
（１）個人

厚生統計関係　59名

都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名
ｸﾄﾞｳ　ﾐｷｺ ﾆｼ　ｼﾞｭﾝｺ

岩手県 工藤　美希子 神奈川県 西　順子
ｻﾄｳ　ﾀﾐｴ ｼﾅｶﾞﾜ　ﾐｽｽﾞ

宮城県 佐藤　民江 大阪府 品川　美鈴
ｱﾍﾞ　ｴｲｺ ﾐｿﾞﾊﾞﾀ　ﾘｮｳｺ

秋田県 阿部　栄子 溝端　緑子
ｴﾄｳ　ﾀｶﾕｷ ﾀｹﾀﾞ　ﾀｴｺ

東京都 江藤　崇之 愛媛県 武田　妙子
ﾒｸﾞﾛ　ﾖｳｺ ﾄｸﾓﾄ　ﾄｼｺ
目黒　陽子 德本　敏子

都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名
ﾅｶﾑﾗ　ﾕﾘ ｵﾔﾅｷﾞ　ﾔｽｴ ﾐﾈｶﾜ　ｷﾐｺ

青森県 中村　ユリ 新潟県 小柳　靖英 大阪府 峰川　貴美子
ﾌｼﾞﾀ　ｸﾐ ｵﾔﾅｷﾞ　ﾖｼﾋｺ ｸﾛﾀﾞ　ｱｲｺ

藤田　久美 小柳　義彦 兵庫県 黒田　愛子
ﾀｶﾊｼ　ｷｮｳｺ ｵｸﾃﾞ　ｻﾄﾐ ﾀｶﾅｼ　ｶｽﾞｺ

宮城県 高橋　恭子 石川県 奥出　聡美 髙梨　和子
ｶｷｻﾞｷ　ｼｹﾞｺ ﾏｴｶﾜ　ｸﾐｺ ﾐﾉ　ｹｲｺ

秋田県 柿崎　成子 前川　久美子 美濃　敬子
ｻｶｲ　ﾄﾖｺ ﾔﾏﾀﾞ　ﾋﾛﾐ ﾏﾂﾓﾄ　ﾐﾎｺ

福島県 酒井　豊子 福井県 山田　ひろみ 島根県 松本　美保子
ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾃﾞｵ ｵｻﾀﾞ　ﾌﾐｴ ｼｮｳﾀﾞ　ﾄｼｴ
吉田　日出夫 山梨県 長田　文江 広島県 正田　敏江

ｽｶﾞﾔ　ﾄﾐ ﾏｴﾀﾞ　ﾋﾃﾞﾐ ｺｳﾁ　ﾔｽｴ
茨城県 菅谷　富 前田　英美 山口県 河内　恭栄

ｾｷｸﾞﾁ　ﾏｻｵ ｲﾜﾀ　ﾏｻｺ ﾀｹﾔ　ﾖｳｺ
群馬県 関口　雅夫 岐阜県 岩田　昌子 竹家　瑶子

ｵｶﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｺ ﾔｽﾀﾞ　ｷｮｳｺ ｶﾜﾉ　ﾊﾙｺ
埼玉県 岡田　順子 安田　京子 徳島県 河野　治子

ｵｷﾀ　ｹｲｺ ｵｶﾑﾗ　ﾄｼｺ　 ｻｲﾅｶ　ﾀｹｼ
沖田　惠子 愛知県 岡村　敏子 斎中　武
ｲﾉｳｴ　ｶｽﾞｺ ｼﾝﾉ　ﾐｼ ﾅｶｻﾞﾜ　ﾖｼｴ

千葉県 井上　和子 新野　みし 高知県 中澤　芳江
ｻﾄｳ　ﾕｶﾘ ﾄｳﾄﾞｳ　ﾋﾄﾐ ｺﾝﾄﾞｳ　ﾖｳｺ

佐藤　ゆかり 藤堂　ひとみ 福岡県 近藤　陽子
ｱﾍﾞ　ｺｳｺ ｶﾜｸﾞﾁ　ﾐﾔｺ ﾊﾅﾀﾞ　ｶﾂﾐ

東京都 阿部　好子 滋賀県 川口　美保子 花田　勝美
ｷｸ　ﾄｼｴ ﾔﾏﾓﾄ　ﾊﾙﾐ ｳｹｸﾞﾁ　ﾄﾓｺ
菊　敏江 山本　春美 大分県 筌口　友子
ｽｽﾞｷ　ﾕｳｺ ｲｼﾊﾞｼ　ｴｲｺ ｼｵﾐﾂ　ﾋﾄﾐ
鈴木　優子 京都府 石橋　瑛子 鹿児島県 塩満　ひとみ
ｵｵｷ　ﾄｷｺ ｸﾛｸｽﾞ　ﾌｻｺ

神奈川県 大木　トキ子 大阪府 黒葛　富佐子
ｼﾌﾞﾔ　ﾄｼｺ ﾊﾏｸﾞﾁ　ﾃﾙﾖ

渋谷　とし子 濵口　照代

統計調査員（49名）

平成29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（10名）



労働統計関係（毎月勤労統計調査）　63名

都道府県名 氏　　　名
ｵﾉｴ ﾋﾛｷ

三重県 尾上　浩紀

都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名 都道府県名 氏　　　名
ﾋｸﾞﾁ　ﾄﾓﾐ ﾀｶｷ　ﾀｹｼ ｶｸｾﾞﾝ　ﾏｻｺ

北海道 樋口　智美 新潟県 髙木　　毅 和歌山県 前　雅子
ｶﾎ　ﾐｷｺ ﾔﾏﾓﾄ　ｲﾂﾔ ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｺ

加保　美紀子 富山県 山本 逸哉 鳥取県 遠藤　和子
ﾀﾑﾗ　ｷｮｳｲﾁﾛｳ ﾎｿｶﾜ　ｻﾁｺ ﾖｼｵｶ　ﾓﾄﾉﾌﾞ

青森県 田村　恭一郎 石川県 細川　幸子 島根県 吉岡　幹展
ｵﾀﾞｼﾏ　ﾄｼｵ ﾖｺﾀ　ﾀﾀﾞｵ ﾅｶｲｴ　ｻﾁｵ

岩手県 小田島　敏夫 福井県 横田　忠雄 岡山県 中家　幸男
ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾁｺ ｶﾂﾏﾀ ｴﾘｺ ｸﾎﾞﾀ　ﾏﾄﾞｶ

宮城県 小野寺　幸子 山梨県 勝俣　恵里子 広島県 久保田　まどか
ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｺ ﾀｶｼﾏ　ﾊﾙﾐ

秋田県 安藤　弘子 長野県 髙嶋　晴美 山口県
ﾀｹﾀﾞ　ﾌｷｺ ﾆｼｵ　ﾅｵﾐ ﾔﾏｻｷ　ﾏｻﾉﾘ

山形県 竹田　富貴子 岐阜県 西尾　直美 香川県 山崎　政則
ｺﾔﾏ　ﾖｼｺ ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾐﾔｵｶ　ﾋﾛｺ

福島県 小山　 子 静岡県 伊藤　義信 愛媛県 宮岡　廣子
ﾄﾐﾔﾏ ｱｷﾗ ｶﾄｳ ﾀｶｵ ﾐﾔｵ　ﾕｷ

茨城県 冨山　明 加藤　隆夫 高知県 宮尾　由紀
ﾖｼﾔ　ﾅｵﾐ ﾅﾘﾀ ﾁﾂﾞ ﾊﾞﾊﾞ　ﾚｲｺ

栃木県 由谷　直美 愛知県 成田　千鶴 福岡県 馬場　れい子
ｲｼｲ　ﾏｻﾕｷ ｶﾜﾅ ﾐﾅｺ ﾀﾅｶ　ｾﾂｺ

群馬県 石井　甫幸 川那　美奈子 田中　節子
ｳﾗﾍﾞ　ｱｲｺ ｼｼﾞﾏﾔ ﾋｻﾉ ﾌｼﾞﾊﾗ　ｻｸﾐ

埼玉県 浦辺　愛子 四十万谷　久乃 佐賀県 藤原　咲美
ｺﾔﾏ　ｶﾂﾞｱｷ ｲﾄｳ ｱｷｺ ﾏﾂﾓﾄ　ｿﾖﾐ
小山　一暁 三重県 伊藤　昭子 長崎県 松本　素代美
ｼﾀﾊﾞ　ﾌﾐﾖ ｶﾄｳ　ﾀｶﾕｷ ｺｼﾞﾏ　ﾓﾄｼ

千葉県 下羽　文代 滋賀県 加藤　髙之 熊本県 小島　基資
ｲﾏﾑﾗ　ﾕｷｺ ｲﾄｳ　ｴﾐｺ ﾐﾂﾓﾄ　ﾐﾂｺ

東京都 今村　幸子 京都府 伊藤　恵美子 大分県 光本　光子
ｷﾄｳ　ｻﾅｴ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｺ ｵﾉ　ﾐﾁｺ

鬼頭　早苗 大阪府 小林　伸子 宮崎県 小野　道子
ﾖｺﾀ　ﾕｶ ﾓﾘﾅｶﾞ ﾏｺﾄ ｺﾔﾏ　ｼｭｳｼﾞ

横田　由佳 森永　誠 鹿児島県 小山　修二
ﾀｼﾞﾏ　ｻﾕﾘ ﾊｾﾞﾔﾏ  ﾐﾎ ｼﾓｼﾞ　ｷｮｳｺ

田島　さゆり 枦山　美保 沖縄県 下地　京子
ﾋﾗｵｶ　ﾏｻｺ ﾀﾆﾓﾘ  ﾐｴｺ
平岡　雅子 谷森　美恵子
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｴﾘ ｷﾀﾞﾈ　ｱｲｺ
渡辺　恵理 兵庫県 喜種　愛子
ｶｸﾀﾞ　ｹｲｺ ｵｶﾀﾞ　ﾔｽｺ

神奈川県 角田　敬子 岡田　泰子
ｻｶｲ　ﾁﾂﾞｺ ﾋﾋﾞﾉ　ｱｹﾐ

坂井　千鶴子 奈良県 日比野　明美

氏名非公表

統計調査員（62名）

都道府県職員（1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

長崎県 さいたま市 和歌山市

大分県 神戸市 岐阜市

静岡県

以上７団体

＜労働統計関係＞

都道府県

山口県

群馬県

大分県

山形県

千葉県

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 有限会社児玉新聞店

ＤＣＭホーマック株式会社　西岡店

株式会社アレフ　びっくりドンキー手稲富丘店

岩田醸造株式会社　千歳工場

株式会社ワタキュークリーン　伊達営業所

美幌町農業協同組合

ＨＩＳホールディングス株式会社

日本板硝子北海道株式会社　苫小牧工場

ＹＫＫ ＡＰ株式会社　北海道工場

11 北海道精密ツール株式会社

ムサシ電子株式会社　中富良野工場

青森県 株式会社かんぽ生命保険　青森支店

マックスバリュ東北株式会社　マックスバリュ樋の口店

とうざい株式会社

医療法人仁泉会　介護老人保健施設ハートランド

6 山内土木株式会社

カネショウ株式会社　尾上工場

岩手県 株式会社ミクニ　盛岡事業所

株式会社大昌電子　岩手工場

栃内第二病院

ときめきファーム株式会社　本社・新鮮工房

6 東北白金株式会社

城南樹脂工業株式会社　北上工場

宮城県 株式会社タイハク

リコーインダストリー株式会社東北事業所

テクノ・マインド株式会社

水ｉｎｇ株式会社阿武隈管理事務所

株式会社ネクスト

株式会社ニコンスタッフサービス仙台事業所

株式会社土屋歯科商店

9 株式会社ユーメディア

佐藤産業株式会社　米山工場

秋田県 ティディエス株式会社　秋田工場

独立行政法人国立高等専門学校機構　秋田工業高等専門学校

十和田精密工業株式会社　秋田工場

5 東北部品株式会社　秋田工場

株式会社秋田ケーブルテレビ

山形県 国立大学法人山形大学附属特別支援学校

株式会社マルシゲ

社会医療法人公徳会　若宮病院

株式会社アレフ　びっくりドンキー米沢徳町店

株式会社エフピコ山形

7 株式会社所沢軽合金

日東ベスト株式会社天童工場

福島県 川口内燃機鋳造株式会社　福島工場

有限会社 フューチャー

日東電工株式会社

スカイフィルム株式会社　福島第一工場

生活協同組合コープふくしま　コープマートあだたら店

協業組合いわき市環境整備公社

8 株式会社ミヤタ

株式会社トライアンフ



〈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

茨城県 株式会社本田霞ケ浦製材工場

株式会社サン薬局

つくば市水道事業

リズム時計工業株式会社管理本部業務部総務課

株式会社カイタックファミリー江戸崎物流

株式会社磯建

土浦市立都和幼稚園

株式会社竹中製作所筑波工場

株式会社練馬製作所

11 茂野製麺株式会社茨城工場

株式会社カクライ

栃木県 富士通ＣＩＴ株式会社

エスアイアイ・クリスタルテクノロジー株式会社

日本サーファクタント工業株式会社那須事業所

小山農業協同組合

関口商事株式会社

あづま食品株式会社関堀工場

社会福祉法人　大和久福祉会

9 宇都宮農業協同組合

株式会社エヌ・アイ・シー

群馬県 東日本旅客鉄道株式会社高崎支社

株式会社アドバンテスト群馬Ｒ＆Ｄセンタ

日本発条株式会社　群馬工場

日研トータルソーシング株式会社高崎事業所

カルソニックカンセイ株式会社群馬工場

しののめ信用金庫　本店営業部

株式会社三共エクセル

9 佐田建設株式会社

日本製線株式会社　前橋工場

埼玉県 国立研究開発法人理化学研究所　和光事業所

株式会社ニチイ学館　大宮支店

曙ブレーキ工業株式会社

株式会社カインズ本部

学校法人北里研究所　北里大学メディカルセンター

株式会社エヌテックサービス

ランスタッド株式会社　熊谷オフィス

セキスイハイム工業株式会社

デリカエース株式会社 生産本部 第一工場

非公表

株式会社日本シンライサービス

旭精工株式会社　埼玉工場

14 埼玉八潮運輸株式会社

八千代工業株式会社

千葉県 ＴＤＫ株式会社成田工場

社会福祉法人八光聰　多古特別養護老人ホーム

協和工業株式会社

株式会社昌立製作所千葉工場

非公表

信和産業株式会社

ＡＮＡ成田エアポートサービス株式会社

協和合金工業株式会社

株式会社美濃忠

東京ガスiネット株式会社幕張事業所

12 株式会社ジェイコム市川

社会福祉法人翠燿会　特別養護老人ホームグリーン・ヒル



〈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

東京都 株式会社ワールドストアパートナーズ　本社

フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社　フォルクスワーゲン江戸川

株式会社リョーサン

株式会社リョーサン　本社別館

霊友会

特許業務法人 酒井国際特許事務所

株式会社ケイ・オール

株式会社映像システム

浪速運送株式会社　東京センター

有限責任　あずさ監査法人

株式会社花やしき

ＢＮＰパリバ証券株式会社

株式会社エム・キューブ

株式会社三共

合同会社西友　三軒茶屋店

合同会社西友　高井戸東店

合同会社西友　サンシャイン西友店

東京美化株式会社

小田急電鉄株式会社　町田管区

株式会社虎屋　東京工場

株式会社千代田セレモニー　セレス高田馬場

ユーシーシーフーヅ株式会社

東京センチュリー株式会社

山甚物産株式会社東京本社

有限会社トムアンドスージーファクトリー　ｃａｌｍｅ

株式会社ブックレット　ＢＯＯＫＯＦＦ千駄木店

三恵産業株式会社

株式会社グリーンハウスフーズ　とんかつ新宿さぼてん糀谷商店街店

電磁機械工業株式会社

高校生聖書伝道協会

株式会社クリエイトエス・ディー　田無西原店

株式会社フルプラ

株式会社日本人材開発医科学研究所

株式会社ストック小島

本田技研工業株式会社Ｈｏｎｄａ八重洲ビル

37 株式会社国際友好交易

株式会社シャノアール　カフェベローチェ千歳烏山店

神奈川県 日本電気通信システム株式会社　玉川事業所

社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院

株式会社ＪＶＣケンウッド　白山事業所

株式会社ティラド　秦野製作所

株式会社横浜 グランド インターコンチネンタルホテル　　　　　　

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社　ＮＩＳ事業本部

グラフテック株式会社　本社

キング通信工業株式会社　横浜テクノセンター

株式会社ミツトヨ　研究開発本部・川崎工場

株式会社ジェイエーアメニティーハウス

アンリツエンジニアリング株式会社

三菱重工業株式会社　横浜製作所　

大田化成株式会社

公益財団法人　横浜勤労者福祉協会　うしおだ老健やすらぎ

株式会社ワットマン ワットマンテック・ワットマンスタイル・ブックオフ横浜朝比奈店

株式会社大雄　

株式会社大倉製作所　大船工場

19 株式会社かなしんオフセット

三吉工業株式会社



〈労働統計関係〉（毎月勤労統計調査）：被表彰団体（調査事業所）

都道府県名 表彰事業所名

新潟県 株式会社藤村式黒板製作所

株式会社ソリマチ技研

株式会社ティエルシー

株式会社新井コロナ

株式会社渡辺リネン　潟東営業所

株式会社アトックス柏崎刈羽事業所

三陽工業株式会社小千谷工場

9 トーヨーリトレッド株式会社

東栄ドライ株式会社

富山県 株式会社廣貫堂

三協立山株式会社 三協アルミ社　福光工場

株式会社アイビックス　富山支店

東亜薬品株式会社　富山工場

株式会社平和堂　アル・プラザ富山

7 助野株式会社

株式会社 石橋

石川県 株式会社小松製作所　金沢工場

富士産業株式会社　北陸事業部

ハクサン染工株式会社

加賀種食品工業株式会社

株式会社ブリヂストンＥＭＫ　北陸事業所

7 北陸電話工事株式会社　情報システム本部

株式会社朝日電機製作所

福井県 株式会社アペックス３．１４

三和繊維株式会社

新富産業株式会社

大和金属工業株式会社　福井工場

6 カネタ株式会社

隆機工業株式会社

山梨県 国立大学法人山梨大学　医学部キャンパス

ヤマト科学株式会社　南アルプス工場

山梨電子工業株式会社

日本郵便株式会社　田富郵便局

6 株式会社富士急ハイランド

株式会社サンニチ印刷

長野県 株式会社ＩＨＩターボ

株式会社平安堂

有限会社タカチホ・サービス

信越明星株式会社

大和電機工業㈱松本事業所

サクラ精機株式会社

社会福祉法人大北社会福祉事業協会

9 中島オールプリシジョン株式会社

株式会社岩野商会

岐阜県 社会福祉法人同朋会　生活の家桜美寮

協和薬品工業株式会社

株式会社フォーラムホテル

東商テクノ株式会社

東和開発株式会社

株式会社アイジーテック

8 株式会社ひらゆの森

美濃設備株式会社



〈労働統計関係〉（毎月勤労統計調査）：被表彰団体（調査事業所）

都道府県名 表彰事業所名

静岡県 アルムメディカルサポート株式会社　愛鷹事業所

ＭＰＰ ＫＯＭＡＴＳＵ株式会社

株式会社ふじ膳

株式会社藤枝江﨑新聞店

スズキファイナンス株式会社

大日工業株式会社

伸和工業株式会社

鈴与建設株式会社

 株式会社前川レジャーシステム　朝霧営業所

 株式会社富士平原　富士平原ゴルフクラブ

株式会社翔栄

13 太陽建機レンタル株式会社

株式会社メルコテクノレックス

愛知県 飯島電子工業株式会社

有限会社白光舎

スイスポートジャパン株式会社　中部国際空港支店　

近藤産興株式会社

みなと医療生活協同組合　協立総合病院

株式会社夏目製菓

東レ株式会社　東海工場

学校法人愛知大学　豊橋校舎

カリツー株式会社　岡崎営業所

株式会社ＵＡＣＪ　名古屋製造所

株式会社オンワード樫山　名古屋支店　

コニックス株式会社　名古屋支店

株式会社カーネル・ソフト・エンジニアリング

中電不動産株式会社

株式会社ジャパンディスプレイ

河村電器産業株式会社

株式会社えびせんべいの里

三菱電機ライフサービス株式会社　名古屋支店

中央精機株式会社

21 ＪＦＥスチール株式会社　知多製造所

第一生命保険株式会社　名古屋総合支社津島営業オフィス

三重県 医療法人尚徳会　ヨナハ総合病院

カネ美食品株式会社　津工場

大忠食品株式会社

扶桑工機株式会社　本社

株式会社カインズ　カインズホーム桑名店

株式会社ケージーエス

株式会社大紀アルミニウム工業所亀山工場

 パナソニックエコソリューションズ電材三重株式会社　あのつ台工場

10 上野キヤノンマテリアル株式会社

株式会社エッチ・エム・イー

滋賀県 株式会社ティラド　滋賀製作所

株式会社ロッテ　滋賀工場

ニプロ株式会社　医薬品研究所

日清化成株式会社　滋賀工場

株式会社　ケイロジ

株式会社南洋軒

社会福祉法人聖優会　特別養護老人ホーム　菖蒲の郷

9 ヤンマーキャステクノ株式会社　甲賀事業部

三陽建材有限会社　　



〈労働統計関係〉（毎月勤労統計調査）：被表彰団体（調査事業所）

都道府県名 表彰事業所名

京都府 株式会社 京念珠　刑部

医療法人綾冨士会綾部ルネス病院

株式会社ハートフレンド　スーパーフレスコ宇治店

ＴＯＷＡ株式会社　京都東事業所

社会福祉法人千祥福祉会

シャトレーイン京都

和光建物総合管理株式会社

ギオン自動車株式会社

10 西川ローズサービス株式会社

株式会社アジア化成工業所

大阪府 非公表

東京海上日動火災保険株式会社　関西業務支援部

船井電機株式会社

京セラ株式会社　大阪大東事業所

ヤンマー株式会社

株式会社ＮＴＴドコモ　関西支社

医療法人恒昭会　藍野病院

パナソニック株式会社　コネクティッドソリューションズ社　南門真地区

パナソニック株式会社　先端研究本部

パナソニック株式会社　コネクティッドソリューションズ社　北門真地区

新コスモス電機株式会社

株式会社エディオン

株式会社朝日新聞社大阪本社

国立大学法人大阪大学　大学院工学研究科・工学部

株式会社阪急阪神ホテルズ　大阪新阪急ホテル

地方独立行政法人大阪市民病院機構　大阪市立総合医療センター

大阪ガス株式会社　大阪事業所

大阪ガス株式会社

国立大学法人大阪教育大学

パナソニック株式会社　生産技術本部

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　エナジーデバイス事業部

23 社会医療法人生長会　ベルピアノ病院

富士電機株式会社　関西支社

兵庫県 株式会社グッドコンピュータ

朝日アルミニウム株式会社　多可工場

 中銀ライフケアホーム株式会社パストラール加古川

株式会社Ａ．Ｃ．Ｔｅｃｈ

パナレーサー株式会社

株式会社子午線明石サービスエリア

木曽路明石店

株式会社ティエラコム

株式会社ウェストウイング

加美電機株式会社

ヨドプレ株式会社

株式会社旭工業所

14 豊岡短期大学

ユーアールエー株式会社　ロイヤル淡路ＳＡ下り線

奈良県 味覚糖株式会社奈良工場

非公表

株式会社カイバラ

株式会社奈良コープ産業

6 池田紙業株式会社　生駒工場

近鉄造園土木株式会社奈良営業所



〈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

和歌山県 社会福祉法人三養福祉会田辺の郷

日鉄住金スチール株式会社

エヌ・エム・エス株式会社

5 株式会社アワーズ白浜事業所

紀南農業協同組合

鳥取県 因幡環境整備株式会社

弓ヶ浜水産株式会社

4 水野商事株式会社  千代工場

日本セラミック株式会社  南栄事業所

島根県 島根印刷株式会社

社会福祉法人恩賜財団済生会支部島根県済生会  特別養護老人ホーム白寿園

若女食品株式会社

5 有限会社 大畑管工

有限会社なにわ旅館

岡山県 住友化学株式会社

株式会社宮原製作所

株式会社スリーエス

株式会社ソフィア　

日本圧着端子製造株式会社　院庄生産技術センター

昭和日タンマリンサービス株式会社

8 ＪＦＥフェライト株式会社

横山製網株式会社

広島県 合同産業株式会社　広島支店

味日本株式会社

株式会社フジ　フジグラン高陽

三菱ケミカル株式会社　大竹事業所

国立大学法人広島大学大学院工学研究科・工学部

新川センサテクノロジ株式会社　広島事業所

株式会社インパルスコーポレーション

株式会社フクマル

10 平和機械株式会社

カイハラ産業株式会社

山口県 株式会社神戸製鋼所　長府製造所

三笠産業株式会社　宇部工場

株式会社アデリー

協和発酵キリン株式会社　宇部工場

6 株式会社山陽計器製作所　下松工場

中国ビジネスサービス株式会社周南事業所

徳島県 株式会社大真空　徳島事業所

阿波銀リース株式会社

4 小野製麺有限会社

株式会社マルナカ　柿原店

香川県 東洋炭素株式会社　詫間事業所

盛田株式会社　小豆島工場

株式会社ユタカエンジニアリング

阪急鉄工株式会社　丸亀工場

6 ヨークス株式会社

株式会社シーマイクロ

愛媛県 非公表

株式会社イージーエス

非公表

株式会社ヒカリ

関西陸運株式会社　松山営業所

7 株式会社西田興産

株式会社マルナカ北条店



〈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

高知県 株式会社城西館

3 社会福祉法人幡多福祉会幡多希望の家

とさでん交通株式会社　航空部

福岡県 国立大学法人　九州大学（伊都地区）

公益財団法人　健和会　健和会大手町病院

大電産業株式会社

サンアクアＴＯＴＯ株式会社

井筒屋サービス株式会社

株式会社ベルテクノプラント工業　九州工場

田川農業協同組合

有限会社日若屋

中央製袋株式会社

小倉セメント製品工業株式会社

福岡教育大学生活協同組合

13  株式会社ジュピターテレコムお客様コンタクトセンター（西コンタクトセンター）

株式会社東急ハンズ博多店

佐賀県  株式会社シーエックスカーゴ　鳥栖流通センター

佐賀エレクトロニックス株式会社佐賀製作所

株式会社パイオニア　佐賀工場

5 株式会社　ユーオス

大電産業株式会社上峰事業所

長崎県 株式会社日野商店　　　　　

島原鉄道株式会社諫早営業所

株式会社親和銀行本店　　　

5 医療法人浩仁会大塔内科医院

長崎ブロイラー産業株式会社

熊本県 医療法人滄溟会介護老人保健施設ケアビレッジ箱根崎

有限会社高木商店

株式会社えがお

株式会社サンデリカ熊本事業所

セキスイハイム九州株式会社　南支社　熊本支店

7 熊本テクノ株式会社

株式会社ジェイエイ熊本山鹿青果

大分県 株式会社　ヨーグルトン乳業

玖珠九重農業協同組合　本店

国立大学法人　九州大学病院　別府病院

5 株式会社　東九

株式会社　エルサポート

宮崎県 コゲツ産業株式会社　宮崎支店

宮崎センコーアポロ株式会社

株式会社九州大真空

フーデリー赤江店

6 日向運輸株式会社

南九州化学工業株式会社

鹿児島県 パナソニック デバイスＳＵＮＸ九州株式会社

社会福祉法人緑風会

株式会社岡野エレクトロニクス

非公表

6 株式会社リンク

有限会社　明電セラミックス

沖縄県 株式会社第一パン

沖電開発株式会社

イオン琉球株式会社　イオン北谷店

ファーストライディングテクノロジー株式会社那覇コンタクトセンター

6 株式会社　シー・アール・シー沖縄支店

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社　沖縄支社
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