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通し
番号

都道府県 氏名 事業所名

1 北海道 大谷　雄一 北盛電設株式会社

2 北海道 石黒　潤 金星自動車株式会社

3 北海道 森野　健一 株式会社檜山鐵工所

4 北海道 中村　恭子 株式会社アサヒ建設

5 北海道 竹花　豊 ＨＲＳ株式会社

6 北海道 下野　之照 宗谷バス株式会社

7 北海道 鈴木　千里 社会福祉法人赤平友愛会

8 青森 安田　幸司 株式会社丸石沼田商店

9 青森 田川　和成 協和電気株式会社

10 青森 風張　信一 株式会社八戸魚市場

11 青森 平野　浩 三八五流通株式会社

12 青森 佐々木　秀樹 株式会社小山内バッテリー社

13 青森 小川　玲子 社会福祉法人明和会

14 岩手 髙橋　宏子 有限会社東北電気設備工事

15 岩手 藤田　剛 三田農林株式会社

16 岩手 阿部　滝子 株式会社阿部総業

17 宮城 平尾　訓 株式会社イメージパーク

18 宮城 庭野　美枝子 イワサキ通信工業株式会社

19 宮城 菅原　圭子 筑波ダイカスト工業株式会社宮城工場

20 宮城 目黒　祥子 ＪＦＥ商事コーメック株式会社

21 宮城 山口　加代子 サンアイパック株式会社仙台工場

22 秋田 安藤　路子 秋田鋪道株式会社

23 秋田 佐藤　丈夫 株式会社山二

24 秋田 工藤　勝哉 株式会社都亭

25 秋田 太田　茂 有限会社大曲測量設計事務所

26 秋田 佐藤　多聞 株式会社フォレスタ鳥海
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27 山形 鍋倉　徹 株式会社エルデック

28 山形 丹野　弘子 株式会社新庄トヨタ

29 福島

30 福島 齊藤　美紀子 株式会社村越機型製作所

31 福島 片山　雅仁 庄建技術株式会社

32 群馬 里見　義博 株式会社群馬バス

33 埼玉 星　佳代子 新星機工株式会社

34 千葉 岡畑　和弘 習志野商工会議所

35 千葉 小沼　綾子 社会福祉法人富里市社会福祉協議会

36 千葉 今井　真希 一般財団法人市川市福祉公社

37 千葉 稲田　麻美 公益財団法人市川市清掃公社

38 千葉 西元　真由美 一般社団法人千葉県産業資源循環協会

39 新潟 髙橋　昭三 ホクリク総業株式会社

40 新潟 小島　伸恵 近藤與助工業株式会社

41 新潟 治田　緑 燕商工会議所

42 新潟 蓑輪　良孝 特別養護老人ホームさくら聖母の園

43 新潟 長澤　良典 上越木材興業株式会社

44 新潟 丸山　正美 牛木商事株式会社

45 新潟 熊木　容子 株式会社クマックス

46 新潟 株式会社サニーサニター

47 新潟 片野　義昭 株式会社北日本ホーム食品

48 新潟 鈴木　永蔵 浦佐管理物産株式会社

49 富山 南　奈穂子 株式会社リッチェル

50 石川 朝倉　建郎 株式会社金沢柿田商店

51 石川 平野　久美 みのり建設株式会社

52 福井 木間　史 社会福祉法人大野和光園
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53 福井 佐々木　宜子 株式会社佐々木合成

54 福井 笹原　清和 吉岡幸株式会社

55 福井 多田　和博 株式会社米五

56 山梨 渡部　浩二 株式会社甲府キンダイサービス

57 山梨 北村　利一 株式会社文祥堂オフィスファシリティーズ

58 山梨 古屋　栄利子 株式会社丸一土建

59 長野 甘利　元重 社会福祉法人軽井沢会きらく苑

60 愛知 平林　幸恵 国光工業株式会社

61 三重 大工保　忠 丸亀産業株式会社

62 三重 前川　しのぶ 敷島スターチ株式会社鈴鹿工場

63 滋賀 池元　太郎 日野川流域土地改良区 

64 滋賀 藤井　典史  株式会社笹川組

65 大阪 川本　清治 株式会社酒井鉄工所 

66 兵庫 木村　敏彦 ミナト電気工事株式会社

67 奈良 古川　浩之
医療法人豊生会介護老人保健施設でぃあほう
む吉野

68 奈良 磐城　眞照 医療法人鴻池会

69 奈良 下村　幸広 大和ガス株式会社

70 和歌山 福田　公美 株式会社ニ―フテック

71 和歌山 西谷　俊二 株式会社岡本設計

72 和歌山 樫山　幸代 プラム食品株式会社

73 鳥取 桑本　万里子 株式会社伊藤建設

74 島根 今岡　明彦 出雲グリーン株式会社

75 岡山 片岡　裕司 片山工業株式会社

76 岡山 山下　裕実 一般社団法人新見医師会

77 岡山 藤本　英治 岡山中尾フイルター工業株式会社

78 広島 佐藤　誠治 株式会社シーケイエス・チューキ
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79 広島 佐々邊　善行 株式会社熊平製作所

80 山口 西永　浩司 公益社団法人山口県歯科医師会

81 山口 山一電設株式会社

82 山口 松永　吉説 株式会社みうら

83 徳島 三木　朋子 株式会社フジタ建設コンサルタント

84 香川 矢野　登志子 社会福祉法人大野原福祉会

85 香川 星野　美智子 株式会社河野

86 香川 浦嶋　敏美 第一測量株式会社

87 香川 熊谷　佳美 山一木材株式会社

88 愛媛 鈳　俊英 医療法人恕風会

89 愛媛 倉橋　宗泰 株式会社三福水産

90 愛媛 中村　忠司 株式会社西条ドライビングスクール

91 愛媛 松田　美鈴 西南建設株式会社

92 高知 松本　文朱 株式会社高知電子計算センター

93 福岡 田村　律子 有限会社田村環境開発工業

94 福岡 篠田　浩 豊運輸株式会社

95 福岡 山本　明美 公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団

96 福岡 笠　博美 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会

97 福岡 大江　弘子 築上印刷有限会社

98 福岡 永田　みち代 株式会社マツシマメジャテック

99 福岡 髙松　美幸 社会福祉法人多聞福祉会彌栄苑

100 佐賀 久賀　永雄 社会福祉法人双葉会双葉保育園

101 佐賀 陽向　宗演 社会福祉法人常安会

102 佐賀 緒方　智美 株式会社ケーブルワン

103 長崎 玉藤　知公 株式会社カステラ本家福砂屋

104 長崎 植野　栄三 社会福祉法人つばさ会赤木学園
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105 熊本 中川　結城 合資会社ナカガワ

106 熊本 岡田　絹 球磨酪農農業協同組合

107 大分 藤本　寿子 瀬戸内工業株式会社

108 宮崎 松田　順子 日南商工会議所

109 宮崎 深江　加代子 串間商工会議所

110 鹿児島 曽宮　新一 株式会社九飛勢螺鹿児島工場

111 沖縄 金城　明美 株式会社仲本工業


