
（資料４）

　　         均 等 推 進 企 業 部 門 受 賞 企 業 一 覧

年度 賞 企業名 所在地

平成１１年度 労働大臣優良賞 　　（該当なし）

労働大臣努力賞 株式会社藤崎 宮城県

日本アイ・ビー・エム株式会社 東京都

株式会社有隣堂 神奈川県

未来工業株式会社 岐阜県

森本配管株式会社 京都府

株式会社阿波銀行 徳島県

株式会社琉球銀行 沖縄県

平成１２年度 労働大臣優良賞 　　（該当なし）

労働大臣努力賞 ジャスコ株式会社 千葉県

株式会社資生堂 東京都

金沢信用金庫 石川県

三笠運輸株式会社 静岡県

平成１３年度 厚生労働大臣優良賞 　　（該当なし）

厚生労働大臣努力賞 ケーイーエフ株式会社 千葉県

旭化成株式会社 東京都

松下電器産業株式会社 大阪府

平成１４年度 厚生労働大臣優良賞 　　（該当なし）

厚生労働大臣努力賞 株式会社ニチレイ 東京都

株式会社大丸 大阪府

平成１５年度 厚生労働大臣最優良賞 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京都

厚生労働大臣優良賞 住友スリーエム株式会社 東京都

アイシン精機株式会社 愛知県

株式会社平和堂 滋賀県

株式会社高島屋 大阪府

帝人株式会社 大阪府

株式会社西京銀行 山口県

株式会社福岡銀行 福岡県

平成１６年度 厚生労働大臣最優良賞 株式会社資生堂 東京都

松下電器産業株式会社 大阪府

厚生労働大臣優良賞 株式会社千葉興業銀行 千葉県

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 東京都

株式会社イズミ 広島県

平成１７年度 厚生労働大臣最優良賞 株式会社西京銀行 山口県

厚生労働大臣優良賞 株式会社荘内銀行 山形県

ジーイーキャピタルリーシング株式会社 東京都

ダイキン工業株式会社 大阪府

平成１８年度 厚生労働大臣最優良賞       （該当なし）

厚生労働大臣優良賞 松下電工株式会社 大阪府

平成１９年度 厚生労働大臣優良賞       （該当なし）

平成２０年度 厚生労働大臣優良賞       （該当なし）

平成２１年度 厚生労働大臣優良賞 大和証券株式会社 東京都

株式会社京都銀行 京都府

株式会社鹿児島銀行 鹿児島県

 －大臣賞４５企業（平成１１年度～２４年度）－



年度 賞 企業名 所在地

平成２２年度 厚生労働大臣優良賞 朝日生命保険相互会社 東京都

住友生命保険相互会社 東京都

東京電力株式会社 東京都

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都

株式会社りそな銀行 大阪府

株式会社　広島銀行 広島県

平成２３年度 厚生労働大臣優良賞       （該当なし）

平成２４年度 厚生労働大臣優良賞 株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都

京都中央信用金庫 京都府



＜平成１１年度＞ ＜平成１２年度＞ ＜平成１３年度＞ ＜平成１４年度＞

局名 企業名 企業名 企業名 企業名

北海道 北海道ガス株式会社 札幌信用金庫 北海道日本電気ｿﾌﾄｳｪｱ株式会社 株式会社ズコーシャ

青森 青森オフセット印刷株式会社

岩手 盛岡セイコー工業株式会社 宮城建設株式会社 東北日本電気株式会社 岩手京西電機株式会社

宮城 株式会社カネサ藤原屋 株式会社河北仙販

秋田 株式会社イトウ 株式会社秋田新電元 株式会社タニタ秋田

山形 株式会社荘内銀行

福島 株式会社柏屋 二本松信用金庫 福島ワコール縫製株式会社

茨城 株式会社タナカ 株式会社水戸京成百貨店

栃木 株式会社下野新聞社 とちぎコープ生活協同組合 向島流通サービス株式会社

群馬 かんら信用金庫 株式会社カインズ 富士スバル株式会社

埼玉 生活協同組合さいたまコープ

千葉 株式会社千葉銀行 株式会社千葉興業銀行

東京 テルモ株式会社

神奈川 株式会社ファンケル 松下通信工業株式会社 アツギ株式会社

新潟 株式会社加島屋 株式会社第四銀行 株式会社有沢製作所

富山 株式会社北陸銀行 朝日建設株式会社 石崎産業株式会社 株式会社富山第一銀行

石川 株式会社飯田電子製作所

福井 福井県労働金庫 株式会社永和システムマネジメント 福井めがね工業株式会社

山梨 甲府信用金庫 株式会社いちやまマート 株式会社信玄食品 株式会社山梨中央銀行

長野 セイコーエプソン株式会社 長野信用金庫 長野医療生活協同組合

岐阜 株式会社十六銀行 株式会社文蹊堂 株式会社パールマネキン

静岡 株式会社駿河銀行 株式会社静岡伊勢丹

愛知 ソニー幸田株式会社 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 株式会社松坂屋

三重 御木本製薬株式会社 井村屋製菓株式会社 株式会社百五銀行 ヤマモリ株式会社

滋賀 アヤハディオ株式会社 株式会社びわこ銀行 株式会社平和堂 滋賀県製薬株式会社

京都 京都みやこ信用金庫 宝酒造株式会社 株式会社ルシアン 日本新薬株式会社

武田薬品工業株式会社

株式会社高島屋

兵庫 生活協同組合コープこうべ

奈良 大徳食品株式会社 岡本株式会社 共同精版印刷株式会社

和歌山 きのくに信用金庫

鳥取 学校法人藤田学院　鳥取短期大学

島根 島根電工株式会社 株式会社松江ターミナルデパート

岡山 株式会社天満屋 両備運輸株式会社 株式会社中国銀行

株式会社福屋

株式会社ニチマン

山口 株式会社西京銀行 株式会社下関大丸 株式会社フジマ 株式会社サンデーサン

徳島

香川 三英ホリホック株式会社

愛媛 株式会社フジ 株式会社愛媛新聞社

高知 土佐ガス株式会社 松田医薬品株式会社 株式会社一パーセントクンの店

福岡 株式会社岩田屋 株式会社博多大丸 東陶機器株式会社 株式会社井筒屋

佐賀 株式会社佐賀玉屋

長崎 株式会社佐世保玉屋 長崎県労働金庫 株式会社浜屋百貨店 有限会社セントラルホテル佐世保

熊本 株式会社お菓子の香梅 熊本信用金庫 熊本中央信用金庫 株式会社イノス

大分 株式会社大分銀行 株式会社トキハ

宮崎 株式会社宮崎山形屋 株式会社橘百貨店

鹿児島 株式会社南日本新聞社 株式会社鹿児島銀行 株式会社山形屋

沖縄 株式会社りゅうせき 大同火災海上保険株式会社

計 ３６企業 ２９企業 ３１企業 ２８企業

広島 株式会社イズミ マツダ株式会社 株式会社中国放送

平成11年度～24年度均等推進企業部門　受賞企業一覧（都道府県労働局長賞　412企業）
　＜平成11年度～14年度＞

大阪 サントリー株式会社 ロート製薬株式会社 サンスター株式会社



局名 企業名（優良賞） 企業名（奨励賞） 企業名（優良賞） 企業名（奨励賞）

北海道 空知信用金庫
青森
岩手 有限会社げいび観光センター 一関信用金庫
宮城 株式会社ニチレイメンテック白石 株式会社気仙沼商会

マックスバリュ東北株式会社
株式会社ミナミ保険

山形 日東ベスト株式会社 株式会社マイスター
福島 株式会社郡山自動車学校 株式会社福島丸公
茨城 関東鉄道株式会社

鹿沼相互信用金庫
宇都宮証券株式会社
森山産業株式会社宇都宮工場

群馬 株式会社大西ライト工業所 高崎信用金庫
埼玉 株式会社太陽商工
千葉 航空集配サービス株式会社

宝印刷株式会社 株式会社オリエントコーポレーション

凸版印刷株式会社 ジーイー横河メディカルシステム株式会社

日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券株式会社 株式会社新生銀行
森永製菓株式会社 株式会社損保ジャパン

神奈川 日本ビクター株式会社
新潟 株式会社第一印刷所 株式会社博進堂
富山 三幸株式会社 ユーシン建設株式会社 ヤマサン食品工業株式会社
石川 株式会社戸田組
福井 小浜信用金庫 アイビーエージェント株式会社 益茂証券株式会社
山梨 株式会社はくばく

特別医療法人恵仁会
ｿﾆｰｲｰｴﾑｼｰｴｽ株式会社 長野テック

株式会社大垣共立銀行
株式会社ソフィア総合研究所
東海東洋ワーク株式会社

静岡 株式会社富士ロジテック
愛三工業株式会社
豊田通商株式会社

三重 中外医薬生産株式会社 株式会社志摩スペイン村
株式会社千成亭
株式会社種新

京都
大阪 不二製油株式会社 株式会社池田銀行

社団法人姫路市医師会 池田電機株式会社
有恒薬品工業株式会社 株式会社綜合保険制度研究所

奈良 大和信用金庫 株式会社植嶋
和歌山
鳥取 やまこう建設株式会社 株式会社ホテルサンルート米子

株式会社イズコン
島根三洋工業株式会社

岡山 ローム・ロジステック株式会社 株式会社英田エンジニアリング
佐伯中央農業協同組合
株式会社サンヨーフーズ
株式会社自重堂
しまなみ信用金庫
広島ダイヤシステム株式会社
株式会社ﾛｲﾔﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

山口 新光産業株式会社
徳島
香川 株式会社百十四銀行
愛媛 株式会社エス・ピー・シー
高知 四国情報管理センター株式会社

福岡 パナソニックコミュニケーションズ株式会社

株式会社佐賀銀行
株式会社佐賀共栄銀行
株式会社村岡屋

長崎 株式会社九州テン 株式会社十八銀行
熊本 富士精工株式会社熊本工場 株式会社熊本ファミリー銀行
大分 株式会社日田ビル管理センター 学校法人旭進学園
宮崎 株式会社宮崎銀行

鹿児島 鹿児島テレビ放送株式会社 鹿児島ゼロックス株式会社
沖縄県労働金庫
株式会社タイムス住宅新聞社

計 ４４企業 １２企業 ３０企業 １４企業

平成11年度～24年度均等推進企業部門　受賞企業一覧（都道府県労働局長賞　412企業）
　＜平成15年度、16年度＞

＜平成１５年度＞ ＜平成１６年度＞

秋田

栃木 ソニー栃木株式会社

東京 株式会社インターネット総合研究所

長野 神稲建設株式会社

岐阜

愛知 岡崎信用金庫

滋賀 株式会社滋賀銀行 土田建材

兵庫 伊藤ハム株式会社

島根 ジャスト商事株式会社 株式会社木次ソーイングセンター

広島

まるか食品株式会社

株式会社山豊

佐賀

沖縄



局名 企業名（優良賞） 企業名（奨励賞） 企業名（優良賞） 企業名（奨励賞）

北海道 株式会社北洋銀行
青森
岩手
宮城 株式会社大崎タイムス社 東北緑化環境保全株式会社
秋田
山形 山形ディーケーケー株式会社 丸果庄内青果株式会社

福島 ソニーエナジー・デバイス株式会社

茨城
栃木 株式会社福田屋百貨店 北関東綜合警備保障株式会社

群馬 サンデン株式会社 株式会社東和銀行

埼玉 曙ブレーキ工業株式会社 株式会社イビサ

杉谷金属工業株式会社

日産プリンス千葉販売株式会社

伊藤忠商事株式会社 日本無線株式会社

株式会社ジェーシービー みずほインベスターズ証券株式会社　

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

東京電力株式会社 株式会社ユニクロ

日産自動車株式会社 新日本石油株式会社

株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社大和証券グループ本社

みずほ証券株式会社 大和証券株式会社

みずほ信託銀行株式会社 大和証券エスエムビーシー株式会社

株式会社みずほフィナンシャルグループ

三井住友海上火災保険株式会社

株式会社リコー

神奈川 株式会社横浜銀行 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

新潟 サンアロー化成株式会社 株式会社リンコーコーポレーション

富山
石川 生活協同組合コープいしかわ

福井
山梨 ＮＥＣコンピュータテクノ株式会社

長野
岐阜 岐阜信用金庫

株式会社静岡銀行

有限会社伊豆介護センター
株式会社イノアックコーポレーション

トヨタファイナンス株式会社

株式会社富士通中部システムズ

三重
滋賀 生活協同組合コープしが 大西電子株式会社

オムロン株式会社

日新電機株式会社
大阪

株式会社トーホー
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク

日本イーライリリー株式会社

奈良 内藤電気株式会社 株式会社MSTコーポレーション 社団法人奈良県トラック協会

和歌山
鳥取 株式会社ティー・エム・エス

島根 高橋建設株式会社

岡山
広島 株式会社中国新聞社 広島ガス株式会社

山口 小野田通運株式会社
徳島

牟禮印刷株式会社

高松信用金庫

愛媛 佐川印刷株式会社

高知 株式会社高知銀行 四国管財株式会社 高知トヨタ自動車株式会社

福岡 株式会社三井ハイテック

佐賀
長崎 壱岐市農業協同組合 九州教具株式会社

熊本 九州ステリ株式会社
大分
宮崎 南郷信用金庫

鹿児島 株式会社富士通鹿児島インフォネット

沖縄 株式会社リウボウインダストリー

計 ３３企業 ６企業 ３６企業 ４企業

平成11年度～24年度均等推進企業部門　受賞企業一覧（都道府県労働局長賞　412企業）
　＜平成17年度、18年度＞

＜平成１７年度＞ ＜平成１８年度＞

千葉 株式会社ホテルオークラ東京ベイ

東京

静岡 医療法人社団駿甲会　甲賀病院

愛知 大同特殊鋼株式会社 松下エコシステムズ株式会社

京都

兵庫 モロゾフ株式会社

香川 株式会社香川銀行



局名 企業名（優良賞） 企業名（奨励賞） 企業名（優良賞） 企業名（奨励賞） 企業名（優良賞） 企業名（奨励賞）

北海道

青森

岩手 株式会社東北銀行

宮城 コセキ株式会社

秋田

山形 荒木塗装工業株式会社

福島

茨城 星光工業株式会社

栃木 株式会社スズテック

群馬

株式会社　八木橋

株式会社　埼玉りそな銀行

千葉 丸金印刷株式会社 ミニストップ株式会社

株式会社　サトー 共同印刷株式会社 あいおい損害保険株式会社

株式会社　三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 みずほ情報総研株式会社

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 三井化学株式会社

神奈川

新潟 株式会社大光銀行

富山 アステラス富山株式会社 富山県生活協同組合

石川

福井

山梨
シチズン平和時計株式会社

シナノケンシ株式会社

岐阜 岐阜日石株式会社

静岡 ヤマハ株式会社

株式会社セントラルファイナンス

株式会社INAX 株式会社デンソー

トヨタ自動車株式会社

三重 株式会社　第三銀行 太陽化学株式会社

滋賀

京都 株式会社京都銀行

大阪 積水化学工業株式会社 株式会社近畿大阪銀行

兵庫 富士通テン株式会社

奈良 市民生活協同組合ならコープ

和歌山

鳥取

島根

岡山 株式会社天満屋ストア 株式会社岡山髙島屋 金光薬品株式会社

広島 株式会社　広島銀行 株式会社なかやま牧場 天野実業株式会社

山口 白川鉱業株式会社

徳島 社会福祉法人若穂会

香川 株式会社　トーカイ

愛媛 株式会社伊予鉄髙島屋

高知

福岡 株式会社西日本シティ銀行

佐賀

長崎 株式会社大島造船所

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄 株式会社シーサー 宮平観光株式会社

計 １５企業 ３企業 １１企業 ５企業 １２企業 ４企業

平成11年度～24年度均等推進企業部門　受賞企業一覧（都道府県労働局長賞　412企業）
　＜平成19年度～21年度＞

＜平成１９年度＞ ＜平成２０年度＞ ＜平成２１年度＞

埼玉

東京

長野 株式会社八十二銀行

愛知



局名 企業名（優良賞） 企業名（奨励賞） 企業名（優良賞） 企業名（奨励賞） 企業名（優良賞） 企業名（奨励賞）

北海道
青森 株式会社小坂工務店 株式会社小坂工務店

岩手 株式会社ホーマス・キリンヤ

宮城
秋田 横手建設株式会社 国立大学法人　秋田大学

山形 東北電化工業株式会社 山形信用金庫

福島

茨城
シーデーピージャパン株式会社

ネッツトヨタ宇都宮株式会社

群馬
埼玉
千葉

アステラス製薬株式会社 富士電機株式会社 第一三共株式会社

ソニー株式会社 株式会社レナウン 東日本旅客鉄道株式会社

第一生命保険株式会社 明治安田生命保険相互会社

東京海上日動火災保険株式会社

コストコホールセールジャパン株式会社

株式会社ＣＩＪ

小柳建設株式会社

昭栄印刷株式会社

富山 三協立山株式会社
石川

株式会社SHINDO 株式会社福井銀行

株式会社福邦銀行 福井県民生活協同組合

山梨
長野 オルガン針株式会社

岐阜
静岡 静岡東海証券株式会社 三島信用金庫 静岡ガス株式会社

静清信用金庫
愛知

日本土木工業株式会社

株式会社 光機械製作所

滋賀 財団法人　近畿健康管理センター

京都 京都中央信用金庫 株式会社　米田組

シャープ株式会社
株式会社竹中工務店 大阪東信用金庫

パナホーム株式会社

兵庫 クリーンテックス・ジャパン株式会社 神姫バス株式会社

奈良 株式会社呉竹 佐藤薬品工業株式会社 奈良県農業協同組合

和歌山 株式会社紀陽銀行

鳥取

島根

セロリー株式会社 株式会社トマト銀行

中谷興運株式会社 トヨタカローラ岡山株式会社 株式会社ヤマダ

三宅医院

広島 株式会社ロジコム 株式会社フレスタ
マツダエース株式会社

山口
徳島 株式会社　姫野組
香川
愛媛
高知
福岡 医療法人　寿芳会
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎

鹿児島 株式会社　南日本銀行

沖縄

計 17企業 1企業 16企業 6企業 15企業 4企業

平成11年度～24年度均等推進企業部門　受賞企業一覧（都道府県労働局長賞　412企業）
　＜平成22年度～24年度＞

＜平成２２年度＞ ＜平成２３年度＞ ＜平成２４年度＞

栃木

大阪

東京

神奈川

新潟

福井

岡山

三重


