
健康宣言事業所一覧（出雲市)

※掲載順は、事業所記号順です。

事業所名称

島根県厚生農業協同組合連合会

有限会社 司

プログレス 株式会社

旭日酒造 有限会社

社会福祉法人 あすなろ会あすなろ保育園

株式会社 アポロハイヤー

アラム株式会社

社会福祉法人あすなろ会あすなろﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

有限会社 あるむ保険プラン

アルファー食品 株式会社

社会福祉法人あすなろ会あすなろ第２保育園

社会福祉法人 あすなろ会あすなろ多機能型居宅介護

株式会社 アサヒサーテクノ

今岡工業 株式会社

出雲市役所

岩崎建設 有限会社

株式会社 出雲採石

出雲商工会議所

株式会社 イズコン

出雲ガス 株式会社

株式会社出雲高等自動車教習所

出雲防災商事 有限会社

イズテツク 株式会社

出雲グリーン 株式会社

出雲一畑交通 株式会社

株式会社 池田熔接所

出雲土建 株式会社

有限会社 出雲リバイン

出雲市教育委員会

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団

出雲配送 有限会社

出雲第一交通 株式会社

出雲グリ―ンエポツク株式会社



有限会社 糸賀製作所

出雲ケ―ブルビジョン株式会社

公益社団法人 出雲市シルバー人材センター

有限会社 石原組

有限会社 出雲樹脂

株式会社 石橋呉服店

出雲地区森林組合

社会福祉法人 出雲南福祉会

出雲カーボン 株式会社

株式会社 いづも農縁

有限会社 飯塚豊市商店

有限会社 伊藤製材所

株式会社 岩崎建設

岩成工業 株式会社

出雲教総本院

有限会社 出雲観光タクシ―

社会福祉法人出雲市社会福祉協議会

一般社団法人 出雲観光協会

有限会社 伊野本陣

出雲商工会

社会福祉法人 出雲北陽なかの保育園

株式会社 育川

株式会社 出雲東郷電機

有限会社 いちご調剤薬局

株式会社 いずもえん

出雲医療生活協同組合

伊藤木材工業 株式会社

板倉酒造 有限会社

有限会社 イタケン

出雲鉄工 株式会社

株式会社 出雲木材市場

イマックス株式会社

上田コールド 株式会社

株式会社 ウシオ

有限会社 ウェルシー

株式会社 ウッドベル

エイコー電子工業 株式会社

株式会社 エスティック

有限会社 エムテー工業



ＮＴＮ鋳造 株式会社

株式会社 おおやしろ工業

オ―ケ―リ―ス 株式会社

有限会社 大谷鉄工所

有限会社 Ｏ’ｚｃｒｅａｔｅ

春日自動車 有限会社

金山工業株式会社

有限会社 川跡電気設備

社会福祉法人 神門福祉会神門保育園

医療法人 かんど会

株式会社 カイハツ

社会福祉法人 神門福祉会神門第二保育園

有限会社 金村商店

株式会社 勝部屋

社会福祉法人神門福祉会グル―プホ―ムかんどの里

株式会社 かみありづき

株式会社 隂山左官工業所

株式会社 共栄採石

有限会社 木村組

有限会社 協同サービス

社会福祉法人 きづき会

株式会社 クリエイト山陰

株式会社 蔵西

株式会社 来間塗装店

社会福祉法人 あすなろ会ケアハウスあすなろ

社会福祉法人恵寿会

有限会社 けんちゃん漬

株式会社 ケイシヨウ

有限会社 ケアサービス出雲

ＫＢツヅキ 株式会社出雲工場

株式会社 ＣａｒｅＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ

医療法人 社団耕雲堂小林病院

株式会社 コニシ

有限会社 小林興産

河内印刷出雲 株式会社

特定営利活動法人 コミュニティサポートいずも

有限会社 児玉製麺

社会福祉法人 湖陵福祉会ハマナス保育園

株式会社 コスモス



株式会社 小林牧場

株式会社 山広

三共鋼機 株式会社

三和興業 株式会社

有限会社 山陰会計センター

株式会社 三和印刷

山陰建設工業 株式会社

山陰防災電機 株式会社

山陰冷暖 株式会社

山陰設備工業 株式会社

株式会社 三友電工

佐藤社会保険労務士事務所佐藤 良一

サンプラス株式会社

山建プラント 株式会社

株式会社アイエムコーポレーション

株式会社 坂本プランニング

島根ビル管理 有限会社

公益財団法人 ヘルスサイエンスセンター島根

島根ライトコン工業株式会社

島根中酪 株式会社

有限会社ジンザイサニテック

昭栄電気 株式会社

島根森紙業 株式会社出雲事業所

株式会社 島根サニタリ

株式会社 松栄銘木

神州電気 株式会社

医療法人 壽生会

株式会社 シンコー工業

株式会社島根サッシセンター

有限会社信愛フードサービス

一般社団法人島根県採石協会

株式会社 シ―エスエ―

有限会社 重岡工務店

シルバ―コミュニティセンタ― 株式会社

島根中央ホンダ販売株式会社

株式会社ジェイ･エム･エス出雲工場

株式会社 ジンザイスチール

社会福祉法人ＪＡいずも福祉会

有限会社 ジェイエイいずも農機サービス



株式会社 島根ゴルフ倶楽部

株式会社 新宮組

社会福祉法人 壽光会

有限会社 Ｊｏｙ・ケア

島根ナカバヤシ 株式会社

しまね中央税理士法人

島根印刷 株式会社

島根県農業協同組合斐川地区本部

株式会社 四季荘

島根県農業共済組合

昭和セメント工業 株式会社

株式会社島根情報処理センター

須山木材 株式会社

有限会社 スリーケー

有限会社 スミカワ

有限会社 スサノオ観光

須山アップリート 有限会社

社会福祉法人 静和会

株式会社 園山設備

有限会社 園山電工

社会福祉法人 創文会

株式会社 ソーシャルプランニングネツトワーク

株式会社 ソノ

大福工業 株式会社

大日運送 有限会社

株式会社 ダイニ

株式会社 田中種苗

株式会社 大惣

株式会社 高砂油本店

株式会社 多伎振興

アイレック 株式会社

株式会社 大社大敷

武永印刷 株式会社

株式会社 たみつ建匠舎

株式会社 茶三代一

有限会社 土江明文社

有限会社 土江重機

株式会社 土井豆組

株式会社 テクノシステム



東陽運送 有限会社

株式会社 トガノ建設

株式会社トーワエンジニアリング

東警 株式会社 出雲営業所

株式会社 中筋組

社会福祉法人 出雲北陽ほくよう保育園

株式会社 内藤組

内藤建設工業 株式会社

株式会社 中筋商事

有限会社 ナック建築事務所

有限会社 なかのオリーブ堂

株式会社 ナカサン

医療法人 和 いのうえ歯科

有限会社 南部運送

内藤鉄工 株式会社

中島運輸機工 株式会社

有限会社 二幸

株式会社 エヌサイン

社会福祉法人 西園保育園

株式会社 日本ハイソフト

ニッセイ運輸 株式会社

島根日日新聞社

日晃電設 株式会社

有限会社 にのせ電子

有限会社 にのせ電機製作所

ニシオ 有限会社

株式会社 日本海建設

有限会社 ニシコオリ

西尾自動車 株式会社

株式会社日本環境プロテクト

株式会社 原寿園

株式会社 浜村建設

原石油 株式会社

株式会社 原田水道工業

有限会社 羽根屋

株式会社 ハ―ト

有限会社 ⾧谷川清商店

株式会社 バイタルリード

有限会社Ｈｙｄｒａｎｇｅａ



株式会社 八興電気

有限会社 日吉製菓

株式会社 ヒカミ

ヒロシ 株式会社

株式会社 平田自動車教習所

社会福祉法人 平田保育会

平田商工会議所

有限会社 平田電工

社会福祉法人斐川あしたの丘福祉会

ひかわ医療生活協同組合

福間商事 株式会社

株式会社古川コンサルタント

有限会社 富士建材

有限会社 藤原海事

有限会社 藤森運送

プライム 有限会社

株式会社 フォーシンク

有限会社 福間秀文堂

株式会社 今岡興産

株式会社 平安堂

北陽技建 株式会社

株式会社 ホームケアー島根

社会福祉法人 ほのぼの会

株式会社ホームエネルギー山陰

株式会社 報光社

特定営利活動法人ぽんぽん船

公益財団法人ホシザキグリーン財団

松井 株式会社

株式会社 マルユウ建材

株式会社 丸三

（社） 真心会 特別養護老人ホ―ム るんびにぃ苑

まるふく商事株式会社

有限会社 間壁組

株式会社 米らいふ

ミシマ産業 株式会社

社会福祉法人 みその児童福祉会 出雲聖園マリア園

ミユキプラント 有限会社

美保鉄筋 株式会社

三笠産業 株式会社出雲工場



株式会社 みのりあおぞら介護センター出雲

株式会社 明和サービス

株式会社 恵工業

森田産業 株式会社

株式会社 もちだ園芸

有限会社 森山組

株式会社 もくれん

有限会社 ヤマダ看板

株式会社 八雲水機

有限会社 安田ブロイラー

株式会社 至誠

株式会社 山組

山口建設 株式会社

社会福祉法人 やまゆり

株式会社 ゆめや

株式会社 結水織

米山伝導機 株式会社

有限会社 吉川酒店

有限会社 ラコサン商会

株式会社ロードメンテナンス

株式会社 ロジ サイエンス

ワルツ商事 有限会社

有限会社 渡邊水産

有限会社 渡辺組

株式会社 ワールド測量設計

医療法人 わたなべこどもレディースクリニック

株式会社 ワンオール山陰

株式会社 サンキ

有限会社 足立運送

有限会社 ＭＳ

株式会社 飯塚善兵衛商店

株式会社 勝部農産

社会福祉法人 喜和会太陽の里

株式会社 キムラ

社会福祉法人 喜和会かんべの里

有限会社 建商

株式会社コスモ建設コンサルタント

有限会社 サンケイ商事

社会福祉法人 荘原福祉会荘原保育園



社会福祉法人 荘原福祉会東部保育園

株式会社 石販

津山屋製菓 株式会社

株式会社 桃翠園

株式会社 トーソク

社会福祉法人 西野福祉会伊波野保育園

斐川通信 株式会社

株式会社 斐川板金

ヒカワ精工 株式会社

有限会社 斐川水道

ヒカワ工業 株式会社

株式会社 ひかわ

株式会社 ヒロクニ建設

斐川町商工会

有限会社 斐川ゴルフ

有限会社 美奈須

株式会社 フクダ

社会福祉法人 金太郎の家

有限会社 フリーク

株式会社 ホンダカーズ出雲

有限会社 丸須鐡工所

有限会社 持田物産


