
（１）個人

厚生統計関係　36名

都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名
ｻﾄｳ ｸﾐｺ ﾀｶｸﾜ ｻｸｴ

北海道 佐藤　久美子 秋田県 高桑　作江
ｻｶﾞﾜ ｱﾂｺ ﾐﾅﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ

秋田県 佐川　厚子 茨城県 南浦　省吾
ﾀｶﾐｻﾜ ﾏｺﾄ ﾔｼﾞﾏ ｶﾂｺ

千葉県 高見沢　誠 東京都 矢島　勝子
ｶﾈｳﾁ ｸﾐｺ ｽｽﾞｷ ｹｲｺ

東京都 金内　久美子 鈴木　敬子
ｶﾄｳ ｻﾁｺ ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷｺ

愛知県 加藤　幸子 飯島　悠起子
ｼﾗｲ ｶｽﾞｺ ﾂﾂﾞｷ ﾋﾛｺ

白井　和子 神奈川県 都築　博子
ｲｲﾔﾏ ｲﾁﾀｶ ｻｸﾗｷﾞ ﾋﾛｺ

京都府 飯山　一隆 櫻木　公子
ｼﾊﾞﾀ ﾔｽｼ ｵｶﾞﾜ ﾐﾂｴ

大阪府 柴田　康司 小河　みつ江
ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ｵｵｲﾉｳｴ ｱﾂｺ
守田　和広 大井上　敦子
ﾁﾊﾞ ｲｸｺ ﾓﾘ ﾊﾙﾐ

千葉　郁子 森　春美
ｱｶﾏﾂ ﾀﾏｴ ｻﾄｳ ﾏｻｺ

兵庫県 赤松　たまゑ 新潟県 佐藤　正子

ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｴ ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｺ

広島県 増田　孝枝 岐阜県 横山　政子
ｷﾖｼｹﾞ ﾐｽﾞﾎ ｷﾄｳ ﾐﾕｷ

徳島県 清重　みずほ 愛知県 鬼頭　美幸
ﾓﾘｳﾁ ﾐﾅｺ

愛媛県 森内　美奈子
ﾏｻｵｶ ﾔｽﾉﾘ ﾀｵｶ ｷｮｳｺ
正岡　泰式 兵庫県 田岡　恭子
ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾞｺ ﾀﾏｲ ﾅﾐｺ

佐賀県 池田　多鶴子 広島県 玉井　浪子
ｳﾒﾐ  ﾏﾕﾐ

福岡県 梅見　真由美
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｷ
近藤　茂喜
ｶﾜｷﾀ ｴﾂｺ

大分県 河喜多　悦子
ｶﾜﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ

宮崎県 河村　みどり

氏名非公表

平成28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（16名） 統計調査員（20名）



労働統計関係（毎月勤労統計調査）　64名

都道府県名 氏　　　名
ｶﾐﾑﾗ　ﾒｸﾞﾐ

神奈川県 上村　惠
ﾆｼﾀﾞ　ｹｲｺ

愛知県 西田　桂子

都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名
ﾏﾂｼﾀ　ｱｹﾐ ｲﾀｶﾞｷ　ｾｲｼﾞ ﾔﾏﾜｷ　ｲｸﾐ

北海道 松下　明美 新潟県 板垣　誠治 鳥取県 山脇　郁美
ｱﾗﾔﾏ　ﾑﾂｺ ｶﾄｳ　ｶｽﾞｺ ｵﾀﾞﾊﾗ　ﾕﾐｺ
荒山　睦子 富山県 加藤　和子 島根県 小田原　優美子
ｵｵｶﾞﾏ　ﾐｴ ﾅｶｶﾞﾜ　ﾖｳｺ ｽﾜ　ﾕｷｵ

青森県 大釜　美惠 石川県 中川　容子 岡山県 諏訪　幸男
ﾀｶﾊｼ　ﾓﾘｵ ﾅｶﾞｵｶ　ﾉﾌﾞｺ

岩手県 髙橋　守男 広島県 永岡　信子
ﾖｼﾀﾞ　ﾏﾕﾐ ﾖｼｶﾜ　ﾏｻｺ

宮城県 吉田　真弓 山口県 吉河　雅子
ﾅｶﾑﾗ　ﾔｽﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ　ﾌﾐｵ

長野県 中村　靖熙 徳島県 中村　文男
ﾅｶﾞｵｶ　ﾏｻﾐ ｵｶﾓﾄ　ｽｽﾞｴ ｵｶﾀﾞ　ｷﾖｺ

山形県 長岡　雅美 静岡県 岡本　鈴江 香川県 岡田　清子
ｻｲﾄｳ　ﾃｲｺ ｼﾐｽﾞ　ﾏｻﾙ ｼｹﾞﾄｳ　ｼﾞｭﾝｺ

福島県 齋　 　禎子 清水　勝 愛媛県 重藤　淳子

ｸｹﾞﾇﾏ　ﾁｶﾃﾙ ｽｽﾞｷ　ﾕｳｺ ｶﾀﾀﾞ　ｷﾐｺ
茨城県 久下沼　參光 愛知県 鈴木　佑子 高知県 堅田　公子

ｵｵﾇﾏ　ｻｸｺ ｺﾊﾞﾔｼ　ｷｮｳｺ ﾄﾓｵｶ　ﾏｻｺ
栃木県 大沼　作子 小林　京子 福岡県 友岡　幹子

ﾐﾔｼﾞﾏ　ﾀｶﾕｷ ｵｵﾂｶ　ｻﾕﾘ ﾅｶｺﾊﾞﾙ　ｶｽﾞｺ
群馬県 宮島　孝順 大塚　さゆり 中小原　和子

ｻﾜﾉ　ｶｽﾞｵ ｵｵﾑﾗ　ﾋﾛｺ ﾃﾗｻｷ　ｷﾐｺ
埼玉県 澤野　和夫 三重県 大村　宏子 佐賀県 寺崎　紀美子

ｽｷﾞﾉ　ｱｷｺ ｻﾜﾉ　ｱﾂｺ ﾏﾂｼﾀ　ﾕﾐｺ
杉野　昭子 滋賀県 澤野　厚子 長崎県 松下　由美子
ｶﾜﾏ　ﾏﾂﾖ ﾐﾔｻﾞｷ　ﾑﾂﾐ ｳｴﾑﾗ　ﾐﾈｺ

千葉県 川間　松代 京都府 宮崎　睦美 熊本県 上村　峰子
ｷﾞｮｳﾌﾞ　ﾚｲｺ ﾔﾉ　ﾖｳｺ ｲﾏﾅｶﾞ　ﾉﾌﾞｺ

東京都 刑部　麗子 大阪府 矢野　洋子 大分県 今永　伸子
ｲｼｲ　ﾌﾐｺ ｶﾈﾀ　ｹｲｺ ｻｶﾓﾄ　ﾋﾛｺ

石井　文子 金田　惠子 宮崎県 坂元　裕子
ｱｽﾞﾏ　ﾏｻｺ ｻｻｷ　ｸﾐｺ ﾄﾓ　ﾐﾂｵ
東　真佐子 佐々木　久美子 鹿児島県 塘　光男
ｺﾔﾉ　ｴﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾅｺ ﾅｶｻﾄ　ﾋﾃﾞﾐ

小谷野　栄美 渡部　美名子 沖縄県 仲里　秀美
ｵｸﾀﾞ　ｻﾗｻ ﾏｴﾀﾞ　ｻﾁｺ
奥田　更紗 兵庫県 前田　幸子
ﾖｼﾀﾞ　ｴﾐｺ ｺﾏﾂ　ﾑﾂﾐ

吉田　恵美子 小松　六美
ｻｸﾗ　ｷｸｺ ｳｴﾀﾞ　ﾖｼｺ

神奈川県 佐倉　喜久子 奈良県 上田　良子
ｿﾜ　ｸﾐｺ

和歌山県 曽和　久美子

氏名非公表

氏名非公表

氏名非公表

氏名非公表

福井県

山梨県

秋田県

統計調査員（62名）

都道府県職員（2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

三重県 仙台市 横須賀市

島根県 千葉市 郡山市

徳島県

以上７団体

＜労働統計関係＞

都道府県

鹿児島県

山口県

沖縄県

群馬県

島根県

大分県

山形県

三重県

以上８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 エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
札幌保険金サービス第三課

非公表

北海道デイリーライス株式会社

株式会社浅川商会　ケンタッキーフライドチキン釧路富士見店

萩原建設工業株式会社

クリーンビル開発株式会社

株式会社小鳩自動車工業　釧路支店　こばとハイヤー

北海道電気技術サービス株式会社

11 ブリヂストンBRM株式会社　千歳工場

株式会社双葉工業社　はまなす工場

青森県 株式会社富士清ほりうち

有限会社　丸髙　髙橋蒲鉾店

天馬株式会社　弘前工場

多摩川精機株式会社　八戸事業所

共栄産業株式会社

7 有限会社ピオ青森ファクトリー

非公表

岩手県 盛岡セイコー工業株式会社

森永乳業株式会社　盛岡工場

医療法人久遠会　老人保健施設銀楊

非公表

6 ALSOK岩手管財株式会社　盛岡営業所

株式会社JAシンセラ

宮城県 宮城県管工業協同組合

株式会社マイヤ　気仙沼バイパス店

篠崎木工株式会社　宮城工場

みやぎ仙南農業協同組合

デクセリアルズ株式会社　多賀城事業所

株式会社アレフ　びっくりドンキー中倉店

有限会社アルファイン

9 大越工業株式会社

東北部品株式会社

秋田県 株式会社アマノ　スーパーセンターアマノ御所野店

社会福祉法人いずみ会

山口電機工業株式会社　秋田工場

5 秋田丸善繊維株式会社

住鉱テック株式会社 能代工場

山形県 株式会社鷺宮製作所　米沢工場

伊藤電子工業株式会社

ティーエヌアイ工業株式会社　長井工場

社会福祉法人尾花沢福祉会

生活協同組合共立社ひがしはらセンター

7 独立行政法人国立高等専門学校機構　鶴岡工業高等専門学校

株式会社岡村製作所　生産本部　高畠事業所

福島県 株式会社タンガロイ

サンセイ医機株式会社

アズビル金門白河株式会社

東開工業株式会社

株式会社関東ダイエットエッグ　会津若松工場

株式会社川金ダイカスト工業

8 白河コスモス電機株式会社

株式会社ベストマネジメント



〈労働統計関係〉（毎月勤労統計調査）：被表彰団体（調査事業所）

茨城県 有限会社アサヒランドラーズ

進和機工株式会社

フライングガーデン古河店

株式会社高橋電器製作所

北村製布株式会社

第一生命保険株式会社　柏常総支社　つくば営業オフィス

常磐鋼帯株式会社　茨城工場

株式会社茨城福祉サービス

株式会社第一機電　茨城工場

11 株式會社川井鉄工所

有限会社ショウシン

栃木県 昭和KDE株式会社　日光フバサミ工場

ヤマト運輸株式会社　栃木主管支店

株式会社虎昭産業　栃木工場

株式会社ダイセキ関東事業所

JUKI株式会社　大田原工場

株式会社ダスキン栃北

王子タック株式会社宇都宮工場

9 株式会社たいらや　芳賀店

株式会社たいらや　簗瀬店

群馬県 公益財団法人老年病研究所

関東産業株式会社

前橋市農業協同組合本所

藤田テクノ株式会社

株式会社群馬バス

株式会社セノテック

株式会社ウエノテクニカ

9 クォリティフーズ株式会社　マクドナルド　前橋ガーデン店

インターワイーヤード株式会社　桐生工場

埼玉県 株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ　朝霞証券工場

学校法人埼玉医科大学

株式会社明治　坂戸工場

日本電波工業株式会社　狭山事業所

山崎製パン株式会社　埼玉工場埼玉第一工場

ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社　埼玉支店

株式会社東ハト　関東工場

ボッシュ株式会社　むさし工場

ポーライト株式会社　本社工場

学校法人十文字学園　十文字学園女子大学

三共理化学株式会社

戸田建設株式会社　関東支店

14 長谷川香料株式会社深谷事業所深谷工場

株式会社デリカナカムラ

千葉県 社会福祉法人晴山会　障害者支援施設鎌取晴山苑

社会医療法人社団木下会　千葉西総合病院

非公表

ビーエイチエス株式会社

丸善石油化学株式会社　千葉工場

医療法人社団創造会　平和台病院

株式会社リーガルコーポレーション

トーヨーウレタン株式会社

株式会社ケイハイ　葛南支店

非公表

12  公益財団法人ニッセイ聖隷健康福祉財団ウェル・エイジング・プラザ松戸ニッセイエデンの園

株式会社シー・エス・ランバー山武工場



〈労働統計関係〉（毎月勤労統計調査）：被表彰団体（調査事業所）

東京都 三美印刷株式会社総合工場

株式会社三越伊勢丹　三越日本橋本店

東日本電信電話株式会社

ライトクリエイションシステム株式会社

中央自動車株式会社

株式会社ジャパン・スリーブ

生活協同組合コープみらい　西調布店

生活協同組合コープみらい　ときわ店

日本車輌製造株式会社　東京本部

株式会社銚子丸　すし銚子丸多摩ニュータウン店

日本大学　医学部

医療法人社団卓秀会　平塚胃腸クリニック

ミドリ安全株式会社

東京ガスＳＴコミュネット株式会社

株式会社オータ

医療法人社団明芳会　板橋中央看護専門学校

キユーピー株式会社

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社　住宅東京支社

株式会社マツイ・エス・ディ・アイ東京本社

第一合成株式会社

ミツワ電気照明株式会社

株式会社虎屋　帝国ホテル店

ネッツトヨタ東京株式会社　ＴＯＷＮ　ＰＯＲＴ　蒲田

株式会社エレミック

眼科　亀戸クリニック

タイムズサポート株式会社　東京オフィス

株式会社ＡＯＫＩ蒲田店

矢萩運輸株式会社

トリノ電子工業株式会社

医療法人社団常泉クリニック

ファーコス薬局　用賀三丁目

株式会社三鷹精工

啓文堂書店　三鷹店

株式会社佐藤清商店

36 株式会社大番　浅草店

カガミクリスタル株式会社営業部東京営業課

神奈川県 株式会社野村総合研究所　横浜みなと総合センター

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

富士ソフト株式会社

ヒロセ電機株式会社　横浜センター

アジア航測株式会社

株式会社日立ハイシステム２１

共立ビルサービス株式会社

株式会社エルテックス

株式会社ニトリ　港北ニュータウン店

田辺三菱製薬株式会社　横浜事業所

東洋レコーディング株式会社　テクニカルベース

株式会社CIJ　本社

株式会社杉孝

大成有楽不動産株式会社　テクノセンター

興南プラント工業株式会社　浜川崎営業所

株式会社カインズ　カインズホームりんかいモール店

有限会社清水マーク製作所

19 株式会社紅谷

株式会社一宙　伊勢原事業所



〈労働統計関係〉（毎月勤労統計調査）：被表彰団体（調査事業所）

新潟県 株式会社　日本フードリンク　セントラルキッチン

緑水工業株式会社

株式会社阿部商店

糸魚川バス株式会社

相互技術株式会社

YKK AP株式会社　滑川事業所新潟工場

信越半導体株式会社　犀潟工場

9 株式会社クボ製作所　本社工場

国土交通省　北陸地方整備局　新潟国道事務所

富山県 ＳＭＫ株式会社　富山事業所

ビニフレーム工業株式会社

中越ロジスティクス株式会社

ＹＫＫ株式会社　黒部牧野工場

三協立山株式会社　三協マテリアル社

7 株式会社高岡市衛生公社

北陸電力株式会社　高岡支社

石川県 津田駒工業株式会社

社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院

株式会社小松村田製作所

非公表

株式会社PFU

7 株式会社金沢村田製作所

ＥＩＺＯ株式会社

福井県 フクビ化学工業株式会社

株式会社オ－イング

信武磁工株式会社　池田工場

非公表

6 上田建機株式会社

株式会社エイコー技術コンサルタント

山梨県 シチズン時計マニュファクチャリング株式会社　河口湖富士工場

株式会社ＮＴＴ東日本　南関東東京事業部山梨支店　

株式会社アセラ

株式会社渡辺商店

6 非公表

日本郵便株式会社　甲府中央郵便局

長野県 日東光学株式会社

有限会社クラール

多摩川モータトロニックス株式会社

中越クリーンサービス株式会社　長野営業所

株式会社アルプスウェイ　松本センター

富士通コンポーネント株式会社　技術開発センター

株式会社綜合印刷

9 山崎製パン株式会社　武蔵野工場長野営業所

米玉堂食品株式会社

岐阜県 メイラ株式会社　関工場

株式会社文溪堂

メルコファンプロダクツ株式会社

株式会社　ナ・デックスプロダクツ

株式会社喜多村　古川工場

株式会社　ユニ研

8 ハワイ商事株式会社

ヤマガタヤ産業株式会社



〈労働統計関係〉（毎月勤労統計調査）：被表彰団体（調査事業所）

静岡県 矢崎部品株式会社　大東工場

非公表

ＡＧＣテクノグラス株式会社

株式会社平安

株式会社生産日本社　生産本部浜北工場

株式会社スギヤマ

光タクシー株式会社

株式会社スカイ

非公表

ユニー株式会社　ピアゴ富士宮店

株式会社長野製作所

13 非公表

大洋株式会社

愛知県 ガステックサービス株式会社　本社

非公表

株式会社名鉄情報システム

東洋テック株式会社　名古屋支社

恒川織物株式会社

株式会社ゴトウ

村瀬段ボール株式会社

日本高圧電気株式会社

株式会社エフエスケー

ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社　名古屋支社

大豊精機株式会社　本社工場

株式会社　水野商店

株式会社アラキ製作所

非公表

岡崎セキュリティーサービス株式会社

17 碧海信用金庫本店営業部

太陽急配株式会社

三重県 株式会社第三銀行

ヤマモリ株式会社　本社・大山田工場

株式会社正電社　三重工場

株式会社三重電子計算センター

株式会社ＺＴＶ

独立行政法人国立高等専門学校機構　鈴鹿工業高等専門学校

ユニー株式会社　アピタ四日市店

神鋼大安総合サービス株式会社

10 非公表

株式会社一号舘　Ｆ１マートサーキット通り店

滋賀県 株式会社アヤハディオ

公立大学法人滋賀県立大学

西びわこ農業協同組合

株式会社ミールサービスたにぐち

株式会社ＵＡＣＪ製箔　滋賀工場

株式会社暁電機製作所

株式会社寺田自動車　本社

9 旭化成株式会社　守山製造所

株式会社ビワコ建装



〈労働統計関係〉（毎月勤労統計調査）：被表彰団体（調査事業所）

京都府 大将軍商事株式会社

株式会社ユキオー

京都経済短期大学

株式会社きんでん福知山営業所

ワイシステム株式会社　宇治田原営業所

大末産業株式会社

メテック株式会社

ヒラヰ電計機株式会社

10 田中精工株式会社

開明伸銅株式会社

大阪府 朝日放送株式会社

関西電力株式会社　関西電力病院

新日鐵住金株式会社　交通産機品事業部　製鋼所　

住友電気工業株式会社　大阪製作所

公益財団法人日本生命済生会付属　日生病院

株式会社産業経済新聞社　大阪本社

社会福祉法人恩賜財団済生会　大阪府済生会野江病院

株式会社奥村組　西日本支社

スミセイ情報システム株式会社（南港）

社会医療法人景岳会　南大阪病院

独立行政法人造幣局

東宝ビル管理株式会社

関西ビジネスインフォメーション株式会社

関西電力株式会社

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

富士通株式会社　関西支社

山崎製パン株式会社　大阪第一工場

株式会社オリエンタルベーカリー泉佐野工場

社会医療法人生長会　府中病院

塩野義製薬株式会社　摂津工場

東洋紡株式会社　本社

23 株式会社千趣会

社会医療法人三和会　永山病院

兵庫県 富士通テンスタッフ株式会社

ユーシーシー上島珈琲株式会社

ガッツ・サービス株式会社

神戸天然物化学株式会社

株式会社デール関西

株式会社大林組　神戸支店

松原メイフラワー病院

黒崎播磨セラコーポ株式会社　赤穂製造所

株式会社ミタチ

株式会社シンリョー

近畿工業株式会社

株式会社森長組

14 ミユキエレックス株式会社　伊丹事業所

川崎重工業株式会社　兵庫工場

奈良県 株式会社菊水楼

共栄社化学株式会社　奈良工場

株式会社オーカワ

株式会社奈良情報システム

6 株式会社アクラム

ヤマト精工株式会社

和歌山県 セイカ株式会社

株式会社オハラ・クオーツ

株式会社海南食品

5 株式会社タチバナ

矢倉ヒューム管工業株式会社　和歌山工場



〈労働統計関係〉（毎月勤労統計調査）：被表彰団体（調査事業所）

鳥取県 株式会社ジャパンディスプレイ　鳥取工場

ワタキューセイモア株式会社　中国支店　米子営業所

4 公益社団法人　鳥取県中部医師会立　三朝温泉病院

カインズホームＦＣウシオ鳥取店

島根県 島根松尾電子株式会社　平田工場

株式会社ヤマト　松江支店

日本通運株式会社松江支店

5 山陰総業有限会社

社会福祉法人 よしだ福祉会

岡山県 株式会社ジップ

帝人ナカシマメディカル株式会社

安田工業株式会社

ユニバーサル製缶株式会社

山陽美工株式会社

中四国セキスイハイム工業株式会社

8 住友重機械工業株式会社　岡山製造所

倉敷レーザー株式会社

広島県 株式会社もみじ銀行　本店

非公表

株式会社ＩＨＩ　呉事業所

株式会社音戸工作所　八本松工場

マツダ株式会社

7 株式会社ウッドワン　収納システム工場

広島アルミニウム工業株式会社　可部工場

山口県 非公表

ニチハ株式会社下関工場

株式会社協和工業所

医療法人社団松友会　松本外科病院

6 株式会社大津屋

サン電子工業株式会社　下関工場

徳島県 王子コンテナー株式会社　徳島工場

朝日音響株式会社

株式会社ナカテツ　徳島工場

5 株式会社フジ　フジグラン石井

特定医療法人恵済会　ゆうあいホスピタル

香川県 株式会社マルナカ　パワーシティレインボー店

テーブルマーク株式会社　山本工場

株式会社スマイル

株式会社マルナカ　香西店

6 株式会社マルナカ　豊浜店

高松ハム株式会社

愛媛県　１ 宇和島市立　明倫小学校

高知県 株式会社サニーマート　中央流通センター

3 三和製紙株式会社

株式会社クイック情報サービス

福岡県 富士通コミュニケーションサービス株式会社　北九州サポートセンター

株式会社西日本新聞社

西部瓦斯株式会社

安川マニュファクチャリング株式会社　行橋カンパニー

日揮触媒化成株式会社　北九州事業所

ＴＯＴＯプラテクノ株式会社　豊前工場

株式会社もち吉

株式会社タンガロイ　九州工場

大分製紙株式会社豊前工場

大成ジオテック株式会社

株式会社植田製作所

13 西日本開発株式会社

株式会社湖月堂　製菓部



〈労働統計関係〉（毎月勤労統計調査）：被表彰団体（調査事業所）

佐賀県 理研農産化工株式会社

宮島醤油株式会社　妙見工場

株式会社唐津ケーブルテレビジョン

5 株式会社ブリヂストン　佐賀工場

佐賀県立佐賀北高等学校

長崎県 株式会社スエオカ松浦事業所

箱崎漁業協同組合

医療法人知正会　中村内科クリニック

5 アイティーアイ株式会社　長崎支店

さんクリニック

熊本県 熊本部品株式会社

株式会社マルハニチロ九州

株式会社野田市電子　大津事業所

学校法人玉名白梅学園

熊本乳業株式会社

7 株式会社ファビスル　熊本支社

日豊食品工業株式会社

大分県 山九株式会社　大分支店

大分交通株式会社

株式会社　新象

5 学校法人　別府大学

大分県漁業協同組合　鶴見支店

宮崎県 株式会社文化コーポレーション

一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団　潤和会記念病院

株式会社宮崎日日新聞社　佐土原センター

和光コンクリート工業株式会社

6 高鍋信用金庫

株式会社宮崎デンソー

鹿児島県 有限会社永峯食鳥

社会福祉法人明徳会　牧之原むつみ園

株式会社花田電子

株式会社鹿児島ハイテク　大口工場

6 株式会社竹之下　鹿児島支店

マルイ農業協同組合

沖縄県 株式会社琉球新報社

日本交通株式会社

社会医療法人仁愛会　浦添総合病院

沖縄赤十字病院

6 リューセロ株式会社

非公表


