
※敬称略、順不同

通し
番号

都道府県 氏名 事業所名

1 北海道 青山　織江 大陽日酸北海道株式会社

2 北海道 柳　万里子 株式会社トラスト技研

3 北海道 大島　郁子 江別ハイヤー株式会社白石営業所

4 北海道 大鹿　昌子 日本郵便輸送株式会社北海道支社

5 北海道 鎌田　尚 富国興産株式会社

6 北海道 田辺　照美 北海道振興株式会社

7 北海道 近藤　修子 株式会社ジンダイ北海道支社

8 北海道 （非公表） （非公表）

9 北海道 緒方　美晴 北海道和光純薬株式会社

10 北海道 斉藤　雅知 日通函館運輸株式会社

11 北海道 黒沢　宏規 社会福祉法人長万部長愛会長万部慈恵園

12 北海道 佐藤　伸子 株式会社士別ハイヤー

13 北海道 田島　克規 株式会社田島電気商会

14 北海道 蓬田　悟 函館どつく株式会社室蘭製作所

15 北海道 戸嶋　智幸 株式会社松本鉄工所

16 北海道 畑中　稔 株式会社久恵比寿

17 北海道 春田　哲也 岩見沢商工会議所

18 北海道 千葉　守 赤石建設株式会社

19 北海道 （非公表） （非公表）

20 北海道 粟島　寿一 藤建設株式会社

21 北海道 小川　秀樹 滝澤べニヤ株式会社

22 青森 對馬　真人 青ガス興業株式会社

23 青森 桜田　文治 株式会社ムラバヤシ

24 青森 柴田　暢明 社会福祉法人平舘福祉会

25 青森 鳥谷部　裕一 株式会社サンヨーソーイング

26 青森 古川　接子 株式会社石上苅田建設
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27 青森 佐々木　美智子 北日本鍍金株式会社

28 青森 松原　正子 株式会社八戸電工

29 青森 有限会社マルコーいずもり

30 青森 伊東　裕子 有限会社睦建設

31 青森 小林　可奈子 社会福祉法人千年会

32 青森 花田　珠 社会福祉法人津軽富士見会特別養護老人ホーム弘前園

33 青森 前田　てるみ 大泉開発株式会社

34 青森 澁田　志津子 株式会社渋田産業

35 岩手 古舘　貴志 株式会社赤澤紙業

36 岩手 佐藤　薫 社会福祉法人紫波町社会福祉協議会

37 岩手 西村　文一 岩手県土地改良事業団体連合会

38 岩手 加藤　香織 株式会社ツクバ

39 岩手 （非公表） （非公表）

40 岩手 岩本　宰一 いわて平泉農業協同組合

41 岩手 服部　成美 岩手和装株式会社

42 岩手 梅木　成美 株式会社佐賀建設

43 岩手 菊池　充 北上ケーブルテレビ株式会社

44 岩手 去石　誠 社会福祉法人石鳥谷会

45 岩手 佐々木　薫 株式会社エーデルワイン

46 岩手 高橋　文代 株式会社菊池工業

47 岩手 鈴木　孝一 花巻ガス株式会社

48 岩手 齊藤　敦子 社会福祉法人岩手徳栄会地域密着型介護老人福祉施設三峯の杜

49 宮城 伊藤　久美子 赤帽宮城県軽自動車運送協同組合

50 宮城 中澤　恵 社会福祉法人家庭福祉会

51 宮城 小山　敏 株式会社仙台スイミングスクール

52 宮城 髙橋　洋子 大和薬品株式会社
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53 宮城 小林　忠雄 渡辺建設工業株式会社

54 宮城 清水　美紀 コスモスケア株式会社

55 宮城 川村　京子 株式会社宮城日化サービス

56 宮城 星　元子 社会福祉法人仙台つるがや福祉会

57 宮城 大久保　仁 株式会社ハートライン

58 宮城 池田　理恵 高速美術印刷株式会社

59 秋田 工藤　幸子 株式会社八郎潟印刷

60 秋田 伊藤　仁 株式会社伊藤組

61 秋田 奈良　和美 秋田設備株式会社

62 秋田 黒澤　広之 株式会社浅利佐助商店

63 秋田 関　哲也 社会福祉法人県北報公会

64 秋田 小松　茜 能代電設工業株式会社

65 秋田 佐藤　理恵子 株式会社平鹿自動車学校

66 秋田 古仲　正敬 高吉建設株式会社

67 秋田 上野　悦子 株式会社高瀬電設

68 秋田 土井　一哉 小林工業株式会社

69 秋田 高橋　吉広 川越工業株式会社

70 秋田 阿部　京子 三和精鋼株式会社

71 山形 分銅　美気子 東北電化工業株式会社

72 山形 羽田　眞典 株式会社市村工務店

73 山形 五十嵐　博子 株式会社竹原屋本店

74 山形 伊藤　美智子 株式会社タカハシ電工

75 山形 渡邊　理加 株式会社データシステム米沢

76 山形 船山　愛子 ヤマラク運輸株式会社

77 山形 鈴木　一貴 株式会社かわでん

78 山形 渋谷　紀子 株式会社丸高
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79 山形 髙橋　久美子 ツルカンシステム株式会社

80 山形 （非公表） 山形航空電子株式会社

81 山形 （非公表） 寒河江物流株式会社

82 山形 朝田　恵 日東ベスト株式会社

83 福島 （非公表） （非公表）

84 福島 株式会社高橋設備工業所

85 福島 橘　智香 株式会社国見メディアデバイス

86 福島 引地　孝之 株式会社デイリーサービス

87 福島 角田　牧子 こころネット株式会社

88 福島 八巻　ゆかり 有限会社西坂製作所

89 福島 長南　真由美 山口薬品株式会社

90 福島 菅野　富夫 本宮運輸有限会社

91 福島 橋本　幸江 須賀川瓦斯株式会社

92 福島 早川　浩司 株式会社エディソン

93 福島

94 福島 綿引　礼子 高柳電設工業株式会社

95 福島 木村　友克 株式会社地質基礎

96 福島 鈴木　由紀子 日栄地質測量設計株式会社

97 福島 （非公表） （非公表）

98 福島 （非公表） （非公表）

99 福島 稲林　美穂 木村ミルクプラント株式会社

100 福島 松嶋　加代子 有限会社介護福太郎

101 福島 （非公表） （非公表）

102 福島 高橋　志津 有限会社渡部硝子工業所

103 福島 鈴木　美奈子 花春酒造株式会社

104 福島 （非公表） （非公表）
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105 福島 三浦　孝子 矢祭建設株式会社

106 福島 岡　奈緒美 東北エコ・テクノ株式会社

107 福島 山口　和美 株式会社福島ニチアス

108 茨城 宇都宮　政江 株式会社アコオ

109 茨城 清水　祥子 社会福祉法人清河会

110 茨城 白鳥　美帆 株式会社エイチ・エス・ケイ

111 茨城 久信田　敏之 株式会社久信田観光

112 茨城 岡部　裕美 社会福祉法人自立奉仕会

113 茨城 信太　郁夫 一般財団法人筑波学都資金財団筑波大学学生宿舎管理事務所

114 茨城 中村　博巳 公益財団法人筑波メディカルセンター

115 茨城 川又　雅子 株式会社カワマタ・テクノス

116 茨城 落合　和子 社会福祉法人筑紫会真壁厚生学園

117 茨城 石川　千裕 冨岡産業株式会社

118 茨城 大内　康彦 公益財団法人日立メディカルセンター

119 栃木 細渕　武久 栃木トヨタ自動車株式会社

120 栃木 栗田　ひろみ 中央測工株式会社

121 栃木 玉生　勝美 中村土建株式会社

122 栃木 宮田　佳代子 株式会社オノプラント

123 栃木 笠原　宜武 関東商事株式会社

124 栃木 柴田　武彦 株式会社栃木イエローハット

125 栃木 川名　富士男 栃木小松フォークリフト株式会社

126 栃木 会沢　光司 宇都宮土建工業株式会社

127 栃木 小田林　忠男 株式会社ケイエムシ－

128 栃木 小池　琢也 株式会社谷黒組

129 栃木 笠原　健一 笠原産業株式会社

130 群馬 武藤　昭治 群馬県建設事業協同組合
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131 群馬 狩野　照雄 三原工業株式会社

132 群馬 （非公表） （非公表）

133 群馬 須藤　治夫 小島建設株式会社

134 群馬 岩野　信之 桐生建設株式会社

135 群馬 武田　桂二 信沢工業株式会社

136 群馬 酒井　美幸 株式会社コーアエンジニアリング

137 群馬 石井　佳実 湯井電気株式会社

138 群馬 小山　幸江 株式会社鐵建

139 群馬 唐澤　仁志 株式会社ボルテックスセイグン

140 群馬 田中　孝 関東アセチレン工業株式会社

141 群馬 石附　正賢 社会福祉法人春日園

142 群馬 日野　健 池原工業株式会社

143 群馬 富沢設備株式会社

144 群馬 碓氷　紀子 株式会社岡田製作所

145 群馬 中嶋　峰子 中嶋塗装工事株式会社

146 群馬 柳澤　洋介 株式会社板垣

147 群馬 南雲　栄一 社会福祉法人薫英会

148 群馬 株式会社盛田工務店

149 埼玉 三喜運輸株式会社

150 埼玉 川内　政雄 共同工業株式会社

151 埼玉 小池　利江

152 埼玉 塚本　秀士 増木工業株式会社

153 埼玉 山木　和代 エムケイ・コンサルティング株式会社

154 千葉 （非公表） 株式会社カクタ

155 千葉 中田　由美子 公益財団法人習志野市スポーツ振興協会

156 千葉 （非公表） 社会福祉法人東和福祉会高齢者福祉施設三愛
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157 千葉 山田　友紀 社会福祉法人清明会ケアハウス向日葵

158 千葉 小林　伸久 孝和建商株式会社

159 千葉 津田　千尋 株式会社エフピオ

160 千葉 小川　正洋 京葉シーバース株式会社

161 千葉 東風谷　智子 （非公表）

162 千葉 鎌田　有喜 モデン工業株式会社

163 東京 有泉　真由美 株式会社ウォールナット

164 東京 木内　登志江 鵬図商事株式会社

165 東京 山田　優樹 株式会社イーステーション

166 東京 （非公表） （非公表）

167 東京 鈴木　智 株式会社オールフォーワン

168 神奈川 筒見　克彦 株式会社筒見工務店

169 神奈川 山本　香 鈴幸商事株式会社

170 神奈川 （非公表） 相陽工業株式会社

171 神奈川 井上　尊晴 明誠建設株式会社

172 神奈川 渡邊　由美子 株式会社デコリア

173 神奈川 笠井　佳緒理 旭平硝子加工株式会社

174 神奈川 （非公表） 鎌倉商工会議所

175 神奈川 西村　三紀子 株式会社新井清太郎商店

176 神奈川 梅村　淳子 浮島オイルサービス株式会社

177 神奈川 小山田　安利 株式会社オーゼン

178 新潟 田中　敬子 株式会社開聞興業

179 新潟 泉　真紀 株式会社三ツ葉パーツ

180 新潟

181 新潟 長谷川　美枝子 株式会社達建設

182 新潟 双峰通信工業株式会社
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183 新潟 高橋　岳子 丸高工業株式会社

184 新潟 土屋　綾子 株式会社フジ・クリエイティブセンター

185 新潟 榎本　みか 株式会社近藤組新潟支店

186 新潟 本多　智也子 株式会社SRI

187 新潟 田渕　義也 新潟ファーネス工業株式会社

188 新潟 武田　水江 株式会社野水鋼鉄店

189 新潟 小川　裕代 社会福祉法人人と緑の大地

190 新潟 藤間　圭子 株式会社ほっとしばたケアセンター

191 新潟 増子　里美 株式会社増子工業所

192 新潟 川崎　祐子 株式会社ワイテム

193 新潟 長谷部　仁 一般社団法人みらいず

194 新潟 渡部　亮子 株式会社ハンズワタベ

195 新潟 小川　精一 株式会社山﨑組

196 新潟 武士俣　智子 株式会社Tenico

197 新潟 宮下　由加里 株式会社宮下電設

198 新潟 藤田　喜久男 島津工業株式会社

199 新潟 杉田　佳織 株式会社武江組

200 新潟 桂　章範 株式会社保坂組

201 新潟 佐野　比呂史 十日町商工会議所

202 新潟 髙橋　礼子 株式会社クローバフォー

203 富山 水野　智子 村松建設株式会社

204 富山 松岡　親生 株式会社若林商店

205 富山 松井　博美 朝日建設株式会社

206 富山 中西　美由紀 日本安全産業株式会社

207 富山 手塚　裕子 社会福祉法人戸出福祉会

208 富山 長谷　由紀子 株式会社アーキジオ
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209 富山 株式会社ＴＡＮ‐ＥＩ‐ＳＹＡ

210 富山 川合　優美 社会福祉法人砺波福祉会

211 富山 今井　紀久子 株式会社今井機業場

212 富山 吉江　智子 アルカスコーポレーション株式会社

213 富山 片山　浩之 株式会社東洋電制製作所

214 富山 南塚　香理 株式会社アイザック

215 石川 川田　美智子 大栄株式会社

216 石川 松井　真弓 株式会社松井製作所

217 石川 町川　一均 日本海急送株式会社

218 石川 宝機械工業株式会社

219 石川 岡田　一宏 株式会社岡田商会

220 石川 小山　京子 松谷建設株式会社

221 石川 小野森　良江 協和金属工業株式会社

222 石川 加藤　誠 兼六建設株式会社

223 福井 宇佐美　広美 大野観光自動車株式会社

224 福井 小澤　成朋 安田蒲鉾株式会社

225 福井 櫻井　幸二 社会福祉法人清菱会

226 福井 寺羽　恵 株式会社竹内工務店

227 福井 土肥　知博 社会福祉法人希望園

228 福井 柴田商事株式会社

229 福井 中野　賢司 富士測量設計株式会社

230 福井 端川　義隆 小林電工株式会社

231 福井 福岡　霞 株式会社ヒットユニオン武生

232 福井 藤澤　二美代 株式会社カズマ

233 福井 前塚　博士 株式会社京福コミュニティサービス

234 福井 保田　貴子 日本ダム株式会社
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都道府県 氏名 事業所名

令和４年度健康保険委員支部長表彰 被表彰者一覧

235 福井 吉田　奈実 越前たけふ農業協同組合

236 福井 米村　朝子 西川電業株式会社

237 福井 渡辺　薫 株式会社ナカニシビジョン

238 山梨 西山　登 山梨交通株式会社

239 山梨 小宮山　啓子 国際建設株式会社

240 山梨 五光電工株式会社

241 山梨 野田　みゆき 昭和建設工業株式会社

242 山梨 山根　希仁 武山工業株式会社

243 山梨 井本　裕子 株式会社コンピュータムーブ

244 山梨 金丸　能子 公益財団法人南アルプス市スポーツ協会

245 山梨 一瀬　かほる 株式会社一瀬工務店

246 山梨 塚田　祥子 株式会社山田硝子工業

247 山梨 加藤　孝美 富士吉田商工会議所

248 山梨 櫻林　房枝 株式会社エービーエス

249 長野 平澤 きよ美 伊那商工会議所

250 長野 橋爪　郁朗 株式会社伊東電機工作所

251 長野 宮下　美那子 株式会社キューズ

252 長野 小澤　祥男 伊南電工有限会社

253 長野 倉田　惠美 株式会社塩沢製作所

254 長野 井出　幸子 有限会社茅野工業

255 長野 増澤　宗 株式会社みすず綜合コンサルタント

256 長野 中谷　正子 アサカワ印刷株式会社

257 長野 中野　徹哉 朝日観光自動車株式会社

258 長野 羽賀　周二 有限会社羽賀建設

259 長野 黒岩　利彦 ベイクックコーポレーション株式会社

260 長野 丸山　敬子 協立工業株式会社
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令和４年度健康保険委員支部長表彰 被表彰者一覧

261 長野 堀内　美智代 有限会社堀内精工

262 長野 志川　孝之 株式会社カナエ

263 長野 木下　岳 一般社団法人飯田下伊那薬剤師会

264 長野 鈴木　信彦 クロダ精機株式会社

265 岐阜 浅野　潤 厚見建設工業株式会社

266 岐阜 山田　清美 株式会社中日ＡＶシステム

267 岐阜 長沼　尚美

268 静岡 永嶋　あずさ 株式会社ＡＢＣ

269 静岡 野末　雄己 株式会社丸協酸素商会

270 静岡 桐山　あゆみ 株式会社サカエ

271 静岡 木村　津矢子 有限会社葛山製作所

272 静岡 中西　訓彦 株式会社笠子流通

273 静岡 石川　寿子 株式会社ソフトウェアプロダクツ

274 静岡 田中　初代 株式会社第一印刷

275 愛知 赤川　景子 豊橋鉄道株式会社

276 愛知 中川　恵理子 平中電気株式会社

277 愛知 中村　由佳理 幸田町学校給食会

278 愛知 福田　智宏 株式会社イチテック

279 愛知 安藤　智子 安藤建設株式会社

280 愛知 長江　聡子 株式会社長江電機

281 愛知 加治木　いより 丸洋建設株式会社

282 愛知 長井　友夏 ミロク工業株式会社

283 愛知 近藤　敏矢 社会福祉法人みなみ福祉会

284 愛知 寺野　徹 サンエイ株式会社

285 愛知 小嶋　里加 株式会社ミカワエンジニアリング

286 三重 南山　あけみ 勢州建設株式会社
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通し
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287 三重 眞弓　竜一 株式会社大津屋

288 三重 栗田　律子 栗田精工株式会社

289 三重 前田　弘一郎 三重ＪＲ株式会社

290 三重 木田　英里 株式会社四日市モータース商会

291 三重 山路　小百合 有限会社大和技建

292 三重 池田　忠道 株式会社グリーンホテル

293 三重 桑崎　伸一 社会福祉法人日の本福祉会

294 三重 今村　麻美 片岡製網株式会社

295 三重 伊藤　美和 株式会社イシザキ

296 三重 井村　久則 株式会社石吉組

297 三重 服部　道子 北勢商事株式会社

298 滋賀 松岡　由理子 大津商工会議所

299 滋賀 寺村　聡 株式会社ＨＩＲＯＴＡ

300 滋賀 西田　紀子 株式会社大井鉄工所

301 滋賀 田中　あゆみ 野洲川土地改良区

302 滋賀 田畑　尚人 平成工業株式会社

303 滋賀 光田　静代 株式会社ライフテックミツダ

304 滋賀 藤本　正幸 長和産業株式会社

305 滋賀 常喜　たか子 社会福祉法人ははのくに

306 滋賀 兼山　薫 株式会社ケン･トップカーゴ

307 滋賀 株式会社ＡＵＣ

308 京都 植野　治子 ＮＩＳＳＨＡ株式会社

309 京都 岡本　寛明 西田工業株式会社

310 京都 木地　由香里 サント機工株式会社

311 京都 竹中　幸 三共精機株式会社

312 京都 中田　むつみ 株式会社ダスキン山城
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313 京都 株式会社けいはんな

314 京都 藤本　麻由美 税理士法人京都経営

315 京都 森田　健仁 ヤサカ観光バス株式会社

316 大阪 西中　健 京立商事株式会社

317 大阪 内海　一郎 大阪美錠工業株式会社

318 大阪 薮田　直子 トーシ･プリンティングサービス株式会社

319 大阪 公益財団法人京阪神ケーブルビジョン

320 大阪 永田　芳樹 北大阪急行電鉄株式会社

321 大阪 坂口　智加枝 深喜毛織株式会社

322 大阪 繁原　美穂 株式会社繁原製作所

323 大阪 石井　貴子  石堂硝子株式会社

324 大阪 前河　清隆 大島応用株式会社

325 大阪 堀江　宏史 ダイジク株式会社

326 大阪 本多　利光 アイ・ディー・エー株式会社

327 大阪 高畑　真人 和田電機株式会社

328 大阪 浜田　勝宏 船井サービス株式会社

329 大阪 大継　雅彦 株式会社ナニワ

330 大阪 寺内　一功 岩谷液化ガスターミナル株式会社

331 大阪 高田　伸樹

332 大阪 吉川　比奈子 株式会社味の吉川

333 大阪 高橋　文彦 生野金属株式会社

334 大阪 原田　智恵 寿印刷株式会社

335 大阪 北村　暁子 株式会社キタムラ産業

336 大阪 生田　香世子 ソイルアンドロックエンジニアリング株式会社

337 大阪 平尾　浩一 株式会社新生

338 大阪 北脇　善弘 株式会社富士工務店
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339 大阪 橋本　弥生 株式会社ＹＲＫａｎｄ

340 大阪 野田　浩一郎 明星電機株式会社

341 大阪 山崎　剛史 北浜ビルサービス株式会社

342 兵庫 谷川　晃 株式会社マルヤナギ小倉屋

343 兵庫 菱三印刷株式会社

344 兵庫 赤尾　福子 中田エンヂニアリング株式会社

345 兵庫 谷垣　崇 石見サ―ビス株式会社

346 兵庫 佐藤　倫恵 エムエムシーツーリング株式会社

347 兵庫 稲垣　忍     ＪＢトールシステム株式会社

348 兵庫 佐々木　正信 住田建設株式会社

349 兵庫 篠木　正和 ヨドプレ株式会社

350 兵庫 堂本　有佐 有輝運輸有限会社

351 兵庫 坂本　二葉 株式会社川嶋建設

352 兵庫 小本　礼子 アソート株式会社

353 兵庫 石角　由紀子 株式会社アサヒＬ＆Ｃ

354 兵庫 安東　武博 社会福祉法人神戸中央福祉会

355 兵庫 日本薬品開発株式会社

356 兵庫 西田　由香里 株式会社トモエシステム

357 奈良 川口　浩孝 社会福祉法人橿原園

358 奈良 小西　淳文 第一化工株式会社

359 奈良 上田　洋司 ホンダ奈良自販株式会社

360 奈良 公益財団法人奈良市生涯学習財団

361 奈良 東　武志 社会福祉法人大和桜井園

362 奈良 齋二　みどり 高山製菓株式会社

363 奈良 新　政樹 一般財団法人奈良県健康づくり財団

364 奈良 柳川　美代 株式会社アイワ
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365 奈良 乾　憲子 ヒロタ建設株式会社

366 奈良 西郡　久代 株式会社丸國林業

367 奈良 富野　修平 ナント種苗株式会社

368 和歌山 栢木　雅史 東洋ライス株式会社

369 和歌山 中尾　正人 株式会社丸和

370 和歌山 西岡　宏高 株式会社ニシオカ

371 和歌山 藤岡　千春 和歌山イシダ株式会社

372 和歌山 松場　崇晃 株式会社興和製作所

373 和歌山 小川　裕加 株式会社小川製作所

374 和歌山 新開　康子 株式会社南北

375 和歌山 仮谷　依子 こおの交通株式会社

376 和歌山 奥野　義為 社会福祉法人平成福祉会

377 和歌山 松本　勝弘 第五工業株式会社

378 和歌山 長井　勝義 株式会社アワーズ

379 和歌山 大屋　喜敬 株式会社小森組

380 和歌山 岩穴　真弓 阿和建設工業株式会社

381 鳥取 飯田　陽平 パナソニックアソシエイツ鳥取株式会社

382 鳥取 平木　文子 有限会社平木電機産業

383 鳥取 蔵増　優子 山野商事株式会社

384 鳥取 森長　明美 鳥取部品株式会社

385 鳥取 森本　千草 オグラ建設株式会社

386 鳥取 佐伯　圭子 社会福祉法人米子市社会福祉協議会

387 鳥取 松本　佳織 有限会社みどり建設

388 島根 岩田　昌広 松江一畑交通株式会社

389 島根 三代　裕子 株式会社佐藤組

390 島根 小早川　豊和 社会福祉法人よこた福祉会
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391 島根 増田　美奈 社会福祉法人島根県社会福祉協議会

392 島根 矢田　名々衣 株式会社オンチョウ

393 島根 若林　典子 株式会社給食雲南

394 島根 武田　明子 医療法人いきいき.クリニック

395 島根 福頼　弘樹 株式会社フクテコ

396 島根 安部　美紀恵 株式会社太陽電機製作所

397 島根 宮本　裕子 ヒロシ株式会社

398 島根 桃木　亮 社会福祉法人仁摩福祉会

399 島根 青木　美恵子 社会福祉法人西益田福祉会

400 岡山 橋本　恵美子 岡山リハビリ機器販売有限会社

401 岡山 頼　みゆき 有限会社頼鉄工所

402 岡山 石指　陽子 タカヤモ―タ―株式会社

403 岡山 田中　千鶴 社会福祉法人片島保育園

404 岡山 藤原　陽子 孔雀株式会社

405 岡山 安井　紗由里 フジモト工業株式会社

406 岡山 日田　二美 備北興業株式会社

407 岡山 石田　嘉之 株式会社坂新組

408 岡山 田井　博 中村建設株式会社

409 岡山 新谷　亜沙子 株式会社カヨーメカニカル

410 岡山 十鳥　健一 三幸工業株式会社

411 岡山 岡　一郎 株式会社三楽

412 岡山 山下　敦弘 株式会社宮原製作所

413 岡山 板倉　昌美 ササベ印刷株式会社

414 岡山 藤原　浩司 株式会社ト―カイパネル

415 岡山 武市　毅 山陽化成株式会社

416 岡山 石原　真 株式会社サンキ商会
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417 岡山 安井　修 社会福祉法人さくら福祉会

418 広島 佐々木　由加 職業訓練法人東広島地域職業能力開発協会

419 広島 丸子　潤一郎 丸子硝子株式会社

420 広島 島田　花子 芸州運輸株式会社

421 広島 山内　美穂 シーエムシー株式会社

422 広島 熊本　弥生 株式会社ポップジャパン

423 広島 栗原　武伸 中国紡織株式会社

424 広島 横山　好枝 社会福祉法人白鳩会ひなぎくこども園

425 広島 佐藤　幸子 有限会社駅家製作所

426 広島 野海　芳裕 有限会社フクショウ

427 広島 有木　政子 有木株式会社

428 広島 牧野　保志

429 広島 髙田　ひろ美 栄信産業株式会社

430 広島 山本　麻里 株式会社山本組

431 山口 松田　圭二 株式会社技工団

432 山口 中村　亜由美 株式会社サンスパック

433 山口 﨑山　幸 ブルーライン交通株式会社

434 山口 石掛　京子 サンデン造園株式会社

435 山口 光弘　澄江 光和電業株式会社

436 山口 伊賀　浩一郎 新生商事株式会社

437 山口 原田　麻衣 サンヨーコンサルタント株式会社

438 山口 伊藤　雅之 富士商株式会社

439 山口 井本　幸恵 山五化成工業株式会社

440 山口 大石　晃己 晃和興産株式会社

441 山口 （非公表） （非公表）

442 山口 金子　展之 株式会社大谷山荘
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443 山口 藤部　拓也 深川養鶏農業協同組合

444 山口 特別養護老人ホ―ムむつみ園

445 徳島 友成　久枝 ニタコンサルタント株式会社

446 徳島 岡本　浩希 株式会社ホテルグランドパレス

447 徳島 三谷　雪枝 東邦フイルム株式会社

448 徳島 桑原　俊彦 医療法人十全会

449 徳島 眞開　有紀 株式会社アルボレックス

450 徳島 社会福祉法人徳島県社会福祉事業団

451 徳島 西島　桃代 麻植郡農業協同組合

452 徳島 川人　千恵子 阿波市農業協同組合

453 徳島 梶浦　加寿子 ＡＬＳＯＫ徳島株式会社

454 香川 六車　太士 讃光工業株式会社

455 香川 岡田　雅子 株式会社藤井製麺

456 香川 合田　桂子 四国行政システム株式会社

457 香川 上村　幸司 株式会社ユーミック

458 香川 橋本　麻友子 株式会社橋輝

459 香川 吉田　令子 緑造園興業株式会社

460 香川 協同食品株式会社

461 香川 山地　宏明 株式会社朝日段ボール

462 香川 宇都宮　久美 あなぶきメディカルケア株式会社

463 香川 小野　修二 四国工商株式会社

464 香川 小笠原　洋子 有限会社篠原林業

465 香川 矢野　澄子 本山タクシー株式会社

466 香川 山内　朋子 株式会社モンテサービス

467 香川 黒川　幸美 株式会社クロカワ

468 愛媛 大政　幸司 愛媛県国民健康保険団体連合会
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469 愛媛 佐伯　寿典 株式会社門屋組

470 愛媛 竹内　正仁 大栄倉庫産業株式会社

471 愛媛 正岡　公文 上田消防建設株式会社松山店

472 愛媛 桑島　淳二 株式会社木下商店

473 愛媛 株式会社イオタオーエーシステム

474 愛媛 小沢　志保子 株式会社薄墨羊羹

475 愛媛 横枕　勝徳 株式会社有光組

476 愛媛 藤田　香織 株式会社親和技術コンサルタント

477 愛媛 河野　幸世 田中技研株式会社

478 愛媛 神野　将広 萩尾高圧容器株式会社

479 愛媛 白石　裕美 株式会社新居浜自動車教習所

480 愛媛 篠原　進 株式会社アイシーシー

481 愛媛 瀧野　喜代子 有限会社滝野産業

482 愛媛 冨永　世津子 冨永建設有限会社

483 愛媛 中村　留実 廣文社印刷株式会社

484 高知 藤田　洋子 株式会社中島工務店

485 高知 亀川　知佐 高知日産プリンス販売株式会社

486 高知 田平　正博 株式会社高知広告センター

487 高知 横山　美紀 株式会社アイビス

488 高知 沖　直子 有限会社橋田建設

489 福岡 原　洋子 株式会社原組

490 福岡 半田　由美子 半田建設株式会社

491 福岡 下村　和史 九州地理情報株式会社

492 福岡 松本　小夜 株式会社西日本計装

493 福岡 森　友恵 株式会社柳川合同

494 福岡 久保　有美 株式会社九州ＤＴＳ
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495 福岡 今村　哲朗 朝日無線株式会社

496 福岡 野田　滋 社会医療法人喜悦会那珂川病院

497 福岡 松﨑　妃都美 筑後染織協同組合

498 福岡 椎橋　かおり

499 福岡 秋丸　健二 株式会社明月堂

500 福岡 牧　輝美 株式会社九州工具製作所

501 福岡 藤瀬　徹 株式会社新希望

502 福岡 草場　飛鳥 金子建設株式会社

503 福岡 下山　和広 ひかり保育園

504 福岡 藤村　ゆかり 社会福祉法人はぜの実会

505 福岡 吉村　理恵 社会福祉法人光澤寺保育園

506 福岡 坂本　裕子 株式会社ミドリ印刷

507 福岡 加月　眞弓 株式会社加月組

508 福岡 佐藤　街子 株式会社オートデンソ―八蓄

509 福岡 （非公表） （非公表）

510 福岡 二宮　由美 サイタホールディングス株式会社

511 福岡 久冨　静江 福岡建設コンサルタント株式会社

512 福岡 安部　峰子 社会福祉法人緑風福祉会高畑保育園

513 福岡 栁　愛子 相互油圧工業株式会社

514 福岡 高木　繁徳 大高建設株式会社

515 福岡 佐藤　里美 株式会社ディジテック

516 福岡 谷口　梨恵 福岡地区生コンクリ―ト協同組合

517 福岡 柳田　奈緒子 株式会社栄屋

518 福岡 入江　さおり 飯塚商工会議所

519 福岡 平田　光恵 社会福祉法人聖嬰会久留米天使園

520 福岡 山下　珠紀 不二貿易株式会社
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521 福岡 亀田　智美 株式会社ハウス倶楽部

522 福岡 古賀　有人 株式会社へいせい

523 福岡 大場　信二 新西工業株式会社

524 福岡 有吉　めぐみ ＡＬＳＯＫ福岡株式会社

525 福岡 猪口　美幸 株式会社サニクリーン九州

526 福岡 木下　まるみ 総合建設業株式会社タルミ

527 福岡 月俣　博文

528 福岡 （非公表） 株式会社宇治川商店

529 福岡 （非公表） 株式会社ベルテクノプラント工業

530 福岡 瀬戸間　洋平 北九州商工会議所

531 福岡 北原　弘幸 株式会社タクサス

532 福岡 奥田　朋佳 社会福祉法人福岡ろうあ福祉会工芸会ワ―クセンタ―

533 佐賀 大久保　幸子 国際技術コンサルタント株式会社

534 佐賀 株式会社南佐賀自動車学校

535 佐賀 児玉　譲一郎 株式会社コダマシキ

536 佐賀 古澤　伸幸 （非公表）

537 佐賀 服巻　信也 医療法人清心会服巻医院

538 佐賀 小林　美由紀 肥前糧食株式会社

539 佐賀 吉永　雅子 吉永建設株式会社

540 佐賀 山本　嘉子 株式会社山忠

541 佐賀 松尾　伸子 有限会社松尾工業

542 佐賀 植松　政子 社会福祉法人アソカ福祉会

543 長崎 内山　紗由美 長崎電建工業株式会社

544 長崎 田添　龍平 株式会社カステラ本家福砂屋

545 長崎 原　則夫 ニップンドーナツ九州株式会社

546 長崎 株式会社西海建設
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547 長崎 小田　美貴子 九一庵食品協業組合

548 長崎 冨永　博子 髙瀬建設株式会社

549 長崎 謝花　稔 社会福祉法人翔寿会

550 長崎 林　勝幸 株式会社梅村組

551 長崎 村田　公美 税理士法人村田経理事務所

552 長崎 両角　昭彦 株式会社エレナ

553 熊本 （非公表） 松木産業株式会社

554 熊本 木山　知治 有限会社八代ドライビングスクール

555 熊本 池田　智恵美 株式会社正興電気商会

556 熊本 犬童　裕代 山一工務店株式会社

557 熊本 村上　未樹 株式会社山清工業九州

558 熊本 島本　千波 白川電機株式会社熊本製作所

559 熊本 （非公表） 双建コンサルタント株式会社

560 熊本 （非公表） 株式会社大和電業

561 熊本 川口　來夢 社会福祉法人敬信会大矢崎保育園

562 大分 江藤　美紀子 株式会社江藤工務店

563 大分 吉田　景子 株式会社日建コンサルタント

564 大分 山田　規子 長嶋補償コンサルタント株式会社

565 大分 後藤　真二 株式会社豊肥環境センター

566 大分 菅　圭介 有限会社大分合同新聞社

567 大分 安東　志穂 株式会社安東建設

568 大分 井上　宗克 日進コンサルタント株式会社

569 大分 坂本　真理子 株式会社杵築建設

570 大分 荻野　理規 有限会社臼杵環境センター

571 大分 岡見　浩子 株式会社九州エアーテック

572 大分 清水　美子 木戸産業株式会社
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573 大分 ゴトビ　理恵 株式会社ユービック

574 大分 立岩　香織 DesignCityJapan株式会社

575 大分 佐藤　靖久 社会福祉法人清風会特別養護老人ホーム温水園

576 大分 麻生　望由紀 公月測量設計株式会社

577 大分 利光　雅宏 株式会社スプラウト

578 宮崎 （非公表） （非公表）

579 宮崎 畠山　知香 宮崎ケーブルテレビ株式会社

580 宮崎 郡　美紀子 松田商事株式会社

581 宮崎 （非公表） （非公表）

582 宮崎

583 宮崎 前田　千春 有限会社日輪運輸

584 宮崎 川上　ひとみ 九州電通建設株式会社

585 宮崎 中村　勝彦 株式会社みゆき学園

586 宮崎 （非公表） 社会福祉法人大淀福祉会

587 宮崎 井崎　美恵子 株式会社井崎製作所

588 宮崎 衛藤　奈津美 有限会社大興不動産日向

589 宮崎 押方　ゆり子 押方電設株式会社

590 鹿児島 重久　泰也 三和物産株式会社

591 鹿児島 中野　弘治 株式会社田頭建設

592 鹿児島 川畑　登 株式会社南日本新聞開発センター

593 鹿児島 満　秀啓 村上建設株式会社

594 沖縄 長嶺　万寿子 久米島製糖株式会社

595 沖縄 喜屋武　裕子 社会福祉法人聖公会沖縄福祉会諸聖徒保育園

596 沖縄 福原　かおり 株式会社東江電気工事

597 沖縄 糸数　千春 有限会社クリエイト技研

598 沖縄 屋比久　正子 社会福祉法人ふくよか福祉会
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599 沖縄 喜屋武　亜希 沖縄ターミナル株式会社

600 沖縄 湧川　なおみ 株式会社国吉設計

601 沖縄 名護　緑 株式会社武国建設

602 沖縄 具志堅　隆也 羽柴工業株式会社

603 沖縄 宮城　光 株式会社山浩商事

604 沖縄 志良堂　篤 沖縄道路株式会社

605 沖縄 名嘉真　つやき 社会福祉法人松原福祉会障がい者支援施設安住の郷

606 沖縄 山城　里奈 沖縄熱帯植物管理株式会社


