
（資料４）

年度 表彰の種類 企業名 　 所在地

労働大臣優良賞 株式会社ベネッセコーポレーション 　 岡山県

秋田精密電子工業株式会社 　 秋田県 

キッコーマン株式会社 　 千葉県 

東陶機器株式会社 　 福岡県

株式会社山形屋   鹿児島県 

労働大臣優良賞 セイコーエプソン株式会社    長野県

株式会社東武宇都宮百貨店 　 栃木県 

株式会社ワコール 　 京都府 

株式会社阪急百貨店 　 大阪府

大阪ガス株式会社 　 大阪府

厚生労働大臣優良賞 日本電気株式会社 　 東京都

株式会社カミテ 　 秋田県

ミノルタ株式会社 　 大阪府

厚生労働大臣優良賞 富士ゼロックス株式会社 　 東京都

株式会社 増進会出版社 　 静岡県

九州電力株式会社 　 福岡県

厚生労働大臣優良賞 マツダ株式会社 広島県

生活協同組合ちばコープ 千葉県

ローランド株式会社 静岡県

厚生労働大臣優良賞 花王株式会社 東京都

厚生労働大臣努力賞 生活協同組合ひろしま 広島県

ソニー株式会社 東京都

株式会社東芝 東京都

松下電器産業株式会社 大阪府

厚生労働大臣努力賞 ヤマハ株式会社 静岡県

住友スリーエム株式会社 東京都

株式会社サタケ 広島県

厚生労働大臣努力賞 東海旅客鉄道株式会社 愛知県

平成19年度   厚生労働大臣優良賞 生活協同組合おかやまコープ 岡山県

ボッシュ株式会社 埼玉県

シナノケンシ株式会社 長野県

参天製薬株式会社 大阪府

平成17年度   

厚生労働大臣優良賞

平成14年度   

平成16年度   

平成20年度   

平成18年度   

平成15年度   

厚生労働大臣優良賞

厚生労働大臣努力賞

厚生労働大臣優良賞

厚生労働大臣努力賞

ファミリー・フレンドリー企業部門受賞企業一覧
－大臣賞３２企業(平成１１年度～２０年度)－

労働大臣努力賞

労働大臣努力賞

厚生労働大臣努力賞

平成11年度   

平成12年度   

平成13年度   



（資料４）

都道府県 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度〈優良賞〉 平成１９年度〈奨励賞〉 平成２０年度〈優良賞〉 平成２０年度〈奨励賞〉

北海道 株式会社ツルハ 特定医療法人北仁会 株式会社シーズ・ラボ 株式会社北海道新聞社
北海道日本電気ソフトウェ
ア株式会社

社団法人北海道勤労者医
療協会

青森 株式会社野月会館 弘前航空電子株式会社 八戸紙業株式会社 青森保健生活協同組合 社会福祉法人福祉の里

岩手 東北住電装株式会社
岩手東芝エレクトロニクス株
式会社

株式会社川徳 東北日本電気株式会社 株式会社システムベース 株式会社アマタケ

宮城 南光運輸株式会社 みやぎ生活協同組合 株式会社阿部蒲鉾店 東北リコー株式会社
ＮＥＣソフトウェア東北株式
会社

宮城沖電気株式会社

秋田 秋田活版印刷株式会社
特殊工作株式会社秋田事
業場

株式会社タニタ秋田 株式会社 ジーエムジャパン

山形 日東ベスト株式会社 株式会社朝日相扶製作所 生活協同組合共立社 株式会社日立工機山形 株式会社大沼 株式会社 コヤマ

福島
株式会社富士通東北エレク
トロニクス

トステム福島株式会社 特別医療法人福島厚生会 北芝電機株式会社
富士通アイソテック株式会
社

株式会社東邦銀行

茨城 キャノン化成株式会社
いばらきコープ生活協同組
合

関銀コンピュータサービス
株式会社

ＪＵＫＩ大田原株式会社

栃木富士産業株式会社

群馬 サンデン株式会社 株式会社ミツバ 関東三洋電子株式会社 生活協同組合コープぐんま
社会福祉法人桐生療育双
葉会

利根保健生活協同組合 朝倉染布株式会社

株式会社埼玉りそな銀行

曙ブレーキ工業株式会社

千葉 双葉電子工業株式会社 生活協同組合ちばコープ 株式会社ココロ

株式会社東武百貨店本店 株式会社イトーヨーカ堂 株式会社インテージ 大日本印刷株式会社

株式会社三越 株式会社エトワール海渡 三菱信託銀行株式会社
みずほインベスターズ証券株
式会社

日本ビクター株式会社 株式会社有隣堂
日本電気航空宇宙システム株
式会社

相模鉄道株式会社

株式会社ファンケル 株式会社横浜銀行 神奈川中央交通株式会社
パナソニックモバイルコミュニ
ケーションズ株式会社

株式会社 第一印刷所

一正蒲鉾株式会社

富山 オーアイ工業株式会社 ＹＫＫ株式会社黒部事業所 株式会社インテック 株式会社チューエツ 株式会社富山富士通
パナソニックエレクトロニック
デバイス富山株式会社

石川 学校法人金沢医科大学 小松精練株式会社
社団法人石川勤労者医療
協会

株式会社ＰＦＵ 金沢信用金庫
株式会社富士通北陸システ
ムズ

株式会社国土開発センター

福井 株式会社サンワコン 株式会社ネスティ 福井県民生活協同組合 福井日本電気株式会社 小浜信用金庫
財団法人新田塚医療福祉
センター

山梨 ニスカ株式会社 株式会社山梨コニカ 株式会社キトー トキコ株式会社山梨工場
株式会社コニカミノルタサプ
ライズ

株式会社富士情報 株式会社ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ

株式会社飯山富士 医療法人健和会

長野県厚生農業協同組合連
合会佐久総合病院

キッセイコムテック株式会社

岐阜 株式会社大垣共立銀行
岐阜県厚生農業協同組合
連合会

未来工業株式会社
タカケンサンシャイン株式会
社

医療法人岐阜勤労者医療
協会

生活協同組合コープぎふ

静岡 ヤマハ発動機株式会社 静岡日本電気株式会社
遠鉄システムサービス株式
会社

株式会社豊田自動織機 東邦ガス株式会社 東海旅客鉄道株式会社 株式会社ＤＮＰ東海

株式会社マキタ ブラザー工業株式会社 河村電器産業株式会社 株式会社ＩＮＡＸ

三重 株式会社百五銀行
朝日ナショナル照明株式会
社

住友電装株式会社 オムロン松阪株式会社 桑名信用金庫

株式会社富士通ワイエフ
シー

株式会社八木橋花菱縫製株式会社埼玉 新日本無線株式会社
株式会社ボッシュオート
モーティブシステム

ＮＥＣエレクトロニクス株式
会社

シナノケンシ株式会社

愛知 株式会社デンソー 株式会社丸栄
株式会社ミツカングループ
本社

株式会社 ポッカコーポレー
ション

清水商事株式会社 株式会社大阪屋 新潟三洋電子株式会社 日本精機株式会社 株式会社新潟日報社 新潟県労働金庫

長野 株式会社大和製作所
株式会社ながの東急百貨
店

株式会社さいか屋
日立ＩＮＳソフトウェア株式会
社

セイミケミカル株式会社

新潟

神奈川

フジノン佐野株式会社

東京
シティバンク,エヌ･エイ東京
支社

株式会社山武 株式会社小田急百貨店 日本郵船株式会社

ファミリー・フレンドリー企業部門受賞企業一覧
　　　－都道府県労働局長賞 ２９０企業 （平成１１年度～２０年度）－

栃木 東野交通株式会社 株式会社栃木富士通テン 株式会社栃木ニコン
医療法人北斗会　宇都宮東
病院

向島流通サービス株式会社
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都道府県 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度〈優良賞〉 平成１９年度〈奨励賞〉 平成２０年度〈優良賞〉 平成２０年度〈奨励賞〉

滋賀 ワボウ電子株式会社 関西日本電気株式会社 甲賀郡農業協同組合
財団法人近畿健康管理セ
ンター

長浜キヤノン株式会社 タカラバイオ株式会社 菱琵テクノ株式会社 株式会社　平和堂

京都 京都中央信用金庫 クロイ電機株式会社 日本電池株式会社 日本新薬株式会社

大阪 株式会社エクセディ 三洋電機株式会社 株式会社阪神百貨店 株式会社京阪百貨店 東レ株式会社

株式会社関西スーパーマー
ケット

大関株式会社

奈良 奈良交通株式会社
株式会社柿の葉すし本舗た
なか

大和信用金庫 社会福祉法人郁慈会
医療法人社団清心会桜井
病院

株式会社ＤＮＰデータテクノ
関西

和歌山 ノーリツ鋼機株式会社 株式会社島精機製作所
株式会社和歌山近鉄百貨
店

有限会社江府技研コンサルタ
ント

鳥取県生活協同組合

大山乳業農業協同組合 神鋼ＪＦＥ機器株式会社

島根 三洋繊維工業株式会社 社会福祉法人若草福祉会 株式会社 長岡塗装店

岡山医療生活協同組合

倉敷化工株式会社

株式会社熊平製作所 株式会社サタケ 株式会社イズミ

テンパール工業株式会社 リョービ株式会社
中電技術コンサルタント株
式会社

山口 ボブソン山口株式会社
医療法人社団向陽会阿知
須同仁病院

オープンシステム総合病院
徳山医師会病院

山口日本電気株式会社
株式会社ルネサス柳井セミ
コンダクタ

株式会社下関大丸 東洋鋼鈑株式会社

徳島 徳島健康生活協同組合 株式会社阿波銀行

香川 協和化学工業株式会社 株式会社セシール 四国計測工業株式会社
医療法人財団大樹会総合
病院回生病院

株式会社STNet 鎌田商事株式会社
ユニ・チャームプロダクツ株
式会社

株式会社伊予鉄百貨店

宇和島シロキ株式会社

高知
株式会社土佐山田ショッピ
ングセンター

社会福祉法人土佐希望の
家

高知県園芸農業協同組合
連合会

株式会社太陽 医療法人仁泉会

福岡 エフコープ生活協同組合 ロイヤル株式会社 西日本鉄道株式会社 株式会社西日本新聞社 九州旅客鉄道株式会社
株式会社読売新聞西部本
社

佐賀 医療法人春陽会 株式会社エルアン
社会福祉法人めぐみ厚生セ
ンター

佐賀三洋工業株式会社 株式会社九州ＩＮＡＸ 医療法人松籟会
エース構内サービス株式会
社

長崎 長崎ワコール縫製株式会社 株式会社佐世保玉屋

熊本 株式会社鶴屋百貨店 株式会社壽屋
株式会社久留米岩田屋熊
本岩田屋

九州日本電気株式会社 九州テイ・エス株式会社
メルコ・ディスプレイ・テクノ
ロジー株式会社

株式会社トキハ

大分県医療生活協同組合

宮崎 都城農業協同組合 株式会社宮崎銀行
株式会社沖マイクロデザイ
ン

鹿児島 株式会社タイヨー 鹿児島日本電気株式会社 鹿児島松下電子株式会社
医療法人慈生会ウエルフェ
ア九州病院

医療法人猪鹿倉会パール
ランド病院

株式会社鹿児島銀行
社団法人川内市医師会 川
内市医師会立市民病院

沖縄 株式会社沖縄銀行 沖縄電力株式会社 株式会社沖縄三越
生活協同組合コープおきな
わ

株式会社 琉球新報社
株式会社沖縄富士通システ
ムエンジニアリング

計 33企業 41企業 37企業 34企業 29企業 32企業 39企業 31企業 4企業 1企業 7企業 2企業

株式会社福屋

富士通テン株式会社

ハリソン東芝ライティング株
式会社

大分
医療法人哲世会鶴見台病
院

社会福祉法人中央福祉会
中央保育園

岡山

愛媛 楠橋紋織株式会社 四国瓦斯株式会社

広島 西川ゴム工業株式会社 株式会社中国新聞社 広島電鉄株式会社

川崎重工業 株式会社株式会社ワールド 株式会社ノーリツ 株式会社大真空 株式会社アシックス

株式会社岡山ビューティ 倉敷医療生活協同組合

モロゾフ株式会社

株式会社角南本店 株式会社天満屋ストア
社会福祉法人愛誠会特別
養護老人ホーム唐松荘

株式会社山陽百貨店

鳥取 鳥取三洋電機株式会社 グッドヒル株式会社 株式会社鳥取大丸 株式会社山陰放送 社会福祉法人鳥取福祉会

兵庫
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