病院
304 医政局 川崎医科大学附属病院
305 医政局 総合病院落合病院
306 医政局 高梁中央病院
307 医政局 水島中央病院
308 医政局 笠岡第一病院
309 医政局 日本赤十字社岡山県支部
310 医政局 岡山大学病院
311 医政局 倉敷紀念病院
312 医政局 金光病院
313 医政局 社団法人岡山県鍼灸師会
314 医政局 両備ホールディングス株式会社
315 医政局 社団法人広島県医師会
316 医政局 広島DMAT
317 医政局 公益社団法人広島県看護協会
318 医政局 日本赤十字社徳島県支部
319 医政局 徳島大学病院
320 医政局 徳島県立中央病院
321 医政局 公益社団法人徳島県看護協会
322 医政局 一般社団法人徳島県理学療法士会
323 医政局 一般社団法人徳島県医師会
324 医政局 一般社団法人徳島県歯科医師会
325 医政局 医療法人倚山会
326 医政局 徳島県立三好病院
327 医政局 徳島県厚生農業協同組合連合会麻植協同病院
328 医政局 徳島市民病院
329 医政局 徳島県鳴門病院
330 医政局 医療法人喜久寿会
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№ 実施局名 団体等名
331 医政局 医療法人明和会
332 医政局 社会医療法人川島会
333 医政局 医療法人芳越会
334 医政局 特定非営利活動法人どりーまぁサービス
335 医政局 つるぎ町立半田病院
336 医政局 徳島県厚生農業協同組合連合会阿南共栄病院
337 医政局 徳島県立海部病院
338 医政局 那賀町立上那賀病院
339 医政局 那賀町国民健康保険日野谷診療所
340 医政局 株式会社大塚製薬工場
341 医政局 香川県立中央病院
342 医政局 日本赤十字社香川県支部
343 医政局 三豊総合病院企業団
344 医政局 愛媛医療生活協同組合
345 医政局 愛媛県立中央病院
346 医政局 医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック
347 医政局 愛媛県立新居浜病院
348 医政局 国立大学法人愛媛大学医学部附属病院
349 医政局 公益社団法人愛媛県理学療法士会
350 医政局 市立宇和島病院
351 医政局 医療法人聖愛会 松山ベテル病院
352 医政局 愛南町国保一本松病院
353 医政局 市立八幡浜総合病院
354 医政局 一般社団法人愛媛県歯科医師会
355 医政局 愛媛県立今治病院
356 医政局 くぼた内科循環器科呼吸器科
357 医政局 西予市立野村病院
358 医政局 医療法人仁明会 内科・消化器科羽鳥病院
359 医政局 愛媛県立南宇和病院
360 医政局 医療法人立命会 村上循環器科
361 医政局 社会福祉法人旭川荘 旭川荘南愛媛病院
362 医政局 鬼北町国民健康保険日吉診療所
363 医政局 一般社団法人愛媛県歯科衛生士会
364 医政局 一般社団法人松山市医師会
365 医政局 佐賀大学医学部附属病院
366 医政局 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
367 医政局 唐津赤十字病院
368 医政局 社団法人佐賀県柔道整復師会
369 医政局 医療法人社団寿量会
370 医政局 公益社団法人熊本県柔道整復師会
371 医政局 林 寿恵
372 医政局 岩上 明治
373 医政局 一般社団法人大分市連合医師会
374 医政局 緒方 俊一
375 医政局 難波 亮二
376 医政局 佐藤 康司
377 医政局 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
378 医政局 医療法人おもと会 大浜第一病院
379 医政局 社会医療法人敬愛会 中頭病院
380 医政局 沖縄赤十字病院
381 医政局 沖縄県立中部病院
382 医政局 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
383 医政局 沖縄県立宮古病院
384 医政局 沖縄県立北部病院
385 医政局 沖縄県立八重山病院
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386 医政局 一般社団法人札幌市医師会
387 医政局 一般社団法人札幌歯科医師会
388 医政局 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院
389 医政局 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院
390 医政局 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院
391 健康局 宮城県美容業生活衛生同業組合
392 健康局 公益社団法人日本理容美容教育センター
393 健康局 花巻市上下水道協同組合
394 健康局 北上市水道工事業協同組合
395 健康局 奥州市水道工事業協同組合
396 健康局 一関市水道工事業協同組合
397 健康局 釜石市水道工事業協同組合
398 健康局 宮古市水道工事業協同組合
399 健康局 久慈市上下水道工事業協同組合
400 健康局 特定非営利活動法人日本ホスピス・在宅ケア研究会
401 健康局 亘理町運動支援地域サポーター会
402 健康局 宮城県食生活改善推進員連絡協議会
403 健康局 名取市水道指定店会
404 健康局 新潟市管工事業協同組合
405 健康局 新津管工事業協同組合
406 健康局 一般財団法人日本予防医学協会
407 健康局 福島県在宅保健師の会「絆」
408 健康局 特定非営利活動法人日本臨床研究支援ユニット
409 健康局 学校法人日本赤十字学園日本赤十字看護大学
410 健康局 公益財団法人福島県保健衛生協会
411 健康局 福島県しろあり対策協会
412 健康局 キャタピラージャパン株式会社
413 健康局 株式会社アクティオ
414 健康局 橋本総業株式会社
415 健康局 株式会社小泉
416 健康局 渡辺パイプ株式会社
417 健康局 群馬県霊柩自動車協会
418 健康局 群馬葬祭事業協同組合
419 健康局 群馬県ペストコントロール協会
420 健康局 旭市保健推進員協議会
421 健康局 塩浜４団地連絡協議会
422 健康局 柏市管工事協同組合
423 健康局 八千代市管工事協同組合
424 健康局 佐倉市管工事協同組合
425 健康局 香取管工事協同組合
426 健康局 小見川・山田水道組合
427 健康局 銚子管工事協同組合
428 健康局 山武管工事業協同組合
429 健康局 千葉中央葬祭業協同組合
430 健康局 一般社団法人千葉県ペストコントロール協会
431 健康局 株式会社NIPPO
432 健康局 アイテック株式会社
433 健康局 有限会社潮の湯
434 健康局 住民とともに活動する保健師の会
435 健康局 公益社団法人富山県栄養士会
436 健康局 公益社団法人日本水道協会石川県支部
437 健康局 公益社団法人山梨県栄養士会
438 健康局 ルピナ中部工業株式会社
439 健康局 公益社団法人京都保健衛生協会
440 健康局 一般社団法人大阪府ペストコントロール協会
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441 健康局 大成機工株式会社
442 健康局 一般社団法人兵庫県ペストコントロール協会
443 健康局 一般社団法人広島県ペストコントロール協会
444 健康局 公益社団法人日本水道協会広島県支部
445 健康局 公益社団法人日本水道協会山口県支部
446 健康局 一般社団法人 徳島県診療放射線技師会
447 健康局 東日本大震災支援プロジェクトZENKON湯
448 健康局 公益社団法人日本水道協会高知県支部
449 医薬食品局 株式会社小田薬局
450 医薬食品局 株式会社サンドラッグ
451 医薬食品局 株式会社高田薬局
452 医薬食品局 株式会社ぱぱす
453 医薬食品局 株式会社マツモトキヨシホールディングス
454 医薬食品局 沢井製薬株式会社仙台支店
455 医薬食品局 一般社団法人札幌薬剤師会
456 医薬食品局 山形市薬剤師会
457 医薬食品局 一般社団法人埼玉県薬剤師会
458 医薬食品局 一般社団法人所沢市薬剤師会
459 医薬食品局 一般社団法人千葉県薬剤師会
460 医薬食品局 一般社団法人千葉県病院薬剤師会
461 医薬食品局 公益社団法人神奈川県薬剤師会
462 医薬食品局 公益社団法人新潟県薬剤師会
463 医薬食品局 一般社団法人山梨県薬剤師会
464 医薬食品局 一般社団法人岡山県薬剤師会
465 医薬食品局 社団法人広島県薬剤師会
466 医薬食品局 徳島県病院薬剤師会
467 医薬食品局 一般社団法人徳島県薬剤師会
468 医薬食品局 株式会社レデイ薬局
469 医薬食品局 一般社団法人長崎県薬剤師会
470 医薬食品局 公益社団法人大分県薬剤師会
471 社会・援護局 社会福祉法人嬉泉
472 社会・援護局 社会福祉法人慈愛会
473 社会・援護局 東都生活協同組合
474 社会・援護局 社会福祉法人永寿会
475 社会・援護局 社会福祉法人三光会
476 社会・援護局 社会福祉法人しらゆり会
477 社会・援護局 社会福祉法人山栄会
478 社会・援護局 社会福祉法人敬寿会
479 社会・援護局 社会福祉法人晴山会
480 社会・援護局 医療法人社団洛和会
481 社会・援護局 小海 秀純
482 社会・援護局 大井 裕子
483 社会・援護局 田中 公彦
484 社会・援護局 田形 大輔
485 社会・援護局 長田 明子
486 社会・援護局 おいでよ！マオイでなつやすみ実行委員会
487 社会・援護局 社会福祉法人芦別慈恵園
488 社会・援護局 Ya・Re・Ru・Ko・To実行委員会
489 社会・援護局 小高小学校の子供達を小樽に招く実行委員会
490 社会・援護局 有限会社ケア・コラボレートK・H
491 社会・援護局 公立大学法人青森県立保健大学
492 社会・援護局 チーム北リアス
493 社会・援護局 青森県社会福祉法人経営者協議会
494 社会・援護局 社会福祉法人同伸会
495 社会・援護局 社会福祉法人報徳会
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496 社会・援護局 社会福祉法人千栄会
497 社会・援護局 社会福祉法人弘前愛生園
498 社会・援護局 社会福祉法人緑風会
499 社会・援護局 社会福祉法人鶴住会
500 社会・援護局 社会福祉法人青森社会福祉振興団
501 社会・援護局 社会福祉法人柏友会
502 社会・援護局 社会福祉法人貴望会
503 社会・援護局 社会福祉法人松緑福祉会
504 社会・援護局 社会福祉法人常光会
505 社会・援護局 社会福祉法人青森民友厚生振興団
506 社会・援護局 青森ロータリークラブ
507 社会・援護局 黒石市ボランティア連絡協議会
508 社会・援護局 青森中央学院大学学生団体「ふっこう会」
509 社会・援護局 津軽保健生活協同組合 藤代健生病院
510 社会・援護局 大船渡市消防団
511 社会・援護局 久慈市消防団
512 社会・援護局 大槌町消防団
513 社会・援護局 一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会
514 社会・援護局 公益社団法人全日本不動産協会岩手県本部
515 社会・援護局 社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会
516 社会・援護局 社会福祉法人大槌町社会福祉協議会
517 社会・援護局 社会福祉法人釜石市社会福祉協議会
518 社会・援護局 社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会
519 社会・援護局 社会福祉法人山田町社会福祉協議会
520 社会・援護局 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会
521 社会・援護局 社会福祉法人野田村社会福祉協議会
522 社会・援護局 盛岡アレルギーっ子サークル「ミルク」
523 社会・援護局 医療法人移川哲仁会三峰病院
524 社会・援護局 医療法人松涛会南浜中央病院
525 社会・援護局 社会福祉法人仙台市障害者福祉協会
526 社会・援護局 ブックワゴン協議会
527 社会・援護局 特定非営利活動法人にじいろクレヨン
528 社会・援護局 特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク
529 社会・援護局 多賀城市多賀モリ会
530 社会・援護局 東京エレクトロン株式会社
531 社会・援護局 ぱんぷきん株式会社
532 社会・援護局 アサヒサンクリーン株式会社
533 社会・援護局 株式会社ツクイ
534 社会・援護局 社会福祉法人秋田県社会福祉協議会
535 社会・援護局 社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会
536 社会・援護局 ボランティアグループでねが
537 社会・援護局 社会福祉法人潟上市社会福祉協議会
538 社会・援護局 社会福祉法人三種町社会福祉協議会
539 社会・援護局 社会福祉法人八峰町社会福祉協議会
540 社会・援護局 真如苑救援ボランティアグループSeRV秋田支部
541 社会・援護局 社会福祉法人羽後町社会福祉協議会
542 社会・援護局 株式会社虹の街
543 社会・援護局 山形市民生委員児童委員連合会
544 社会・援護局 社会福祉法人千宏会
545 社会・援護局 山形市食生活改善推進協議会
546 社会・援護局 公益社団法人長井青年会議所
547 社会・援護局 特定非営利活動法人 子ども支援フェイスブックプロジェクト
548 社会・援護局 一般社団法人山形県老人クラブ連合会
549 社会・援護局 社会福祉法人愛泉会
550 社会・援護局 社会福祉法人米沢栄光の里しょうがい者支援施設栄光園
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東日本大震災における被災者の支援活動等に対する厚生労働大臣感謝状受賞者一覧

№ 実施局名 団体等名
551 社会・援護局 社会福祉法人光風会障がい者支援施設光風園
552 社会・援護局 就労継続支援事業所かたぐるま
553 社会・援護局 社会福祉法人米沢栄光の里しょうがい者支援施設松風園
554 社会・援護局 なえづ老人デイサービスセンター
555 社会・援護局 老人デイサービスセンターふれあい
556 社会・援護局 なえづ生活介護・自立訓練事業所
557 社会・援護局 障がい福祉サービス事業所もみじが丘
558 社会・援護局 社会福祉法人山形市社会福祉事業団まんさくの丘
559 社会・援護局 社会福祉法人妙光福祉会介護老人保健施設寒河江やすらぎの里
560 社会・援護局 有限会社ほほえみ介護
561 社会・援護局 社会福祉法人福島県社会福祉協議会
562 社会・援護局 一般社団法人福島県社会福祉士会
563 社会・援護局 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福島県済生会
564 社会・援護局 本宮市本宮赤十字奉仕団
565 社会・援護局 本宮市白沢赤十字奉仕団
566 社会・援護局 社会福祉法人福島県社会福祉事業団
567 社会・援護局 一般社団法人福島県助産師会
568 社会・援護局 特定非営利活動法人相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会
569 社会・援護局 特定非営利活動法人ビーンズふくしま
570 社会・援護局 KIPP災害対策委員会「花届け人・京都」
571 社会・援護局 茨城県老人福祉施設協議会
572 社会・援護局 日立市連合民生委員児童委員協議会
573 社会・援護局 北茨城市連合民生委員児童委員協議会
574 社会・援護局 鹿嶋市連合民生委員児童委員協議会
575 社会・援護局 ひたちなか市連合民生委員児童委員協議会
576 社会・援護局 大洗町民生委員児童委員協議会
577 社会・援護局 水戸市民生委員児童委員連合協議会
578 社会・援護局 神栖市連合民生委員児童委員協議会
579 社会・援護局 鉾田市連合民生委員児童委員協議会
580 社会・援護局 稲敷市民生委員児童委員協議会
581 社会・援護局 那珂市連合民生委員児童委員協議会
582 社会・援護局 ボランティア守谷レスキュー
583 社会・援護局 常陸太田市太田地区ボランティア連絡協議会
584 社会・援護局 ひたちなか市自治会連合会
585 社会・援護局 那珂市赤十字奉仕団
586 社会・援護局 地域包括支援センター青燈会
587 社会・援護局 地域包括支援センターゆたか園
588 社会・援護局 地域包括支援センターナザレ園
589 社会・援護局 利根町リハビリ体操指導士の会
590 社会・援護局 石塚サン・トラベル株式会社
591 社会・援護局 カーペンターホーム（有限会社オカザキ）
592 社会・援護局 栃木県臨床心理士会
593 社会・援護局 公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会
594 社会・援護局 公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部
595 社会・援護局 社会福祉法人栃木市社会福祉協議会
596 社会・援護局 公益社団法人日本精神科病院協会群馬県支部
597 社会・援護局 群馬県精神保健福祉士会
598 社会・援護局 一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構日本臨床発達心理士会群馬支部
599 社会・援護局 一般社団法人群馬県社会福祉士会
600 社会・援護局 群馬県ホームヘルパー協議会
601 社会・援護局 一般社団法人群馬県介護福祉士会
602 社会・援護局 一般社団法人群馬県介護支援専門員協会
603 社会・援護局 群馬司法書士会
604 社会・援護局 桐生災害支援ボランティアセンター
605 社会・援護局 ぐんま暮らし応援会
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東日本大震災における被災者の支援活動等に対する厚生労働大臣感謝状受賞者一覧

№ 実施局名 団体等名
606 社会・援護局 社会福祉法人愛の泉
607 社会・援護局 社会福祉法人清光会
608 社会・援護局 社会福祉法人崇徳会
609 社会・援護局 埼玉県認知症グループホーム・小規模多機能協議会
610 社会・援護局 社会福祉法人欣彰会
611 社会・援護局 株式会社福祉の街
612 社会・援護局 株式会社介護ぶれーん
613 社会・援護局 ハピネスケア株式会社
614 社会・援護局 有限会社育進
615 社会・援護局 株式会社センチュリーライフ
616 社会・援護局 パーソナルケア株式会社
617 社会・援護局 有限会社福祉ネットワークさくら
618 社会・援護局 旭市赤十字奉仕団
619 社会・援護局 千葉中央SLネットワーク
620 社会・援護局 東日本大震災・避難者支援ボランティアネットワークきみつ
621 社会・援護局 かずさ災害支援ネットワーク
622 社会・援護局 栄町ボランティア・NPO連絡協議会
623 社会・援護局 一般社団法人旭青年会議所
624 社会・援護局 特定非営利活動法人千葉レスキューサポートバイク
625 社会・援護局 災害救援ボランティア推進委員会
626 社会・援護局 千葉県赤十字防災ボランティア第４ブロック連絡協議会
627 社会・援護局 社会福祉法人みづき会
628 社会・援護局 市川災害ボランティアネットワーク
629 社会・援護局 マロウズハウス香りの教室
630 社会・援護局 東京都生活協同組合連合会
631 社会・援護局 社会福祉法人東京都社会福祉協議会
632 社会・援護局 東京都看護赤十字奉仕団
633 社会・援護局 東京都民生児童委員連合会
634 社会・援護局 東京都ビューティーケア赤十字奉仕団
635 社会・援護局 東京指圧救護赤十字奉仕団
636 社会・援護局 特定非営利活動法人よろずやたきの会
637 社会・援護局 社会福祉法人相模福祉村
638 社会・援護局 ようこそ宮前区へ実行委員会
639 社会・援護局 新潟県産婦人科医会
640 社会・援護局 赤ちゃん一時避難プロジェクト
641 社会・援護局 一般社団法人富山県トラック協会
642 社会・援護局 社会福祉法人富山県社会福祉協議会
643 社会・援護局 富山県立氷見高等学校生徒会
644 社会・援護局 医療法人社団藤聖会
645 社会・援護局 社会福祉法人周山会
646 社会・援護局 社会福祉法人光風会
647 社会・援護局 社会福祉法人射水万葉会
648 社会・援護局 富山県臨床心理士会
649 社会・援護局 社会福祉法人砺波福祉会
650 社会・援護局 社会福祉法人伏木会
651 社会・援護局 社会福祉法人緑寿会
652 社会・援護局 社会福祉法人立野福祉会
653 社会・援護局 社会福祉法人戸出福祉会
654 社会・援護局 社会福祉法人有磯会
655 社会・援護局 医療法人社団一志会
656 社会・援護局 社会福祉法人早川福祉会
657 社会・援護局 社会福祉法人小杉福祉会
658 社会・援護局 社会福祉法人誠心会
659 社会・援護局 社会福祉法人ひみ福祉会
660 社会・援護局 社会福祉法人福鳳会
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東日本大震災における被災者の支援活動等に対する厚生労働大臣感謝状受賞者一覧

№ 実施局名 団体等名
661 社会・援護局 社会福祉法人中新川福祉会
662 社会・援護局 社会福祉法人はまなす厚生会
663 社会・援護局 社会福祉法人喜寿会
664 社会・援護局 社会福祉法人三寿会
665 社会・援護局 富山県精神保健福祉士協会
666 社会・援護局 社会福祉法人富山城南会
667 社会・援護局 社会福祉法人廣和会
668 社会・援護局 社会福祉法人立山福祉会
669 社会・援護局 社会福祉法人小矢部福祉会
670 社会・援護局 富山県医療ソーシャルワーカー協会
671 社会・援護局 公益社団法人日本精神科病院協会富山県支部
672 社会・援護局 上野原♥ハート
673 社会・援護局 東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会
674 社会・援護局 笛吹すけっこの会
675 社会・援護局 社会福祉法人愛寿会
676 社会・援護局 社会福祉法人壽光会
677 社会・援護局 医療法人正寿会
678 社会・援護局 社会福祉法人信和会
679 社会・援護局 社会福祉法人鶴朋会
680 社会・援護局 社会福祉法人カリタスの園
681 社会・援護局 社会福祉法人欣寿会
682 社会・援護局 社会福祉法人日新会
683 社会・援護局 社会福祉法人富士吉田市社会福祉事業団
684 社会・援護局 社会福祉法人身延山福祉会
685 社会・援護局 医療法人あとべ会
686 社会・援護局 社会福祉法人恵信福祉会
687 社会・援護局 社会福祉法人山梨樫の会
688 社会・援護局 社会福祉法人山梨県社会福祉事業団
689 社会・援護局 社会福祉法人緑樹会
690 社会・援護局 被災地オテガミプロジェクト推進チーム
691 社会・援護局 長野厚生農業協同組合連合会
692 社会・援護局 社会福祉法人博悠会
693 社会・援護局 社会福祉法人平成会
694 社会・援護局 社会福祉法人ジェイエー長野会
695 社会・援護局 社会福祉法人敬老園
696 社会・援護局 社会福祉法人依田窪福祉会
697 社会・援護局 社会福祉法人ちいさがた福祉会
698 社会・援護局 社会福祉法人上伊那福祉協会
699 社会・援護局 社会福祉法人恵仁福祉協会
700 社会・援護局 社会福祉法人睦会
701 社会・援護局 社会福祉法人ハイネスライフ
702 社会・援護局 社会福祉法人松本ハイランド
703 社会・援護局 社会福祉法人佐久福寿園
704 社会・援護局 社会福祉法人長野市社会福祉協議会
705 社会・援護局 社会福祉法人伊那市社会福祉協議会
706 社会・援護局 社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会
707 社会・援護局 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会
708 社会・援護局 社会福祉法人阿南町社会福祉協議会
709 社会・援護局 社会福祉法人南箕輪村社会福祉協議会
710 社会・援護局 社会福祉法人南牧村社会福祉協議会
711 社会・援護局 社会福祉法人木曽町社会福祉協議会
712 社会・援護局 株式会社ソーシャル・ネットワーク
713 社会・援護局 株式会社コトブキ
714 社会・援護局 株式会社サンシャインライフ
715 社会・援護局 有限会社そら
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№ 実施局名 団体等名
716 社会・援護局 社会福祉法人杉和会
717 社会・援護局 株式会社ギアリンクス
718 社会・援護局 坂本 政子
719 社会・援護局 エムディ・ヒラ・ダイアモンド
720 社会・援護局 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こころの医療センター
721 社会・援護局 静岡県精神科病院協会
722 社会・援護局 東日本大震災支援掛川市民の会
723 社会・援護局 掛川災害救援隊
724 社会・援護局 袋井市災害ボランティアの会
725 社会・援護局 社会福祉法人天竜厚生会
726 社会・援護局 社会福祉法人春風会
727 社会・援護局 社会福祉法人梓友会
728 社会・援護局 社会福祉法人美芳会
729 社会・援護局 社会福祉法人ほなみ会
730 社会・援護局 静岡県立大学短期大学部ボランティアサークルこじか
731 社会・援護局 社会福祉法人掛川市社会福祉協議会
732 社会・援護局 三重県こころの健康センター
733 社会・援護局 三重県立こころの医療センター
734 社会・援護局 三重県立小児心療センターあすなろ学園
735 社会・援護局 一般社団法人三重県地域密着型サービス協議会
736 社会・援護局 伊藤 雅之
737 社会・援護局 社会福祉法人ゆたか会
738 社会・援護局 社会福祉法人甲南会
739 社会・援護局 社会福祉法人真盛園
740 社会・援護局 社会福祉法人六心会
741 社会・援護局 社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団
742 社会・援護局 びわこ☆１・２・３キャンプ実行委員会
743 社会・援護局 特定非営利活動法人働きたいおんなたちのネットワーク
744 社会・援護局 特定非営利活動法人ハイビスカス
745 社会・援護局 一般社団法人京都市老人福祉施設協議会
746 社会・援護局 京都府社会福祉法人経営者協議会
747 社会・援護局 東大阪市老人クラブ連合会
748 社会・援護局 芦屋市老人クラブ連合会
749 社会・援護局 南あわじ市老人クラブ連合会
750 社会・援護局 リバークリーンエコ炭銀行
751 社会・援護局 子どもNGO「懐」
752 社会・援護局 ぽれぽれグループ
753 社会・援護局 NARA Will
754 社会・援護局 市民生活協同組合ならコープ
755 社会・援護局 奈良県生活協同組合連合会
756 社会・援護局 天理大学東日本大震災復興支援プロジェクトチーム
757 社会・援護局 西大和学園中学校・高等学校
758 社会・援護局 奈良県高等学校生徒会連絡会
759 社会・援護局 奈良産業大学ボランティアサークル
760 社会・援護局 帝塚山大学ボランティアサークル
761 社会・援護局 ぎんりんグループ
762 社会・援護局 株式会社エルフィス
763 社会・援護局 東日本大震災いずも支援チーム
764 社会・援護局 山陰教区青年僧侶の会楽法会
765 社会・援護局 社会福祉法人広島県社会福祉協議会（広島県ボランティアセンター）
766 社会・援護局 社団法人広島県トラック協会
767 社会・援護局 一般社団法人山口県トラック協会
768 社会・援護局 特別養護老人ホームアイユウの苑
769 社会・援護局 特別養護老人ホームアスワン山荘
770 社会・援護局 特別養護老人ホーム自由の杜
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№ 実施局名 団体等名
771 社会・援護局 社会福祉法人徳島県社会福祉協議会
772 社会・援護局 一般社団法人徳島県精神科病院協会
773 社会・援護局 徳島県老人福祉施設協議会
774 社会・援護局 一般社団法人徳島県トラック協会
775 社会・援護局 徳島県慢性期医療協会
776 社会・援護局 徳島県老人保健施設協議会
777 社会・援護局 日本認知症グループホーム協会徳島県支部
778 社会・援護局 医療法人睦み会
779 社会・援護局 医療法人第一病院
780 社会・援護局 オーシャントランス株式会社
781 社会・援護局 社会福祉法人香川県社会福祉協議会
782 社会・援護局 一般社団法人愛媛県トラック協会
783 社会・援護局 社会福祉法人西予総合福祉会
784 社会・援護局 愛媛県臨床心理士会
785 社会・援護局 佐賀県宅老所連絡会
786 社会・援護局 社会福祉法人佐賀整肢学園
787 社会・援護局 社会福祉法人済昭園
788 社会・援護局 社会福祉法人清水福祉会
789 社会・援護局 社会福祉法人真栄会
790 社会・援護局 きょうされん長崎支部
791 社会・援護局 社会福祉法人長崎慈光園
792 社会・援護局 NPO法人ドリームパーク
793 社会・援護局 熊本県宅老所・グループホーム連絡会
794 社会・援護局 一般社団法人熊本県老人保健施設協会
795 社会・援護局 熊本県社会福祉法人経営者協議会
796 社会・援護局 社会福祉法人水光会
797 社会・援護局 社会福祉法人緑新会
798 社会・援護局 社会福祉法人恵春会
799 社会・援護局 学校法人宮崎カリタス学院都城聖ドミニコ学園高等学校
800 社会・援護局 新富町若者連絡協議会
801 社会・援護局 特定非営利活動法人宮崎文化本舗
802 社会・援護局 特定非営利活動法人みんなのくらしターミナル
803 社会・援護局 特定非営利活動法人アースウォーカーズ
804 社会・援護局 特定非営利活動法人エコワールドきりしま
805 社会・援護局 特定非営利活動法人みやざき災害救援センター
806 社会・援護局 チーム小林４７
807 社会・援護局 特定非営利活動法人NPOみやざき
808 社会・援護局 災害時救援ボランティアコーディネーターみやざき
809 社会・援護局 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会
810 社会・援護局 鹿児島県社会福祉法人経営者協議会
811 社会・援護局 医療法人卯の会新垣病院
812 社会・援護局 特定医療法人葦の会オリブ山病院
813 社会・援護局 医療法人晴明会糸満晴明病院
814 社会・援護局 医療法人社団輔仁会田崎病院
815 社会・援護局 医療法人社団志誠会平和病院
816 社会・援護局 医療法人社団輔仁会嬉野が丘サマリヤ人病院
817 社会・援護局 医療法人一灯の会沖縄中央病院
818 社会・援護局 医療法人フェニックス博愛病院
819 社会・援護局 沖縄県立精和病院
820 社会・援護局 新垣 元
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