
ふくしま健康経営優良事業所 2021 認定・表彰事業所一覧 

 

【表彰事業所】 

・県知事賞  株式会社 有明 

・福島民友新聞社賞 株式会社 星機械設計 

・福島民報社賞  南双サービス 株式会社 

 

【認定事業所】183社 

県北：44事業所 

FA シンカテクノロジー 株式会社 株式会社 阿部紙工 広成建設 株式会社 

アサヒ電子 株式会社 株式会社 吉田運輸 
行政書士法人 ニア・コンサルティ 

ング 

コバテック 株式会社 株式会社 光和設備工業所 佐藤工業 株式会社 

ミライズ 株式会社 株式会社 山川印刷所 
社会保険労務士法人 ニア・コンサ

ルティング 

伊達物産 株式会社 株式会社 小島建築設計事務所 菅野建設 株式会社 

一般財団法人大原記念財団 大原綜 

合病院 
株式会社 須南電設 東開工業 株式会社 

一般社団法人 福島県交通安全協会 株式会社 相原製作所 福島運送 株式会社 

株式会社 イーテック 株式会社 長谷川建設 福島県北交通 株式会社 

株式会社 イワキ 株式会社 帝北ロジスティックス 福島市エコエリア協業組合 

株式会社 クールテックサガワ 株式会社 田畑建築設計事務所 福島倉庫 株式会社 

株式会社 サンスマイル 株式会社 渡辺工務店 福島鈑金工業 株式会社 

株式会社 サンビルド 株式会社 土方建設 有限会社 アドバイス 

株式会社 フクセツ 株式会社 東北電設 有限会社 佐藤商会 

株式会社 プラスワン・福島 株式会社 日新土建 有限会社 川崎開発 

株式会社 マルサン 
公益財団法人 福島県労働保健セ 

ンター 

 



 

県中：51事業所 

ALSOK 福島 株式会社 株式会社 ロジネット 三栄建設 株式会社 

アブクマエコロジー 有限会社 株式会社 遠藤電気通信 三友電設 株式会社 

ダイセイ工業 株式会社 株式会社 横山建設 社会福祉法人 郡山福祉会 

ビシェイポリテック 株式会社 株式会社 花喜 
社会保険労務士法人 みどり人事サ

ポート 

プリマックス 株式会社 株式会社 開成測量設計社 昭和建設工業 株式会社 

安積疏水土地改良区 株式会社 関根興業 大槻電気通信 株式会社 

医療法人社団 三成会 

南東北春日リハビリテーション病院 
株式会社 郡山塗装 飯島米穀 株式会社 

一般社団法人 グロウイングクラウ

ド 
株式会社 山元工業所 

福島コンピューターシステム  

株式会社 

株式会社 グッドビジネスパート 

ナーズ 
株式会社 石井電気工事 福島空港ビル 株式会社 

株式会社 SENYO 株式会社 総務サポート 壁巣建設 株式会社 

株式会社 アサカ理研 株式会社 大関警備 本宮運輸 有限会社 

株式会社 ウインズ 株式会社 二嘉組 民間救急警備 株式会社 

株式会社 エディソン 
株式会社 日本測地コンサルタ 

ント 
有限会社 ニシカワ特殊車体 

株式会社 クリエイト 株式会社 宝来屋本店 有限会社 ハシコー梱包運輸 

株式会社 コスモファーマ 株式会社 鐶エスアール工業 有限会社 プロジェクト 

株式会社 み・らいとコンサルティ 

ング 
丸和食品 株式会社 有限会社 丸川製作所 

株式会社 星機械設計 昭和技術設計 株式会社 
有限会社 須賀川環境エンジニ

ア 

 

 

 



県南：13事業所 

こちや自動車工業 株式会社 株式会社 村越機型製作所 東陽電気工事 株式会社 

株式会社 グリ一ンサ一ビス福島 株式会社 鈴木建設 有限会社 ティー アンド エス 

株式会社 菊池組 山田設備工業 株式会社 有限会社 テムス技研 

株式会社 共和建商 深谷建設 株式会社 有限会社 矢吹タクシ― 

株式会社 松本工務店   

 

いわき・相双：42事業所 

いわき大王紙運輸 株式会社 株式会社 ＧＳユアサいわき 三浦電気工事 株式会社 

いわき電気工業 株式会社 株式会社 アスム 山木工業 株式会社 

ソマ 株式会社 株式会社 ふたば 庄建技術 株式会社 

ひばり法律事務所 株式会社 彩輝 常磐港運 株式会社 

フジモリ機工 株式会社 株式会社 三崎組 草野建設 株式会社 

旭電気工事 株式会社 株式会社 小野中村 大和電設工業 株式会社 

伊藤冷機工業 株式会社 株式会社 常磐エンジニアリング 田村建材 株式会社 

医療法人社団 邦諭会 とみおか診療

所 
株式会社 進栄建設 東北エコ・テクノ 株式会社 

一般財団法人 楢葉町振興公社 株式会社 青田電気商会 楢葉町商工会 

一般社団法人 ならはみらい 株式会社 地質基礎 日栄地質測量設計 株式会社 

株式会社 ENG 株式会社 日本海水  富岡町商工会 

株式会社 福建コンサルタント 株式会社 矢城建設 有限会社 ケイアンドワイ 

広野町商工会 株式会社 齊組工業 有限会社 幹環境 

有限会社 大証建設 久之浜町商工会 有限会社 常磐中央 

 



会津：33事業所 

マルト建設 株式会社 株式会社 会津技研 株式会社 保志 

医療法人 昨雲会 株式会社 会津丸水 株式会社 目黒工業商会 

一般社団法人 フルールドベリー 株式会社 会津電気工事 山平会津若松青果 株式会社 

花春酒造 株式会社 株式会社 皆川測量 若松測量設計 株式会社 

会津若松商工会議所 株式会社 舘岩工務所 東邦土建工業 株式会社 

樫内建設工業 株式会社 株式会社 高橋建設 有限会社 ワンピース 

株式会社 アースプランニング 株式会社 山口設計 有限会社 三郷工業 

株式会社 アクーズ会津 株式会社 新誠テック 有限会社 小瀧運送店 

株式会社 ベスト 株式会社 東栄テック 有限会社 新星モ―タ―商会 

株式会社 ホクシンオート 株式会社 南進測量 有限会社 相木電設工業 

株式会社 会津コンピュータ 

サイエンス研究所 
株式会社 白虎 會津通運 株式会社 

 

※2021年度に新たに認定となった事業所です（認定期間は 2年） 


