
 

 

ふくしま健康経営優良事業所 2020 認定・表彰事業所一覧 

 

【表彰事業所】 

・県知事賞      隂山建設 株式会社（2020年度 認定事業所） 

・福島民友新聞社賞  株式会社 大丸工務店（2020年度 認定事業所） 

・福島民報社賞    若松ガス 株式会社（2020年度 認定事業所） 

【認定事業所】162社 

県北：51事業所 

アサヒ通信 株式会社 広栄電設 株式会社 株式会社 トーシン 

アシスト 株式会社 株式会社 光大産業 株式会社 利根川組 

有限会社 安部建業 株式会社 コーシン 株式会社 ナプロアース 

株式会社 amateras コバックス 株式会社 株式会社 日進堂印刷所 

株式会社 アルシンク 有限会社 櫻井運送 社会福祉法人 二本松市社会福祉

協議会 石橋建設工業 株式会社 株式会社 三本杉ジオテック 

株式会社 いちい 株式会社 三和紙店 ノオコー建設 株式会社 

株式会社 エヌティーエス 株式会社 菅澤建設 株式会社 野地組 

大槻電設工業 株式会社 杉島塗料 株式会社 野田鉄工 有限会社 

大沼林産工業 株式会社  大同トレーディング 株式会社 特定非営利活動法人 福島・伊達

精神障害福祉会 株式会社 小野工業所 株式会社 大丸工務店 

川名建設工業 株式会社 株式会社 高橋設備工業所 公益財団法人 福島県保健衛生協

会 菅野建設工業 株式会社 伊達貨物運送 株式会社 

協三工業 株式会社 月電ソフトウェア 株式会社 株式会社 福島製作所 

株式会社 クラシマ 株式会社 デイリーサービス 福島造機工業 株式会社 

株式会社 ケーエフエス 東邦ゴム工業 株式会社 株式会社 福島北桑運輸 

税理士法人 ケーエフエス 東北工業建設 株式会社 文化設備工業 株式会社 

社会福祉法人 けやきの村 株式会社 東北メンテナンス 株式会社 リンペイ 

県中：50事業所 

赤井田造園土木 株式会社 株式会社 釜屋 秀和建設 株式会社 

株式会社 アメ商百貨店 株式会社 吉城光科学 有限会社 奨商事 

株式会社 有明 北日本ライン 株式会社 株式会社 関組 

株式会社 エンジン 株式会社 協和エムザー 株式会社 タイセークリーン 

株式会社 エヌジェイアイ 株式会社 桑原コンクリート工業 ダイリ建設 株式会社 

株式会社 エフコム 株式会社 ケイビ 高柳電設工業 株式会社 

有限会社 おの印刷 株式会社 コスモメディカルサポ

ート 

滝田建設 株式会社 

有限会社 カートップシイネ 株式会社 武田工務店 

隂山建設 株式会社 三柏工業 株式会社 有限会社 タックコーポレーショ

ン 株式会社 蔭山工務店 税理士法人 三部会計事務所 



 

 

谷澤建設工業 株式会社 本田興業 株式会社 矢田工業 株式会社 

東洋シャフト 株式会社 株式会社 マリンブルー 山北調査設計 株式会社 

有限会社 トラスト・サービス 水谷工業 株式会社 株式会社 吉田工務店 

有限会社 仁井田本家 合同会社 みなもと 株式会社 ヨシダコ―ポレ―ショ

ン  株式会社 福産建設 陸奥テックコンサルタント 株式

会社 福島スバル自動車 株式会社  YCG福島 株式会社 

株式会社 福島地下開発 村越建設 株式会社 株式会社 渡清 

北陽電設工業 株式会社 柳沼建設 株式会社 渡富建設 株式会社 

県南：14事業所 

有限会社 有賀会計センター 鮫川運送 株式会社 株式会社 藤建技術設計センター 

株式会社 兼子組 三金興業 株式会社 藤田建設工業 株式会社 

株式会社 ケーイーティ 白河ハイテクサービス 株式会社 矢祭建設 株式会社 

社会福祉法人 コスモ福祉会 伸和建設 株式会社 株式会社 ワークス 

株式会社 桜交通 高田産商 株式会社  

会津：24事業所 

会津ガス 株式会社 佐久間建設工業 株式会社 株式会社 富士工業商会 

会津土建 株式会社 株式会社 三義漆器店 有限会社 プレタ・ファッション 

会津法面 株式会社 第一緑化工業 株式会社 丸果会津青果 株式会社 

暁精機 株式会社 株式会社 ダイエツ 株式会社 吉田ストア 

秋山ユアビス建設 株式会社 滝谷建設工業 株式会社 若松ガス 株式会社 

江川建設工業 株式会社 株式会社 タケドケン 有限会社 ワシオ商会 

株式会社 海老名建設 株式会社東北入谷まちづくり建設 渡部産業 株式会社 

久米工業 株式会社 株式会社 南会西部建設コーポレ

ーション 

 

コジマ建設工業 株式会社  

いわき・相双：23事業所 

株式会社 東コンサルタント 常磐開発 株式会社 松本建設 株式会社 

有限会社 井上薬局 株式会社 大成工業 丸カ運送 株式会社 

株式会社 エヌティー 仄々倶楽部合同会社 デイサービ

スほのぼの 

株式会社 マルワ 

大内新興化学工業株式会社 原町

工場 

株式会社 結 

株式会社 勿来製作所 株式会社 山崎工業 

(医)福島アフターケア協会 大河

内記念病院 

南双サービス 株式会社 株式会社 ヨウタ 

福島復興給食センター 株式会社 株式会社 ラトブコーポレーショ

ン 株式会社 加地和組 株式会社 福装 21相馬ファクト

リー 医療法人 郡山病院いわき健康

管理センター 

株式会社 ワイリング 

フタバコンサルタント 株式会社  

※2020年度に新たに認定となった事業所です（認定期間は２年間） 


