
令和２年9月30日 現在

事業所名 所在地 認定

医療法人　昭和会　昭和会病院 長崎市 ○

星野管工設備　株式会社 長崎市

株式会社　フジオカ 長崎市

株式会社　多津屋 長崎市

株式会社　ディーエスブランド 長崎市

株式会社　クリーン・マット 長崎市

ニュー長崎ビルディング　株式会社　ホテルニュー長崎 長崎市 ○

一般社団法人　長崎県歯科医師会 長崎市

聖フランシスコ病院 長崎市

株式会社　西海建設 長崎市 ○

長崎県国民健康保険団体　連合会 長崎市

扇精光コンサルタンツ　株式会社 長崎市

扇精光ソリューションズ　株式会社 長崎市

株式会社　浜屋百貨店 長崎市 ○

ニップンドーナツ九州　株式会社 長崎市 ○

長崎船舶装備　株式会社 長崎市

長崎綜合警備　株式会社 長崎市

株式会社　長崎新聞社 長崎市 ○

社会福祉法人　秀峯会　特別養護老人ホームこえばる 長崎市 ○

医療法人　衆和会 長崎市

有限会社　福島設計 長崎市

長崎県土地改良事業団体　連合会 長崎市 ○

長崎電建工業　株式会社 長崎市 ○

ラッキー自動車　株式会社 長崎市 ○

春雨タクシー　株式会社 長崎市 ○

株式会社　長崎タクシー 長崎市 ○

株式会社　エキマエタクシー 長崎市 ○

蒲原タクシー　株式会社 長崎市 ○

医療法人　昭和会　長崎あじさい病院 長崎市

崎永海運　株式会社 長崎市

医療法人　緑風会 長崎市 ○

「健康経営」宣言事業所一覧【長崎県】

-　1　-



令和２年9月30日 現在

事業所名 所在地 認定

「健康経営」宣言事業所一覧【長崎県】

株式会社　長崎かなえ 長崎市

株式会社　寺尾工業 長崎市

株式会社　三基 長崎市 ○

有限会社　東洋印刷所 長崎市

川口印刷　株式会社 長崎市

株式会社　岩永印刷所 長崎市

有限会社　正文社印刷所 長崎市

税理士法人　中央総合会計事務所 長崎市

株式会社　H　A　C 長崎市

株式会社　長崎新聞開発センター 長崎市

株式会社　ダンクユ 長崎市

株式会社　龍屋本舗 長崎市

後藤運輸　株式会社 長崎市

株式会社　井筒造船所 長崎市

アイ・ティー・アイ　株式会社 長崎市 ○

有限会社　江口商事 長崎市

医療法人社団　田島整形外科・外科・クリニック 長崎市

地方独立行政法人　長崎市立病院機構　長崎みなとメディカルセンター 長崎市

田中食品　株式会社 長崎市

長崎バス商事　株式会社 長崎市 ○

社会福祉法人　優輝会 長崎市

株式会社　長崎土建工業所 長崎市

社会福祉法人　あいわ会 長崎市

株式会社　ほんだコーポレーション 長崎市

株式会社　トヨタレンタリース長崎 長崎市

アダチ産業　株式会社 長崎市

株式会社　エム 長崎市

有限会社　モリシタホケン 長崎市

長崎メンタル　株式会社 長崎市

スポーツセブン　株式会社 長崎市

株式会社　アシスト 長崎市
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株式会社　クリエイティブセールスフォース 長崎市

株式会社　カステラ本家　福砂屋 長崎市 ○

株式会社　福砂屋 長崎市 ○

株式会社　福砂屋商事 長崎市 ○

トヨタカローラ長崎　株式会社 長崎市 ○

株式会社　オフィス・アイ 長崎市 ○

有限会社　ビッグ・ワン 長崎市 ○

株式会社　優笑 長崎市 ○

有限会社　総合保障センター 長崎市

株式会社　長崎西部建設 長崎市

株式会社　かめがわ 長崎市 ○

株式会社　杉永蒲鉾 長崎市

長崎県中小企業団体中央会 長崎市 ○

社会福祉法人　正道会 長崎市

株式会社　谷川建設 長崎市

観光タクシー　株式会社 長崎市

丸寿タクシー　株式会社 長崎市

株式会社　中央環境 長崎市

株式会社　ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ 長崎市

株式会社　ＩＫＥＤＡ 長崎市

株式会社　イナヅマ電気工事 長崎市 ○

株式会社　ニシセン 長崎市

株式会社　太成産業 長崎市

株式会社　髙松設計コンサルタント 長崎市

株式会社　濱田屋商店 長崎市

松藤商事　株式会社 長崎市 ○

株式会社　サンエストランテック 長崎市 ○

株式会社　エムエスケイ 長崎市 ○

株式会社　グラバーヒル 長崎市 ○

壱岐油槽　株式会社 長崎市 ○

福島松藤商事　株式会社 長崎市 ○
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株式会社　MATSUFUJI 長崎市 ○

九州イーグル　株式会社 長崎市 ○

税理士法人　アップパートナーズ 長崎市 ○

株式会社　内田会計事務所 長崎市 ○

株式会社　亀山電機 長崎市

株式会社　協環 長崎市

株式会社　イワテック 長崎市

株式会社　エーアイ 長崎市

マツハヤ・コーポレーション　株式会社 長崎市

有限会社　トモメディカルサービス　むつみの森 長崎市

株式会社　ウェルズライフ 長崎市

西海砕石　株式会社 長崎市

社会福祉法人　日春会　特別養護老人ホーム　橘の丘 長崎市 ○

長崎商工会議所 長崎市

有限会社　海野清掃産業 長崎市

株式会社　ライフコンパス 長崎市

ラッキーホールディングス　株式会社 長崎市 ○

ラッキーバス　株式会社 長崎市 ○

株式会社　ラッキーネットワークサービス 長崎市 ○

株式会社　長崎環境美化 長崎市

有限会社　フリーウェイ 長崎市

愛宕交通　株式会社 長崎市

寿タクシー　有限会社 長崎市

株式会社　あたご 長崎市

医療法人　福田ゆたか外科医院 長崎市

長崎西彼農業協同組合 長崎市

医療法人　協治会 長崎市 ○

新栄総業　株式会社 長崎市

長崎蒲鉾　有限会社 長崎市

株式会社　ファーストスター 長崎市

株式会社　リンクス 長崎市
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医療法人　秋桜会 長崎市

安達 株式会社 長崎市

株式会社　井石 長崎市

ケイアンドビィホールディングス　株式会社 長崎市

西日本エンジニアリングサービス　株式会社 長崎市

反田海運　株式会社 長崎市 ○

三和商事　株式会社 長崎市 ○

社会福祉法人　春幸会 長崎市 ○

株式会社　ニッショウ 長崎市

株式会社　中村工務店 長崎市 ○

株式会社　ＡＢＣ 長崎市

株式会社　ナガネツ 長崎市 ○

株式会社　ミズ長崎 長崎市 ○

社会福祉法人　白之会 長崎市

長崎設計　株式会社 長崎市

税理士法人　マプロス 長崎市

社会福祉法人　洸洋会 長崎市

社会福祉法人　長崎市社会福祉事業団 長崎市

株式会社　パナホーム長崎 長崎市

株式会社　イケダ興産 長崎市

株式会社　エス・アール・エス 長崎市

長崎国際リゾート　株式会社 長崎市

株式会社 満崎ホールディングス 長崎市

長崎自動車　株式会社 長崎市

有限会社 三和タクシー 長崎市

みなとタクシー 株式会社 長崎市

長崎トヨペット 株式会社 長崎市

昭和タクシー 株式会社 長崎市

ハウス流通 株式会社 長崎市

有限会社 山信電工 長崎市

有限会社 長崎医学中央検査室 長崎市
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医療法人 稲仁会 三原台病院 長崎市

株式会社 Ｊ―ＫＥ ＮＡＧＡＳＡＫＩ 長崎市

株式会社 日野商店 長崎市

社会福祉法人 致遠会 長崎市

西国築炉工業 株式会社 長崎市

有限会社 柏木水産 長崎市

ソーケン 株式会社 長崎市

手塚商事 株式会社 長崎市

株式会社 パサージュ琴海 長崎市

旭栄産業　株式会社 長崎市

長崎倉庫　株式会社 長崎市

長崎造船　株式会社 長崎市

株式会社 ハートクリエイト 長崎市

医療法人 メディカル･セブン ながさきハートクリニック 長崎市

株式会社 長崎消毒社 長崎市

長崎県商工会連合会 長崎市

有限会社 明星タクシー 長崎市

宝和金属 株式会社 長崎市

株式会社 丸本 長崎市

株式会社 渡辺造船所 長崎市

永川建設　株式会社 長崎市

社会福祉法人 長崎市社会福祉協議会 長崎市

株式会社 稲佐山観光ホテル 長崎市

九州ビルド 株式会社 長崎市

株式会社 長崎ユタカ 長崎市

医療法人 安中外科・脳神経外科医院 長崎市

株式会社 タカラ電設 長崎市

株式会社 サカタ通工 長崎市

株式会社 シーエスケイ 長崎市

日本紙工印刷 株式会社 長崎市

株式会社 長崎映像社 長崎市
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ネッツトヨタ長崎 株式会社 長崎市

社会福祉法人 青空会 長崎市

株式会社 坂本屋 長崎市

有限会社 三省堂印刷所 長崎市

太陽総合警備 株式会社 長崎市

株式会社 梅月堂 長崎市

有限会社 リ･フォーム長崎 長崎市

不動技研工業 株式会社 長崎市

株式会社 不動技研ホールディングス 長崎市

有限会社 キャドワークス 長崎市

株式会社 九州広告 長崎市

有限会社 吉川土木コンサルタント 長崎市

株式会社 ＫＴΝソサエティ 長崎市

株式会社 一広 長崎市

シンセイテクノス 株式会社 長崎市

長崎環境サービス 株式会社 長崎市

社会福祉法人 椿ヶ丘 長崎市

株式会社 エル･ティ･エス 長崎市

株式会社 西菱環境開発 長崎市

株式会社 八光設計 長崎市

有限会社　佐世保電子サービス 佐世保市

社会福祉法人　清真会　特別養護老人ホーム　音羽の浜 佐世保市

株式会社　九州テン 佐世保市 ○

ながさき西海農業協同組合 佐世保市 ○

医療法人　翠山会 佐世保市

西肥自動車　株式会社 佐世保市 ○

長崎県県北振興局 佐世保市

社会福祉法人　大空の会 佐世保市

九州ワーク　株式会社 佐世保市 ○

西部道路　株式会社 佐世保市 ○

株式会社　ホーセイ 佐世保市
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西部環境調査　株式会社 佐世保市 ○

株式会社　ホーセイＯ＆Ｍ 佐世保市

藤永地建　株式会社 佐世保市 ○

社会福祉法人　民生会　ほがらか会館 佐世保市

株式会社　梅村組 佐世保市 ○

西九州倉庫　株式会社 佐世保市 ○

社会医療法人財団　白十字会 佐世保市 ○

株式会社　山口組 佐世保市

社会福祉法人　つばさ会　赤木学園 佐世保市 ○

佐世保市

株式会社　エイコー商事 佐世保市 ○

させぼパール・シー　株式会社 佐世保市

株式会社　東洋トラスト特機 佐世保市 ○

協和機工　株式会社 佐世保市

長崎第一交通　株式会社 佐世保市

大栄開発　株式会社 佐世保市 ○

佐世保市役所 佐世保市

有限会社　近代印刷 佐世保市

株式会社　リューブン 佐世保市

株式会社　インヴィンシブル 佐世保市

佐世保観光タクシー　株式会社 佐世保市

医療法人　増田整形外科 佐世保市

エコー電子工業　株式会社 佐世保市 ○

長崎県立佐世保特別支援学校 佐世保市

大野運送　株式会社 佐世保市

医療法人　愛健会 佐世保市

Ａｓ　ｄｅｓｉｇｎ　株式会社 佐世保市

有限会社　オフィス東海 佐世保市

イノベーションジャパン　株式会社 佐世保市

社会福祉法人　白寿会 佐世保市

株式会社　トモダ 佐世保市
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社会福祉法人　葉港会 佐世保市

社会福祉法人　恭敬会 佐世保市 ○

株式会社　アシスト・１ 佐世保市 ○

エースハウス　株式会社 佐世保市

有限会社　保険ステーションサセボ 佐世保市

社会福祉法人　慈誠会 佐世保市

特別養護老人ホーム　ゆずの里 佐世保市

株式会社　橘髙 佐世保市

株式会社　親和テクノ 佐世保市

特定非営利活動法人　佐世保自立支援センターチャレンジ 佐世保市

株式会社　古川電機製作所 佐世保市

医療法人　篤信会　杏林病院 佐世保市

税理士法人　村田経理事務所 佐世保市

医療法人　誠愛会　佐世保記念病院 佐世保市

株式会社　泰成警備保障 佐世保市

株式会社　山口マシナリー 佐世保市

株式会社　池田工業 佐世保市

有限会社　ウエストモーター 佐世保市

有限会社　綜合創研警備保障 佐世保市

医療法人　佐世保同仁会　サン・レモリハビリ病院 佐世保市

福丸建設　株式会社 佐世保市

株式会社　川窪商店 佐世保市 ○

アイ総合技術　株式会社 佐世保市 ○

有限会社　Ｓ・Ｋカーサポート 佐世保市

吉田海運　株式会社 佐世保市

株式会社　桜簾 佐世保市

株式会社　サン・ホールディングス 佐世保市

平松装備　株式会社 佐世保市

株式会社　円 佐世保市

株式会社 共立自動車学校 佐世保市

佐世保タクシー 株式会社 佐世保市
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株式会社 坂口ダクト工業 佐世保市

キンヴァリー　株式会社 佐世保市

株式会社 佐世保自動車学校 佐世保市

リューコス 株式会社 佐世保市

株式会社 ヒューマングループ 佐世保市

公益財団法人 佐世保観光コンベンション協会 佐世保市

株式会社 小松商店 佐世保市

ランドアーク 株式会社 佐世保市

株式会社 パーツライン 佐世保市

長崎共和　株式会社 佐世保市

株式会社 大和エンジニアリングサービス 佐世保市

有限会社 Ｂ建 佐世保市

東七 株式会社 佐世保市

株式会社 谷村建設 佐世保市

株式会社 ミルクボーイ 佐世保市

株式会社 エレナ 佐世保市

井上鉄工 株式会社 佐世保市

株式会社 王子工業 佐世保市

島原ドック　協業組合 島原市

一般財団法人　島原市教育文化振興事業団 島原市

昭和化学工業　株式会社 島原市

株式会社　松尾印刷所 島原市

特定非営利活動法人　しまばら 島原市 ○

社会福祉法人　悠久会　銀の星学園 島原市

株式会社　太陽 島原市 ○

有限会社　しまばら保険ＡＧＴ 島原市 ○

株式会社　日進開発 島原市

株式会社　日進開発　あんしんハウス島原 島原市

株式会社　日進開発　ＨＯＴＥＬシーサイド島原 島原市

株式会社　萩原ミート 島原市

島原商工会議所 島原市
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令和２年9月30日 現在
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「健康経営」宣言事業所一覧【長崎県】

指定障害者支援施設　島原療護センター 島原市

太洋食品　株式会社 島原市

有限会社　セルフサポート有明 島原市

有限会社　長崎雲仙ハム 島原市

有限会社　綿屋 島原市

株式会社　島原新聞社 島原市

株式会社　大光食品 島原市

南髙貨物自動車　株式会社 島原市

プラスナイロン 株式会社 島原市

公益財団法人 雲仙岳災害記念財団 島原市

株式会社 松井老舗 島原市

株式会社 ＲＡＴＥＳＵＫＡ 島原市

医療法人 翔南会 山崎産婦人科医院 島原市

有限会社 林田観光バス 島原市

有限会社 林田運送 島原市

株式会社　新長崎製作所 諫早市 ○

社会福祉法人　南高愛隣会 諫早市 ○

公益社団法人　長崎県看護協会 諫早市

有田工業　株式会社 諫早市 ○

株式会社　イデックスリテール西九州 諫早市 ○

長崎県農業共済組合 諫早市

有限会社　松原運動具店 諫早市

株式会社　三恵電業 諫早市

公益財団法人　長崎県学校給食会 諫早市

社会福祉法人　諫早市手をつなぐ育成会 諫早市 ○

社会福祉法人　幸生会　諫早療育センター 諫早市

諫早印刷　株式会社 諫早市

医療法人　宏善会 諫早市

株式会社　Ｃ＆Ｆ 諫早市

有限会社　杉谷本舗 諫早市

社会福祉法人　福翠会 諫早市 ○
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「健康経営」宣言事業所一覧【長崎県】

公益財団法人　長崎県健康事業団 諫早市 ○

有限会社　ひらの保険事務所 諫早市

吉川建設　株式会社 諫早市

株式会社　トータル 諫早市

株式会社　ホンダ長崎 諫早市

有限会社　りんくるエンタープライズ 諫早市

株式会社　アイエム 諫早市

株式会社　諫早スイミング 諫早市 ○

株式会社　宮崎電機工業 諫早市 ○

株式会社　せんねん 諫早市 ○

株式会社　杵の川 諫早市

株式会社　長崎さくら福祉会 諫早市

長崎ブロイラー産業　株式会社 諫早市

有限会社　ダスキン諫早 諫早市

諫早市

諫早商工会議所 諫早市 ○

長菱ハイテック　株式会社 諫早市

株式会社　クロダ 諫早市

株式会社　シンテック 諫早市

たちばな信用金庫 諫早市

ＭＥＤＩＣＡＬ　ＢＯＤＹ　ＤＥＳＩＧＮ　株式会社 諫早市

株式会社　ラフィット 諫早市

中島建設　株式会社 諫早市

サキタ技研　株式会社 諫早市

有限会社　中央電設 諫早市

諫早ケーブルメディア　株式会社 諫早市

有限会社　菅原産業 諫早市

株式会社 長崎日調 諫早市

株式会社 美泉 諫早市

株式会社 張本創研 諫早市

グロ―バル商事　株式会社 諫早市
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事業所名 所在地 認定

「健康経営」宣言事業所一覧【長崎県】

社会福祉法人 愛善会 諫早市

株式会社 登利亭 諫早市

諫早市

株式会社 シ―ズ 諫早市

特定非営利活動法人 かぜのおと 諫早市

株式会社 上園商事 諫早市

株式会社　大洋食品大村工場 大村市

長崎空港ビルディング　株式会社 大村市 ○

九一庵食品　協業組合 大村市 ○

株式会社　フルカワ 大村市 ○

アーテック　株式会社 大村市 ○

株式会社　長崎中発 大村市 ○

株式会社　つじ印刷 大村市

医療法人　慧明会　貞松病院 大村市

長崎南部森林組合 大村市 ○

長崎ノーリツ商事　株式会社 大村市 ○

仁木田　株式会社 大村市

株式会社　三村建機 大村市

有限会社　林田飼料 大村市

長崎インターナショナルホテル　株式会社 大村市

社会福祉法人　光と緑の園 大村市

医療法人　仁寿会　南野病院 大村市

株式会社　平山組 大村市 ○

株式会社　鹿田工業 大村市

有限会社　大和産業 大村市

株式会社　グレース 大村市

社会福祉法人　翔寿会 大村市

社会福祉法人 ｆａｍｉｌｉａｒ ｆｌｏｒａ 大村市

社会福祉法人 インフィニティ 大村市

有限会社 大和設備工業 大村市

株式会社 銀屋大村 大村市
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大村商工会議所 大村市

大村ファミリー歯科 大村市

有限会社 野田清掃社 大村市

パッシブル 有限会社 大村市

株式会社 ナカムラ消防化学 大村市

株式会社 恵比寿組 大村市

アリエス　株式会社 平戸市 ○

医療法人　医理会　柿添病院 平戸市 ○

増山建設　株式会社 平戸市

医療法人　光佑会　北川病院 平戸市

冨士物産株式会社　平戸支社 平戸市

大坪建設　株式会社 平戸市

社会福祉法人　敬昌会 平戸市

社会福祉法人　慈愛会　特別養護老人ホーム　田平ホーム 平戸市

門田建設　株式会社 平戸市

社会福祉法人 生月福祉会 平戸市

新松浦漁業協同組合 松浦市

新松浦ポートサービス　株式会社 松浦市

九州液化瓦斯福島基地 株式会社 松浦市

株式会社　大川建設工業 対馬市 ○

株式会社　小宮建設 対馬市

株式会社　イチケン 対馬市

有限会社　対光運輸 対馬市

株式会社　ハラダ 対馬市

株式会社　中原建設 対馬市

有限会社　中央産業 対馬市

長崎県対馬振興局 対馬市

株式会社　昭大建設 対馬市

株式会社　サイキ 対馬市

壱岐交通　株式会社 壱岐市

株式会社　イチヤマ 壱岐市
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玄海酒造　株式会社 壱岐市

社会医療法人　玄州会　光武内科循環器科病院 壱岐市

郷ノ浦町漁業協同組合 壱岐市

壱岐市役所 壱岐市

壱岐市農業協同組合 壱岐市

長崎県壱岐病院 壱岐市

長崎県五島中央病院 五島市

五島市学校給食会 五島市

社会福祉法人　五島会　介護老人保健施設　五島福寿園 五島市 ○

社会福祉法人　明和会　特別養護老人ホーム　ゆうゆうの里 五島市 ○

医療法人　山下医院 五島市

株式会社　ビーイングＤＣ 五島市

社会福祉法人　なごみ会 五島市 ○

マウンテンブック 五島市

福江サンヨー　株式会社 五島市

有限会社　セイコー 五島市

福江商工会議所 五島市

特定非営利活動法人 五島あすなろ会 五島市

福江信用組合 五島市

株式会社　大島造船所 西海市

社会福祉法人　せいひ会 西海市

医療法人　栄寿会　真珠園療養所 西海市 ○

松島港湾運輸　株式会社 西海市 ○

株式会社　オリーブベイホテル 西海市

バイオパーク　株式会社 西海市 ○

大瀬戸造船鉄工　株式会社 西海市

ミユキソーイング　株式会社 西海市

浜岡工業　株式会社 西海市

株式会社　崎戸運送 西海市

株式会社 菱塩 西海市

株式会社 湘南サンライズ工業 西海市
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プリマルーケ　株式会社 雲仙市 ○

宅島建設　株式会社 雲仙市

雲仙市役所 雲仙市

株式会社　雲仙観光ホテル 雲仙市

株式会社　青雲荘 雲仙市 ○

株式会社　雲仙宮崎旅館 雲仙市

有限会社　野澤運送 雲仙市

株式会社　日進開発　グループホームくにみの里 雲仙市

株式会社　ひまわりてれび 雲仙市

社会福祉法人　星のくま 雲仙市

有限会社　雲仙福田屋 雲仙市

田中運送有限会社 雲仙市

平成農産運輸 株式会社 雲仙市

社会福祉法人　平和会 南島原市

社会福祉法人　杏寿会　特別養護老人ホームあけぼの荘 南島原市

株式会社　ダイマル 南島原市

社会福祉法人　山陰会　普賢学園 南島原市

社会福祉法人　翁寿会 南島原市

株式会社　ミナサポ 南島原市 ○

有限会社 ミカサヤ 南島原市

医療法人平成会　女の都病院 西彼杵郡長与町 ○

公益社団法人　長崎県食品衛生協会　食品環境検査センター 西彼杵郡長与町 ○

有限会社　原口工業 西彼杵郡長与町

社会福祉法人　のぞみ会 西彼杵郡長与町

株式会社　ラッキーモーターサービス 西彼杵郡長与町 ○

有限会社　長与タクシー 西彼杵郡長与町

社会福祉法人　ながよ光彩会 西彼杵郡長与町

森の木脳神経脊髄外科　 西彼杵郡長与町 ○

有限会社 森満工業 西彼杵郡長与町

株式会社 チョープロ 西彼杵郡長与町

株式会社 かつ工装 西彼杵郡長与町
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長建工業　株式会社 西彼杵郡時津町 ○

医療法人社団　清巒会　三浦産婦人科 西彼杵郡時津町 ○

有限会社　共和タクシー 西彼杵郡時津町

株式会社　Ｆ－１ 西彼杵郡時津町

岩永工業　株式会社 西彼杵郡時津町 ○

有限会社　エーシーエス 西彼杵郡時津町

株式会社　ケンコー 西彼杵郡時津町

有限会社 緑屋家具 西彼杵郡時津町

社会福祉法人　長崎慈光園 東彼杵郡川棚町

株式会社　マユミ 東彼杵郡川棚町

株式会社　大東設備 東彼杵郡川棚町

旭砕石 株式会社 東彼杵郡川棚町

西海陶器　株式会社 東彼杵郡波佐見町 ○

特定非営利活動法人　ＡＬＨ 東彼杵郡波佐見町

株式会社　シグマ 北松浦郡佐々町

株式会社　佐々総合産業 北松浦郡佐々町

アリアケジャパン　株式会社 北松浦郡佐々町

新上五島町役場 南松浦郡新上五島町

社会福祉法人　敬真会 南松浦郡新上五島町

上五島総合サービス　株式会社 南松浦郡新上五島町 ○

株式会社　坂本組 南松浦郡新上五島町

社会福祉法人　清和会　清和園 南松浦郡新上五島町

有限会社　アスカ 南松浦郡新上五島町

長崎県上五島病院附属診療所有川医療センター 南松浦郡新上五島町

※所在地ごとの宣言日順で敬称は省略しております

※掲載を希望されない4事業所様は除いております
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