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「ふくしま健康経営優良事業所 2019」について 

従業員に対し、積極的な健康増進の取り組みを行っている事業所を協会けんぽ福島支部が県に推

薦し、厳正なる審査を経て、県が優良事業所として認定する制度。特に優秀な事業所を県知事等が表

彰を行い、これによって「健康経営」を県内事業所に広めることを目的とする。 

【表彰事業所】３社 

 県知事賞 伊達貨物運送 株式会社（2018 年度認定事業所） 

 福島民報社賞 大槻電気通信 株式会社（2019 年度認定事業所） 

 福島民友新聞社賞 社会福祉法人 郡山福祉会（2019 年度認定事業所） 

【認定事業所】98社 

No. 事業所名 所在地  No. 事業所名 所在地 

1 會津通運 株式会社 会津若松市  26 株式会社 クリエイト 郡山市 

2 有限会社 あいづ保険企画 会津若松市  27 株式会社 ＣＲＥＲＩＡ 南相馬市 

3 会津若松商工会議所 会津若松市  28 社会福祉法人 郡山福祉会 郡山市 

4 株式会社 青田電気商会 南相馬市  29 医療法人 昨雲会 喜多方市 

5 アサヒ電子 株式会社 伊達市  30 有限会社 さくら運輸 福島市 

6 有限会社 アドバイス 二本松市  31 佐藤工業 株式会社 福島市 

7 株式会社 阿部紙工 福島市  32 有限会社 佐藤商会 福島市 

8 アルス 株式会社 本宮市  33 株式会社 サンスマイル 福島市 

9 ALSOK福島 株式会社 郡山市  34 株式会社 サンビルド 福島市 

10 株式会社 安藤製作所 郡山市  35 三和工業 株式会社 田村市 

11 飯島米穀 株式会社 郡山市  36 有限会社 下郷鉄筋 下郷町 

12 株式会社 イーブレイン 福島市  37 庄建技術 株式会社 南相馬市 

13 社会福祉法人 石川福祉会 石川町  38 有限会社 常磐中央 いわき市 

14 医療法人社団 石福会 いわき市  39 株式会社 新和調査設計 郡山市 

15 株式会社 イワキ 本宮市  40 有限会社 須賀川環境エンジニア 須賀川市 

16 いわき大王紙運輸 株式会社 いわき市  41 有限会社 ゼスト 本宮市 

17 株式会社 ウインズ 郡山市  42 有限会社 佐戸川ダクト鈑金工業所 福島市 

18 FAシンカテクノロジー 株式会社 福島市  43 ゼビオ 株式会社 郡山市 

19 株式会社 大関警備 郡山市  44 株式会社 高橋建設 喜多方市 

20 大槻電気通信 株式会社 郡山市  45 多田建設 株式会社 福島市 

21 鏡石町商工会 鏡石町  46 社会福祉法人 つどい 福島市 

22 感謝農園平井 株式会社 桑折町  47 有限会社 ティー アンド エス 泉崎村 

23 協和ボーリング 株式会社 福島市  48 有限会社 ティーエス工業 福島市 

24 株式会社 くすりのマルト いわき市  49 株式会社 帝北ロジスティックス 福島市 

25 株式会社 グリーセス 会津若松市  50 東開工業 株式会社 福島市 
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No. 事業所名 所在地  No. 事業所名 所在地 

51 東北エコ・テクノ 株式会社 南相馬市  76 株式会社 ベスト 喜多方市 

52 株式会社 東北電設 本宮市  77 株式会社 報徳観光バス 郡山市 

53 東陽電気工事 株式会社 西郷村  78 株式会社 宝来屋本店 郡山市 

54 株式会社 二嘉組 郡山市  79 株式会社 星機械設計 郡山市 

55 有限会社 西坂製作所 福島市  80 株式会社 まるさセンター 南相馬市 

56 日栄地質測量設計 株式会社 いわき市  81 株式会社 マルト いわき市 

57 株式会社 日本海水 いわき市  82 株式会社 丸東 いわき市 

58 株式会社 ノーリン 喜多方市  83 
株式会社 

マルトグループホールディングス 
いわき市 

59 有限会社 ハシコー梱包運輸 鏡石町  84 株式会社 マルト商事 いわき市 

60 バックス情報システム 株式会社 いわき市  85 有限会社 丸中建設 二本松市 

61 花春酒造 株式会社 会津若松市  86 丸和食品 株式会社 郡山市 

62 林精器製造 株式会社 須賀川市  87 株式会社 ミツワ 郡山市 

63 原町港湾運送 株式会社 南相馬市  88 株式会社 皆川測量 南会津町 

64 有限会社 ハロー保険サービス いわき市  89 株式会社 メール観光 桑折町 

65 ビシェイポリテック 株式会社 三春町  90 株式会社 目黒工業商会 会津若松市 

66 株式会社 ファミリー いわき市  91 本宮運輸 有限会社 郡山市 

67 福島運送 株式会社 福島市  92 大和電設工業 株式会社 いわき市 

68 株式会社 福島県食肉流通センター 郡山市  93 山平会津若松青果 株式会社 会津若松市 

69 
公益財団法人 

福島県労働保健センター 
福島市  94 株式会社 楽翁福祉会 白河市 

70 
福島コンピューターシステム 

株式会社 
郡山市  95 株式会社 ＬａｓｉＱ 須賀川市 

71 福島市エコエリア協業組合 福島市  96 株式会社 ロジネット 郡山市 

72 福浜大一建設 株式会社 いわき市  97 株式会社 ワールドネクスト 郡山市 

73 プリマックス 株式会社 郡山市  98 株式会社 渡部工務所 下郷町 

74 
社会福祉法人 

古殿町社会福祉協議会 
古殿町  

75 
株式会社 

プロエージェントオフィス 
郡山市  

※2019 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） 

※事業所は五十音順で表記しています（株式会社・有限会社等を除く） 

 

【表彰式】 

開催日：令和元年 12 月 26 日（木） 

場 所：ザ・セレクトン（福島市） 


