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市

北海道 れでぃーすひゃくねんのもり レディース１００年の森 林業グループ 林業 21年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞

北海道
ほっかいどうこそだてしえん
わーかーず

（特非）北海道子育て支援ワーカーズ
特定非営利活動法
人

http://kosodate i-cis com/ 22年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ支援賞

北海道 つるは (株)ツルハ 医薬品小売 http://www tsuruha co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

北海道 ほくじんかい （特医）北仁会 特定医療法人 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

北海道 しーず・らぼ (株)シーズ・ラボ ＩＴ http://www cslab co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

北海道 ほっかいどうしんぶんしゃ (株)北海道新聞社 新聞 http://www hokkaido-np co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

北海道 ほっかいどうにほんでんき 北海道日本電気ソフトウェア(株) ソフトウェア http://dnes jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

北海道
ほっかいどうきんろうしゃい
りょうきょうかい

（社）北海道勤労者医療協会 医療 http://www kin-ikyo or jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

北海道 ほっかいどうがす 北海道ガス(株) ガス供給 http://www kin-ikyo or jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

北海道 さっぽろしんようきんこ 札幌信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/sapporo/sasshin1/index htm 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

北海道
ほっかいどうにほんでんきそ
ふとうぇあ

北海道日本電気ソフトウェア(株) ソフトウェア http://dnes jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

北海道 ずこーしゃ (株)ズコーシャ 総合コンサルタント http://www zukosha co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

北海道 そらちしんようきんこ 空知信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/sorachi/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

北海道 ほくようぎんこう (株)北洋銀行 銀行 http://www hokuyobank co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

北海道 ごりょうかいびょういん 医療法人社団五稜会病院 医療・福祉 http://www goryokai com/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー･フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

北海道 あいわーど (株)アイワード 印刷業 http://www aiward co jp/ 16年 北海道 北海道男女平等参画チャレンジ賞 輝く北のチャレンジ支援賞

北海道 にしかわまざーうっず 西川マザーウッズ 林業 17年 北海道 北海道男女平等参画チャレンジ賞 輝く北のチャレンジ賞

北海道 おたすけねっと (特非）お助けネット
子育て支援ネット
ワーク

http://blog canpan info/otasuke/profile 17年 北海道 北海道男女平等参画チャレンジ賞 輝く北のチャレンジ賞

北海道 れでぃーすひゃくねんのもり レディース１００年の森 林業グループ 林業 20年 北海道 北海道男女平等参画チャレンジ賞 輝く北のチャレンジ賞

北海道 ほんちょうかみさんかい 本町かみさん会 地域産品小売等 21年 北海道 北海道男女平等参画チャレンジ賞 耀く北のチャレンジ賞

北海道
ひがしたかすしょくひんかこ
うはんばいきょうぎかい

東鷹栖食品加工販売協議会 地域産品小売等 22年 北海道 北海道男女平等参画チャレンジ賞 耀く北のチャレンジ賞

北海道
ほっかいどうあるばいとじょ
うほうしゃ

(株)北海道アルバイト情報社  求人事業 http://www haj co jp/official/ 17年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 くろまつないつくしえん （社福）黒松内つくし園 養護施設 http://www tukusien com/index2 html 17年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 ほくせん (株)ほくせん
クレジットカード事
業、不動産賃貸事

http://www hokusen jp/ 18年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 えーえぬえーちとせくうこう ＡＮＡ千歳空港(株)

旅客ハンドリング業
務、運航管理業務
に関わる支援・補助
業務

http://www ctsap ana-g com/ 18年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 そらちしんようきんこ 空知信用金庫 金融業 http://www shinkin co jp/sorachi/ 18年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道
とまこまいにっしょうびょうい
ん

（医）社団養生館   苫小牧日翔病院     病院 http://www nisshou-hospital jp/nisyo top html 19年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 こうらくゆそう 幸楽輸送(株) 道路貨物運送業 19年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 たいへいようせつび 太平洋設備(株)  設備工事業 http://www tsv co jp/ 19年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 ほっかいどうちず 北海道地図(株) 地図調整業 http://www hcc co jp/ 19年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 げーむどぅ ゲームドゥ（有）
情報処理サービス
業

http://www gamedo jp/index pc html 20年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道
しろいしのうしんけいげか
びょういん

医療法人 白石脳神経外科病院 病院 http://www snshp jp/ 20年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 ごりょうかいびょういん 医療法人 社団 五稜会病院 病院 http://www goryokai com/ 20年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 こまつけんせつ 小松建設(株) 建設業 http://www komatsukensetsu co jp/ 20年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 えすぷらんにんぐ (株)エスプランニング ソフトウェア業 http://es-planning jp/ 21年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 ないすけあ （有）ナイスケア
老人福祉・介護事
業

21年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 えむりんく (株)エムリンク
老人福祉・介護事
業

http://e-mlink co jp/ 21年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 いしいぐみ (株)石井組 建設業 http://isiigumi co jp/ 22年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 えにわけんせつ 恵庭建設(株) 建設業 http://www eniken co jp/ 22年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 かやぬまけんせつこうぎょう 茅沼建設工業(株) 建設業 http://www kayanuma co jp/ 22年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 りんけーじさーびす リンケージサービス(株)
テレマーケティン
グ業

http://www lsi-gpc co jp/ 22年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 ありあ （有）アリア 訪問介護業 23年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道
はしもとかわしまこーぽれー
しょん

（株）橋本川島コーポレーション 建設業 http://www hkcorp co jp/ 23年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 はなわぐみ （株）鼻和組 建設業 http://hanawagumi co jp/ 23年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 ろーどこうぎょう （株）ロード工業 建設業 23年 北海道 北海道両立支援推進企業表彰

北海道 こそだておうえんかざぐるま NPO法人子育て応援かざぐるま
特定非営利活動法
人

http://kazaguruma i-cis com/ 21年 北海道 ほっかいどう子育て応援大賞

北海道
わにわにくらぶのなかまたち
のかい

NPO法人ワニワニクラブの仲間達の会
特定非営利活動法
人

21年 北海道 ほっかいどう子育て応援大賞

北海道 たんぽぽぶんこ たんぽぽ文庫 21年 北海道 ほっかいどう子育て応援大賞

北海道 にこにこくらぶ ニコニコクラブ(子育てサロン） 22年 北海道 ほっかいどう子育て応援大賞

北海道 すきっぷ NPO法人すきっぷ
特定非営利活動法
人

http://skip dee cc/ 22年 北海道 ほっかいどう子育て応援大賞

北海道 まざーず・ぽけっと マザーズ・ぽけっと 22年 北海道 ほっかいどう子育て応援大賞

北海道 いくじねっとめむろ 育児ネットめむろ http://www ikujinet jp/ 23年 北海道 ほっかいどう子育て応援大賞

備考表彰理由等
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表彰
年度

表彰名きぎょうとうめい

男女共同参画関連表彰企業等一覧（所在地別） （2011・10・31現在）

企業等名 業種 企業等ホームページ



北海道
よいちちょうさわまちじどうか
んははおやくらぶ

余市町沢町児童館母親クラブ 23年 北海道 ほっかいどう子育て応援大賞

北海道
よみきかせのかいびっくりば
こ

読み聞かせの会「びっくり箱」 23年 北海道 ほっかいどう子育て応援大賞

青森県 よもぎたしんそう (株)蓬田紳装 製造業 http //www elder jeed or jp/db/contest/jg 20051006 htm 19年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

青森県 のづきかいかん (株)野月会館 総合結婚式場 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

青森県 ひろさきこうくうでんし 弘前航空電子(株) 金型・プレス成型 http://www hae jae co jp/index html 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

青森県 はちのへしぎょう 八戸紙業(株)
紙加工仕上、紙製
品倉庫

13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

青森県 あおもりほけんせいかつ 青森保健生活協同組合 生活協同組合 http://www aomori-h-coop com/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

青森県 あおもりおふせっといんさつ 青森オフセット印刷(株) 印刷 http://www a-offset co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

青森県 ふくしのさと （社福）福祉の里 医療・福祉 http://www fukushinosato com/ 20年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長奨励賞

青森県 こさかこうむてん (株)小坂工務店 建設業 http://www kosakagc co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

青森県 じゅえいかい （社福）寿栄会 医療，福祉 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー･フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

青森県 とよたれんたりーすあおもり (株)トヨタレンタリース青森
レンタカー、カーリー
ス

http://www r-aom co jp/ 19年 青森県 青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰 奨励賞（企業の職場づくり部門）

青森県 よもぎたしんそう (株)蓬田紳装 オーダー紳士服他 19年 青森県 青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰 奨励賞（企業の職場づくり部門）

青森県 じゅえいかい （社福） 寿栄会
介護老人福祉施設
等

https://jurakuso sakura ne jp/ 20年 青森県 青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰 奨励賞（企業の職場づくり部門）

青森県 とうわでんざい 東和電材(株) 電機設備工事等 http://www.towa-denzai.com/index.html 20年 青森県 青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰 奨励賞（企業の職場づくり部門）

青森県 なかさん (株)中三 百貨店 http://www nakasan-dept com/ 21年 青森県 青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰 奨励賞（企業の職場づくり部門）

青森県 だいわりーすあおもりえいぎょうしょ 大和リース(株) 青森営業所 建物リース http://www daiwalease co jp/ 21年 青森県 青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰 奨励賞（企業の職場づくり部門）

青森県 ふくしのさと （社福）福祉の里 医療・福祉 http://www fukushinosato com/ 22年 青森県 青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰 奨励賞（企業の職場づくり部門）

青森県 くろーす・とぅ・ゆーいーえすてぃくりにっく 医療法人社団クロース・トゥ・ユーＥＳＴクリニック 医療保健 http://www estclinic com/ 22年 青森県 青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰 奨励賞（企業の職場づくり部門）

青森県 のづきかいかん (株)野月会館 総合結婚式場 22年 青森県 青森県いきいき男女共同参画社会づくり表彰 奨励賞（企業の職場づくり部門）

岩手県
あやおりゆめをさかせるじょ
せいのかい

あやおり夢を咲かせる女性の会 17年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞特別部門賞

岩手県 とうほくじゅうでんそう 東北住電装(株) 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岩手県
いわてとうしばえれくとろにく
す

岩手東芝エレクトロニクス(株) 半導体組立 http://www toshiba-iwashiba co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岩手県 かわとく (株)川徳 百貨店 http://www kawatoku com/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岩手県 とうほくにほんでんき 東北日本電気(株) 電気機器 http://www nec-tohoku com/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岩手県 しすてむべーす (株)システムベース
ソフトウェア開発、セ
キュリティ

http://www systembase co jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岩手県 あまたけ (株)アマタケ 養鶏 http://www amatake co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岩手県 もりおかせいこーこうぎょう 盛岡セイコー工業(株) 精密機械 http://www morioka-seiko co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

岩手県 みやぎけんせつ 宮城建設(株) 建築 http://www miyaginet co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

岩手県 とうほくにほんでんき 東北日本電気(株) 電気機器 http://www nec-tohoku com/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

岩手県 いわてきょうせいでんき 岩手京西電機(株)
電気試験技術、回
路設計

http://www kyosai co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

岩手県 げいびかんこうせんたー （有）げいび観光センター 河川遊覧業 http://www machinet jp/geibikanko/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

岩手県 いちのせきしんようきんこ 一関信用金庫 信用金庫 http://ichinoseki-shinkin jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

岩手県 とうほくぎんこう (株)東北銀行 金融業･保険業 http://www tohoku-bank co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

岩手県
もりおかつなぎおんせんびょ
ういん

（社医）盛岡繋温泉病院 医療機関 http://tsunagi-hp net/ 21年 岩手県 いわて子育てにやさしい企業等表彰 知事表彰

岩手県 うぇるふぁむ (株)ウェルファム 介護福祉事業 http://www2 ocn ne jp/~welfirm/index html 22年 岩手県 いわて子育てにやさしい企業等表彰 知事表彰

岩手県
さんかくぷらんにんぐ・いわ
て

(特非)参画プランニング・いわて
特定非営利活動法
人

http://www.sankaku-npo jp/ 21年 岩手県 盛岡市 いわて男女共同参画社会づくり功労者表彰 知事表彰

岩手県
いわてけんちいきふじんだ
んたいれんらくきょうぎかい

(特非)岩手県地域婦人団体連絡協議会
特定非営利活動法
人

22年 岩手県 いわて男女共同参画社会づくり功労者表彰 知事表彰

岩手県
せんまやちいきだんじょきょ
うどうさんかくすいしんくらぶ

千厩地域男女共同参画推進クラブ 22年 岩手県 いわて男女共同参画社会づくりチャレンジ表彰 部長表彰

岩手県
いわてえさしのうぎょう
きょうどうくみあい

岩手江刺農業協同組合 農業団体 http://www jaesashi or jp/ 19年 岩手県 奥州市 子育て支援優良企業表彰

岩手県 みずさわせみこんだくた (株)ミズサワセミコンダクタ 製造業 http://www msccom jp/company html 19年 岩手県 奥州市 子育て支援優良企業表彰 市長表彰

岩手県
ひたちめでぃあえれくとろに
くすみずさわこうじょう

(株)日立メディアエレクトロニクス 水沢工場
画像・情報通信機
器の電子部品・機
器の製造販売

http://www hitachi-media-el co jp/index html 20年 岩手県 奥州市 子育て支援優良企業表彰

岩手県 みずさわしんようきんこ 水沢信用金庫 信用金庫 http://www mizusawashinkin co jp/ 20年 岩手県 奥州市 子育て支援優良企業表彰

岩手県 おがわてくの (株)オガワテクノ 製造業 http://www tankou-guide com/pdf/guide 118 pdf 21年 岩手県 奥州市 子育て支援優良企業表彰 市長表彰

宮城県 なんこううんゆ 南光運輸(株) 運輸 http://www nankou co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

宮城県 みやぎせいかつきょうどう みやぎ生活協同組合 生活協同組合 http://www2 miyagi coop/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

宮城県 あべかまぼこてん (株)阿部蒲鉾店 蒲鉾製造販売 https://www abekama co jp/index shtml 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

宮城県 とうほくりこー 東北リコー(株) 複写機 http://www tohoku ricoh co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

宮城県
えぬいーしーそふとうぇあと
うほく

ＮＥＣソフトウェア東北(株) ソフトウェア http://www tnes co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

宮城県 みやぎおきでんき 宮城沖電気(株) 電気機器 http://www miyagi-oki co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

宮城県 ふじさき (株)藤崎 各種商品小売業 http://www fujisaki co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/general/seido/koy

宮城県 かねさふじわらや (株)カネサ藤原屋 酒、食品、不動産 http://www kanesa-f com/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

宮城県 かほくせんぱん (株)河北仙販
新聞ポスティング、
DM

http://www senpan co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

宮城県 けせんぬましょうかい (株)気仙沼商会 石油販売 http://www k-shokai co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

宮城県 にちれいめんてっくしろいし (株)ニチレイメンテック白石 加工食品事業 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

宮城県 おおさきたいむすしゃ (株)大崎タイムス社 新聞発行 http://www osakitimes com/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

宮城県
とうほくりょくかかんきょうほ
ぜん

東北緑化環境保全(株) 環境コンサルタント http://www tohoku-aep co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞



宮城県 こせき コセキ(株) 卸売業・小売業 http://www koseki co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

宮城県 たけやまこうぎょう (株)武山興業 建設業・運送業 http://www.takeyama-kogyo.com/ 16年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 たけやまこうぎょう (株)武山興業 建設業・運送業 http://www.takeyama-kogyo.com/ 21年 宮城県 いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰 優秀賞

宮城県
ひたちひがしにほんそりゅー
しょんず

(株)日立東日本ソリューションズ
システムの開発・営
業

http://www.hitachi-to.co jp/index2.html 16年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 みやぎこうつう 宮城交通(株)
一般乗合旅客自動
車運送事業

http://www.miyakou.co jp/index.php 16年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 おいるぷらんとなとり (株)オイルプラントナトリ 産業廃棄物処理業 http://www.opnatori.co jp/ 17年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 とうほくでんきせいぞう 東北電機製造(株)
電気機械器具の製
造・販売・修理

http://www.tem.co jp/ 17年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 ひのそくりょうせっけい 日野測量設計(株) 測量・設計 http://www.hino-ss.co.jp/ 17年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 おおさきたいむす (株)大崎タイムス社 新聞発行 http://www.osakitimes.com/ 18年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 ふじさき (株)藤崎 百貨店業 http://www.fujisaki.co jp/ 18年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 えんどうこうぎょう 遠藤興業(株) 建設業 18年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 えぬいーしーとーきん NECトーキン(株)
電子部品・磁性材
料部品の製造

http://www.nec-tokin.com/ 19年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 かほくしんぽうしゃ (株)河北新報社 日刊紙発行 http://www.kahoku.co jp/ 19年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県
とうほくりょっかかんきょうほ
ぜん

東北緑化環境保全(株)
造園土木，測定分
析 環境調査

http://www.tohoku-aep.co jp/index2.html 20年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 ゆあてっく (株)ユアテック 建設業 http://www.yurtec.co jp/ 20年 宮城県 ポジティブ・アクション推進事業優良事業所知事表彰

宮城県 いとくかい （医）医徳会 医療業 http://www itokukai or jp/ 18年 宮城県 子育て支援優良事業所表彰 優秀賞

宮城県 えいじんかいびょういん （医）永仁会 永仁会病院 医療業 http://www eijinkai-hp or jp/ 18年 宮城県 子育て支援優良事業所表彰 優秀賞

宮城県 あべかまぼこてん (株)阿部蒲鉾店 蒲鉾製造販売 https://www abekama co jp/index shtml 18年 宮城県 子育て支援優良事業所表彰 優秀賞

宮城県 そらんとうほく ソラン東北(株) システム開発 http://www sorun-t co jp/ 18年 宮城県 子育て支援優良事業所表彰 奨励賞

宮城県 もだんくらふと (有）モダン・クラフト 美容業 http://www unit-ihs com/ 19年 宮城県 子育てにやさしい企業表彰 優秀賞

宮城県 せんしょうかい （医）社団 泉翔会 介護老人保健施設 藤の里 介護老人保健施設 http://www17 ocn ne jp/~fujino/ 19年 宮城県 子育てにやさしい企業表彰 優秀賞

宮城県 こうなんびょういん （財）広南会 広南病院 医療業 http://www kohnan-sendai or jp/index html 19年 宮城県 子育てにやさしい企業表彰 優秀賞

宮城県
ふっけんぎじゅつこんさるた
んと

(株)復建技術コンサルタント 建設コンサルタント http://www fgc jp/ 20年 宮城県 子育てにやさしい企業表彰 優秀賞

宮城県
えいわぎじゅつこんさるたん
と

(株)栄和技術コンサルタント 建設コンサルタント http://www eiwa-g co jp/ 20年 宮城県 子育てにやさしい企業表彰 優秀賞

宮城県 くりこまでんし 栗駒電子(株)
自動車用電装製品
の製造、販売

http://www kecj com/ 20年 宮城県 子育てにやさしい企業表彰 優秀賞

宮城県 はしもとどうろ (株)橋本道路 建設業 21年 宮城県 いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰 女性の登用部門優秀賞

宮城県 いわくらそくりょうせっけい 岩倉測量設計(株)
測量業，地質調査
業，建設・補償コン
サルタント

21年 宮城県 いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰 子育て支援部門優秀賞

宮城県 ほくしんぎけん (株)北振技研
測量業，建設・補償
コンサルタント

21年 宮城県 いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰 子育て支援部門優秀賞

宮城県 ほくすいこんさるたんと 株式会社北水コンサルタント 測量・設計業 22年 宮城県 いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰 優秀賞

宮城県 おおの 株式会社オオノ 調剤薬局運営 http://www hikari-pharmacy co jp/ 22年 宮城県 いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰 女性の登用部門優秀賞

宮城県 せんだいのうぎょうきょうどう 仙台農業協同組合 複合サービス業 http://www jasendai or jp/ 22年 宮城県 いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰 女性の登用部門優秀賞

宮城県 ゆーめでぃあ 株式会社ユーメディア 印刷情報サービス http://www u-media jp/ 22年 宮城県 いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰 子育て支援部門優秀賞

宮城県 だいわりーす 大和リース株式会社 建物リース，販売他
http://www daiwalease co jp/shiten/osaka
/index html

22年 宮城県 いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰 子育て支援部門優秀賞

秋田県 ぐりーんれでぃーすにかほ グリーンレディースにかほ 20年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞

秋田県 かみて (株)カミテ 金属製品製造業 http://www kamite co jp/pc/index html 20年 内閣府 秋田県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣総理大臣表彰

秋田県 あきたしんでんげん (株)秋田新電元 製造業 http://www akitashindengen co jp/ 18年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

秋田県 いとくたかのすしょうてん (株)伊徳 鷹巣南店 卸売・小売業 http://super ffa15 com/itokuCorp htm 18年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

秋田県
あきたけんみんせいきょうか
い

（社福）秋田県民生協会 医療・福祉 18年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

秋田県
えす・おー・しーあきたこう
じょう

エス・オー・シー(株)秋田工場 製造業 20年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

母子家庭の母を相当数雇用している企業

秋田県
あきたおんせんさとみ さと
みおんせんりらっくすくらぶ

（株）秋田温泉さとみ さとみ温泉りらっくす倶楽部 医療・福祉 http://www satomi-e com 22年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

秋田県 あきたせいみつでんし 秋田精密電子工業(株)
精密機械器具製造
業

11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo1 html#1

秋田県 あきたかっぱんいんさつ 秋田活版印刷(株) 印刷 http://www kappan co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

秋田県 かみて (株)カミテ 金属製品製造業 http://www kamite co jp/pc/index html 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo3 html#1

秋田県 とくしゅこうさく 特殊工作(株)秋田事業場 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

秋田県 たにたあきた (株)タニタ秋田 健康機械 http://www tanita co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

秋田県 じーえむじゃぱん (株)ジーエムジャパン 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

秋田県 いとう (株)イトウ
建築、土木設計施
工

http://www2 ocn ne jp/~ito/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

秋田県 あきたしんでんげん (株)秋田新電元 半導体 http://www akitashindengen co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

秋田県 たにたあきた (株)タニタ秋田 健康機械 http://www tanita co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

秋田県 みなみほけん (株)ミナミ保険 保険 http://www minamihoken co jp/privacy/000020 php 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

秋田県 まっくすばりゅとうほく マックスバリュ東北(株) 小売 http://www mv-tohoku co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

秋田県 よこてけんせつ 横手建設(株) 建設業 http://www yokote-ken co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

秋田県
のしろまちづくりぐるーぷ
にゅーうえ～ぶ

のしろまちづくりぐるープ ニューウエ～ブ NPO 17年 秋田県 男女共同参画社会づくり表彰 ハーモニー賞

秋田県 はなのまめかい （有）華の豆会 豆腐加工販売業 18年 秋田県 男女共同参画社会づくり表彰 チャレンジ賞 県内農村女性起業初の有限会社の設立

秋田県 ぐりーんれでぃーすにかほ グリーンレディースにかほ
女性農業家グルー
プ

19年 秋田県 男女共同参画社会づくり表彰 チャレンジ賞 花き栽培による複合経営の定着



秋田県
あきたやまもとのうぎょうきょ
うどうくみあい

秋田やまもと農業協同組合 農業協同組合 20年 秋田県 男女共同参画社会づくり表彰 チャレンジ賞 全国初のJA直営コンビニ

秋田県
あきたけんぎょぎょうきょうど
うくみあいじょせいぶひより

秋田県漁業協同組合女性部ひより会
漁業協同組合女性
部

21年 秋田県 男女共同参画社会づくり表彰 チャレンジ賞 しょっつるづくりによる漁家の所得向上

秋田県 えふ・えふねっとあきたきた Ｆ・Ｆネットあきた北 NPO 21年 秋田県 男女共同参画社会づくり表彰 ハーモニー賞

秋田県
かたがみしはーとふるじっこ
ういいんかい

潟上市ハートフル実行委員会 グループ 23年 秋田県 男女共同参画社会づくり表彰 ハーモニー賞

秋田県 あきたれきせいけんせつ 秋田瀝青建設(株) 建設業 20年 秋田県 「男女イキイキ職場宣言事業所」知事表彰

秋田県 おおだてやくるとはんばい 大館ヤクルト販売(株) 乳製品等販売業 20年 秋田県 「男女イキイキ職場宣言事業所」知事表彰

秋田県 こいたばしけんせつ (株)小板橋建設 総合建設業 http://www ink or jp/~koitabas/ 20年 秋田県 「男女イキイキ職場宣言事業所」知事表彰

秋田県 せいわかい 医療法人正和会 医療・福祉 http://www seiwakai-akita-no1 or jp/seiwa/index shtml 20年 秋田県 「男女イキイキ職場宣言事業所」知事表彰

秋田県
ぷれすてーじいんたーなしょ
なるあきたびーぴーおー
きゃんぱす

(株)プレステージ・インターナショナル
秋田ＢＰＯキャンパス

ﾋﾞｼﾞﾈｽプﾟﾛｾｽｱｳﾄ
ソーｼﾝｸﾞ

http://www prestigein com/bpo/ 20年 秋田県 「男女イキイキ職場宣言事業所」知事表彰

秋田県
ゆにしあじぇーけーしーすて
ありんぐしすてむかぶしきか
いしゃ あきたこうじょう

ユニシアジェーケーシーステアリングシステム(株)秋
田工場

製造業 20年 秋田県 「秋田県子ども・子育て支援」知事表彰 あきた子育て応援企業表彰

秋田県 あきたどりーむさーびす (有)アキタドリームサービス 人材派遣業 http://www akita-ads com/ 20年 秋田県 「秋田県子ども・子育て支援」知事表彰 あきた子育て応援企業表彰

秋田県 あきたさきがけしんぽうしゃ (株)秋田魁新報社 新聞発行 http://www sakigake jp/ 21年 秋田県 「秋田県子ども・子育て支援」知事表彰 あきた子育て応援企業表彰

秋田県 あにふくしかい （社福）阿仁ふくし会 医療・福祉 21年 秋田県 「秋田県子ども・子育て支援」知事表彰 あきた子育て応援企業表彰

秋田県 けんなんふくしかい （社福）県南ふくし会 老人福祉事業 22年 秋田県 「秋田県子ども・子育て支援」知事表彰 あきた子育て応援企業表彰

秋田県 ぐらんどぱれすかわばた (株)グランドパレス川端 ホテル・冠婚葬祭業 http://www e-gpk co jp/ 22年 秋田県 「秋田県子ども・子育て支援」知事表彰 あきた子育て応援企業表彰

秋田県 たにたあきた (株)タニタ秋田 製造業 http://www tanita co jp/ 22年 秋田県 「秋田県子ども・子育て支援」知事表彰 あきた子育て応援企業表彰

秋田県 にほんきかいこうぎょう 日本機械工業株式会社 建設業 http://www nikki-a co jp/ 23年 秋田県 「秋田県子ども・子育て支援」知事表彰 あきた子育て応援企業表彰

秋田県 せいわかい 医療法人正和会 医療・福祉 http://www seiwakai-net com/ 23年 秋田県 「秋田県子ども・子育て支援」知事表彰 あきた子育て応援企業表彰

秋田県 おがちふくしかい 社会福祉法人雄勝福祉会 福祉 23年 秋田県 「秋田県子ども・子育て支援」知事表彰 あきた子育て応援企業表彰

山形県 こやま (株)コヤマ
自動車部品、コン
ピュータ部品

http://kk-koyama net/default aspx 20年 内閣府 山形県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

山形県 にっとうべすと 日東ベスト(株) 食品製造 http://www nittobest co jp/ 20年 内閣府 山形県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

山形県 にっとうべすと 日東ベスト(株) 食品製造 http://www nittobest co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山形県 あさひそうふせいさくしょ (株)朝日相扶製作所 積層合板成型 http://www asahi-sofu co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山形県
せいかつきょうどうくみあい
きょうりつしゃ

生活協同組合共立社 生活協同組合 http://www yamagata coop/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山形県 ひたちこうきやまがた (株)日立工機山形 電動工具 http://www hitachi-koki co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山形県 おおぬま (株)大沼 百貨店 http://www onuma co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山形県 こやま (株)コヤマ
自動車部品、コン
ピュータ部品

http://kk-koyama net/default aspx 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山形県 しょうないぎんこう (株)荘内銀行 銀行 http://www shonai co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

山形県 にっとうべすと 日東ベスト(株) 食品製造 http://www nittobest co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

山形県 まいすたー (株)マイスター ソフトウェア http://www mster co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

山形県 しょうないぎんこう (株)荘内銀行 銀行業 http://www shonai co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2005/05/h
0530-2b html#1

山形県 まるかしょうないせいか 丸果庄内青果(株) 青果流通 http://www marukajiri co jp/maruka/maruka html 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

山形県 やまがたでぃーけーけー 山形ディーケーケー(株) 精密機械器具製造 http://www y-dkk com/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞 山形東亜DKK（株）に社名変更

山形県 あらきとそうこうぎょう 荒木塗装工業(株) 製造業 http://www araki-fc co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
均等推進企業部門都道府県労働局長奨励優良
賞

山形県 やまがたぎんこう (株)山形銀行 金融業，保険業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

山形県 とうほくでんかこうぎょう 東北電化工業(株) 建設業 http://www tohoku-denka co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

山形県 しょうないぎんこう (株)荘内銀行 金融・保険業 http://www shonai co jp/ 21年 山形県 山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業知事表彰

山形県 おおばぐみ (株)大場組 建設業 http://www o-bagumi co jp/index2 html 21年 山形県 山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業知事表彰

山形県 やまがたぎんこう (株)山形銀行 金融・保険業 http://www yamagatabank co jp/index shtml 22年 山形県 山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業知事表彰

山形県 じんまちでんし 神町電子(株) 製造業 http://www net sfsi co jp/jinmachi/ 22年 山形県 山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業知事表彰

山形県 しゃだんみつわかい 医療法人 社団みつわ会 医療・福祉業 http://www mituwakai com/ 22年 山形県 山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業知事表彰

山形県
やまがたとうあでぃーけー
けー

山形東亜DKK㈱ 製造業 http://www y-dkk com/ 23年 山形県 山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業知事表彰

山形県
おおさかゆうきかがくこう
ぎょう

大阪有機化学工業㈱ 製造業 http://www ooc co jp/ 23年 山形県 山形県ワーク・ライフ・バランス優良企業知事表彰

山形県
やまがたぐりーんらいふじょ
せいのかい

山形グリーンライフ女性の会 林業 19年 山形県 山形県男女共同参画社会づくり功労者等知事表彰 チャレンジ賞

山形県
けんぎょきょうじょせいぶふく
らしぶ「げんきなはまみせ」

県漁協女性部吹浦支部「元気な浜店」 漁業 http://www kengyokyo or jp/jfw/index php?page id=18 19年 山形県 山形県男女共同参画社会づくり功労者等知事表彰 チャレンジ賞

山形県
やまがたいくじさーくるらん
ど

（特非）山形育児サークルランド
特定非営利活動法
人

http://ikuji-land jp/ 19年 山形県 山形県男女共同参画社会づくり功労者等知事表彰 チャレンジ賞

山形県
こそだてねっとわーくばるぼ
んさん

（特非）子育てネットワークバルボンさん
特定非営利活動法
人

21年 山形県 山形県男女共同参画社会づくり功労者等知事表彰 チャレンジ賞

山形県 おーぷんはうすこんぺいとう （特非）オープンハウスこんぺいとう
特定非営利活動法
人

http://www konpeito jp/ 22年 山形県 山形県男女共同参画社会づくり功労者等知事表彰 チャレンジ賞

山形県 にこっと （特非）にこっと
特定非営利活動法
人

23年 山形県 山形県男女共同参画社会づくり功労者等知事表彰 チャレンジ賞

福島県
ふじつうとうほくえれくとろに
くす

(株)富士通東北エレクトロニクス 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福島県 とすてむふくしま トステム福島(株) 住宅装備 http://www tostem co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福島県 ふくしまこうせいかい （特医）福島厚生会 医療 http://www daiichihosp jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福島県 きたしばでんき 北芝電機(株) 電気機器 http://www kitashiba co jp/indexf html 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福島県 ふじつうあいそてっく 富士通アイソテック(株) ＩＴ http://jp fujitsu com/group/fit/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福島県 とうほうぎんこう (株)東邦銀行 銀行 http://www tohobank co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞



福島県 かしわや (株)柏屋 製菓 http://www usukawa co jp/home html 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

福島県 にほんまつしんようきんこ 二本松信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/matushin/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

福島県 ふくしまわこーるほうせい 福島ワコール縫製(株) 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

福島県 こおりやまじどうしゃがっこう (株)郡山自動車学校 自動車教習所 http //www koriyamazidoshagakko co jp/htm/car1st html 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

福島県 ふくしままるこう (株)福島丸公 水産加工 http://www f-maruko co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

福島県
そにーえなじー・でばいすか
ぶしきかいしゃ

ソニーエナジー・デバイス(株) 電池設計製造 http://www sonyenergy-devices co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

福島県
こおりやまそくりょうせっけい
しゃ

(株)郡山測量設計社
学術研究、専門・技
術サービス業

21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 ファミリー･フレンドリー企業部門都道府県労働局長奨励賞優良賞

福島県 もろいりょくじゅえん (株)諸井緑樹園
造園建設業・小売
業

20年 福島県 次世代育成支援企業表彰 「子育て応援」中小企業認証部門 優秀賞

福島県 ようこうしゃいんさつ 陽光社印刷(株) 印刷業 http://www yokosha co jp/ 20年 福島県 次世代育成支援企業表彰 「子育て応援」中小企業認証部門 優秀賞

福島県 たなかけんせつ 田中建設(株) 建設業 20年 福島県 次世代育成支援企業表彰 「子育て応援」中小企業認証部門 優秀賞

福島県 しんく (株)シンク ソフトウェア開発業 http://www sync co jp/ 20年 福島県 次世代育成支援企業表彰 「仕事と生活の調和」推進企業認証部門 優秀賞

福島県 ふくそう (株)福装２１ 婦人服製造業 http://www fukuso co jp/ 20年 福島県 次世代育成支援企業表彰 「仕事と生活の調和」推進企業認証部門 優秀賞

福島県 ふじたけんせつこうぎょう 藤田建設工業(株) 総合建設工事業 http://www fujitakk com/ 20年 福島県 次世代育成支援企業表彰 「仕事と生活の調和」推進企業認証部門 優秀賞

福島県 わたなべこうむしょ (株)渡部工務所 総合建設業 20年 福島県 次世代育成支援企業表彰 「男女共同参画」部門 優秀賞

福島県
いりょうほうじんさんあいか
い

（医）三愛会（池田記念病院ほか） 医療業 http://www ikedakinen-hp or jp/ 19年 福島県 次世代育成支援表彰 「子育て応援」中小企業認証部門 優秀賞

福島県 はにーず (株)ハニーズ 小売業 http://www honeys co jp/index html 19年 福島県 次世代育成支援表彰 「仕事と生活の調和」推進企業認証部門 優秀賞

福島県
こおりやまそくりょうせっけい
しゃ

(株)郡山測量設計社 測量・土木設計業 19年 福島県 次世代育成支援表彰 「子育て応援」中小企業認証部門 優秀賞

福島県 たかはけんせつ (株)高葉建設 建設業 19年 福島県 次世代育成支援表彰 「子育て応援」中小企業認証部門 優秀賞

福島県 ようしょうかい （社医）養生会（かしま病院ほか） 医療・サービス業 http://www kashima jp/ 19年 福島県 次世代育成支援表彰 「仕事と生活の調和」推進企業認証部門 優秀賞

福島県
えぬいーしーわいやれす
ねっとわーくす

ＮＥＣワイヤレスネットワークス(株) 製造業 http://www nec-newin co jp/ 19年 福島県 次世代育成支援表彰 「仕事と生活の調和」推進企業認証部門 優秀賞

福島県 かないけんせつこうぎょう 金井建設工業(株) 建設業 19年 福島県 次世代育成支援表彰 「男女共同参画」部門 優秀賞

福島県 おきでーたしすてむず (株)沖データシステムズ
情報通信機器開発
設計業

http://www okidata co jp/ 21年 福島県 ワーク・ライフ・バランス大賞 ㈱沖データに統合合併

福島県 ふたばこうぎょう 双葉工業(株) 建設業 21年 福島県 ワーク・ライフ・バランスアイディア大賞

福島県 ほしそうごうびょういん （財）星総合病院 医療業 http://www hoshipital or jp/ 21年 福島県 ワーク・ライフ・バランス男女共同参画大賞

福島県 さんせいかい （医社）三成会 医療業 http://www kasuga-rehabili com/index php 22年 福島県 ワーク・ライフ・バランス大賞

福島県 とーねっと (株)トーネット
職業紹介・労働者
派遣業

http://www tonet-f co jp/tncp/index php 22年 福島県 ワーク・ライフ・バランスアイディア大賞

福島県 だいいちりょくかこうぎょう 第一緑化工業(株) 建設業 22年 福島県 ワーク・ライフ・バランス男女共同参画大賞

福島県 ほてるにゅーぱれす (株)ホテルニューパレス ホテル業 http://www npls co jp/ 16年 福島県 会津若松市 男女共同参画推進事業者表彰

福島県
あいづみつびしじどうしゃは
んばい

会津三菱自動車販売(株)
自動車販売及び整
備業

http://aizummc jp/home html 16年 福島県 会津若松市 男女共同参画推進事業者表彰

福島県 ひろたたくしー （資）広田タクシー タクシー業 http://www2 plala or jp/aizulondontaxi/ 17年 福島県 会津若松市 男女共同参画推進事業者表彰

福島県 あいづどけん 会津土建(株) 建設業 http://www adoken co jp/ 19年 福島県 会津若松市 男女共同参画推進事業者表彰

福島県 ふじつう あいづしてん 富士通(株)会津支店

通信システム、情報
処理システムおよび
電子デバイスの製
造・販売ならびにこ
れらに関するサービ
スの提供

http://jp fujitsu com/ 19年 福島県 会津若松市 男女共同参画推進事業者表彰

福島県 しんく (株)シンク ソフトウェア開発業 http://www sync co jp/ 20年 福島県 会津若松市 男女共同参画推進事業者表彰

福島県
なんかいせいぶけんせつ
こーぽれーしょん

(株)南会西部建設コーポレーション 建設業 www nankaiseibu co jp/ 20年 福島県 会津若松市 男女共同参画推進事業者表彰

福島県 あきやまゆびあすけんせつ 秋山ユアビス建設(株) 建設業 21年 福島県 会津若松市 会津若松市男女共同参画推進事業者表彰

福島県
あいづのうぎょうきょうどうく
みあい

あいづ農業協同組合 農業協同組合 http://www ja-aizu jp/ 22年 福島県 会津若松市 会津若松市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 あいわ・こーぽ (株)アイワ・コーポ
総合コンサルティン
グ業

http://www aiwacorp co jp/sitetop/sitetop html 16年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県
のぼるのでぃすくふぁーま
こおりやまこうじょう

ノボノルディスクファーマ(株)郡山工場
医療用医薬品、医
療用具の輸入、製
造、販売

ttp://www novon r i k co p/do uments/ rticle page/do um nt/CO nnpl fa t ry a p 16年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 しんきょうちすい 新協地水(株) 土木・建築サービス業 http://www media-yoshida co jp/tisui/ 17年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 きぬがわこおりやま (株)キヌガワ郡山 車体部品製造 http://www kinugawa-rubber co jp/ 18年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 こおりやまじどうしゃがっこう (株)郡山自動車学校 自動車教習所 http://www koriyamazidoshagakko co jp/ 18年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 こおりやましんようきんこ 郡山信用金庫 金融業 http://www gunshin co jp/ 18年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 かげやまぐみ (株)蔭山組 建設業 19年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 きょうわえむざー (株)協和エムザー サービス業 http://www.emser.co jp/ 19年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県
こおりやまそくりょうせっけい
しゃ

(株)郡山測量設計社
土木・建築サービス
業

20年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 とーねっと (株)トーネット サービス業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

福島県 にほんぜんやくこうぎょう 日本全薬工業(株) 製造業 http://www.zenoaq jp/index.html 20年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県
ふくしまそうごうけいびほしょ
う

福島綜合警備保障(株) 警備業 http://www.fsk.co jp/ 20年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 だいとうぎんこう (株)大東銀行 金融・銀行業 http://www daitobank co jp/ 21年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 はなき (株)花喜 建設業 http://co-hanaki com/ 21年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 おおたそうごうびょういん （財）太田綜合病院 医療業 http://www ohta-hp or jp/ 21年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 ほしそうごうびょういん （財）星総合病院 医療業 http://www hoshipital or jp/ 21年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 ゆあさほうおんかい （財）湯浅報恩会 医療業 http://www jusendo or jp/ 21年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰

福島県 あーばんせっけい （株）アーバン設計
土木・建築サービス
業

http://www urban-dc com/ 22年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰 男女共同参画の推進を積極的に実施している



福島県 えふこむ （株）エフコム サービス業 http://www f-com co jp/ 22年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰 男女共同参画の推進を積極的に実施している

福島県 しょうわぎじゅつせっけい 昭和技術設計（株）
土木・建築サービス
業

http://www step-fk jp/ 22年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰 男女共同参画の推進を積極的に実施している

福島県 しんわちょうさせっけい （株）新和調査設計
土木・建築サービス
業

http://www shinwa-cs com/ 22年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰 男女共同参画の推進を積極的に実施している

福島県 だいしんせいそく （株）大進精測
土木・建築サービス
業

22年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰 男女共同参画の推進を積極的に実施している

福島県
だいわりーす ふくしまして
ん

大和リース（株）福島支店 建設業 http://www daiwalease co jp/ 22年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰 男女共同参画の推進を積極的に実施している

福島県
とうにちろせいこんさるたん
と

（株）東日路政コンサルタント
土木・建築サービス
業

http://www rosey co jp/ 22年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰 男女共同参画の推進を積極的に実施している

福島県 やまもとこうぎょうしょ （株）山元工業所 建設業 22年 福島県 郡山市 郡山市男女共同参画推進事業者表彰 男女共同参画の推進を積極的に実施している

福島県
ひがしまちのびやかほいく
えん

（社福）啓和会 東町のびやか保育園 保育園 20年 福島県 喜多方市 喜多方市男女共同参画社会づくり功労者表彰
喜多方市男女共同参画社会づくり功労者事業所
部門

福島県
かぶしきがいしゃ かわきょ
う

(株)河京 食品加工販売業 http://kawakyo co jp/about us/index html 21年 福島県 喜多方市 喜多方市男女共同参画社会づくり功労者表彰
喜多方市男女共同参画社会づくり功労者事業所
部門

福島県 ひだまり 障がい福祉サービス事業所 ひだまり 障害福祉サービス
http://www wam go jp/shofukupub/Applica
tionServlet?ACTIONTYPE=ViewJigyoshaIn
foAction&JIGYOCODE=0710800079&SER

22年 福島県 喜多方市 喜多方市男女共同参画社会づくり功労者表彰
喜多方市男女共同参画社会づくり功労者事業所
部門

茨城県
じにんかいかわさきびょうい
ん

（医）慈仁会 川崎病院 医療・福祉 18年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

茨城県 かすみ (株)カスミ 卸売・小売業 http://www kasumi co jp/prof/index html 19年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

茨城県 おおむらこうぎょうしょ (株)大村工業所 製造業 19年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

茨城県 きゃのんかせい キャノン化成(株) 複写機用品 http://www canon-kasei co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

茨城県
いばらきこーぷせいかつきょ
うどうくみあい

いばらきコープ生活協同組合 生活協同組合 http://ibaraki coopnet jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

茨城県
かんぎんこんぴゅーたさー
びす

関銀コンピュータサービス(株) ＩＴ http://www kangincs co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

茨城県 たなか (株)タナカ
情報メディア、選挙
ディスプレイ

http://www tanakanet co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

茨城県 みとけいせいひゃっかてん (株)水戸京成百貨店 百貨店 http://www mitokeisei co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

茨城県 かんとうてつどう 関東鉄道(株) 運輸 http://www kantetsu co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

茨城県 せいこうこうぎょう 星光工業(株) 製造業 http://www seikoukogyo jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

茨城県 あいせいかい （社福）愛正会
特別養護老人ホー
ム等の設置・運営

http://www.aiseikai.org/index.html 19年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
いばらきこーぷせいかつきょ
うどうくみあい

いばらきコープ生活協同組合 生活協同組合 http://ibaraki.coopnet jp/ 19年 茨城県 子育て応援企業表彰
優秀賞（子育て家庭応援部門）
奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 おおたけけんせつ 大竹建設(株) 建設業 19年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 にこんみとせいさくしょ (株)ニコン水戸製作所 精密光学機器製造 http://www.nikon.co jp/main/jpn/ 19年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 ひぐちどぼく 樋口土木(株) 建設業 19年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
やながわさいしゅけんきゅう
かい

(株)柳川採種研究会
野菜育種・生産卸・
小売

http://www.yanaken.com/ 19年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 みとやくるとはんばい 水戸ヤクルト販売(株) 乳製品卸小売 http://www mito-yakult co jp/ 19年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県
じょうじんかい うしくあいわ
そうごうびょういん

医療法人社団 常仁会 牛久愛和総合病院 病院 http://www jojinkai com/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 かんとうつくばぎんこう (株)関東つくば銀行 金融業 http://www kantotsukuba-bank co jp/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
ひたちかせい やまざきじ
ぎょうしょ

日立化成工業(株)山崎事業所 製造業 http://www hitachi-chem co jp/japanese/index html 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 ひたちかせいてくのさーびす 日立化成テクノサービス(株) サービス業 http://www hitachi-chem-ts co jp/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 さんゆーすとあー (株)サンユーストアー 小売業 http://www sanyu-store jp/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰
奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）
奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県
すみきんぷらんと かしまえ
いぎょうしょ

住金プラント(株)鹿島事業所 製造業 http://www sumikinplant co jp/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 みとこうき 水戸工機(株) 製造業 http://www mitotool com/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 もねっと モネット（有） 製造・小売業 http://www mo-house net/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 みとけいせいひゃっかてん 水戸京成百貨店 小売業 http://www mitokeisei co jp/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県
みとのうぎょうきょうどうくみ
あい

水戸農業協同組合 農業協同組合 http://www mt-ib-ja or jp/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 こげつあん （有）湖月庵 製造・小売業 http://www kogetsuan com/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 せいとうふくだ 製陶ふくだ 製造・小売業 http://www seitou-fukuda com/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県
にほんくもんきょういくけん
かゆうかいみとじむきょく

(株)日本公文教育研究会水戸事務局 教育 http://www kumon ne jp/ 20年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県
あさひびーるけんきゅうかい
はつせんたー

アサヒビール(株) 研究開発センター 酒類の研究・開発
http://www asahibeer co jp/aboutus/resea
rch/rd/organization/introduction html

21年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 あすてらすせいやく アステラス製薬(株)
医薬品の製造販売
及び輸出入

http://www.astellas.com/jp/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 けーずほーるでぃんぐす (株)ケーズホールディングス 小売業 http://www.ksdenki.com/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
さんぎょうぎじゅつそうごうけ
んきゅうしょ

（独） 産業技術総合研究所 技術研究所 http://www.aist.go jp/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 いおんもーるみとうちはら イオンモール(株) イオンモール水戸内原 不動産業
http://mitouchihara-
aeonmall com/index jsp

21年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 いばらきにっさんじどうしゃ 茨城日産自動車(株) 自動車販売・整備 http://www.ibaraki-nissan.co jp/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 きゅうげつそうほんぽ (株)久月総本舗 和洋菓子製造販売 http://www.kyugetsu jp/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 つくばえでゅーす (株)つくばエデュース 訪問介護サービス 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 あさひがらすかしまこうじょう 旭硝子(株)鹿島工場 製造業 http://www.agc.com/index2.html 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
いばらきこーぷせいかつきょ
うどうくみあい

いばらきコープ生活協同組合 生活協同組合 http://ibaraki.coopnet jp/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰
奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）
奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 いんたーそしおしすてむ インターソシオシステム(株)
受託ソフトウェア開
発

http://www.socio.co jp/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
じんあいかいみつかいどうこ
うせいびょういん

（医）仁愛会 水海道厚生病院 病院 http://www.mitsukaidokosei-hp.or jp/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 べるわん (有)ベルワン サービス業 http://www.beru1.com/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）



茨城県 まくらが (有)まくらが
訪問介護サービス，
介護タクシー事業

21年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
みたにばるぶいばらきこう
じょう

(株)三谷バルブ 茨城工場 製造業 http://www.mtv-g.co jp/index.html 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 いいむらぞうえんどぼく (有)飯村造園土木 建設業 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県
かいいんせいれんたるあと
りえゆめこうぼう

会員制レンタルアトリエ夢考房 サービス業 http://www.yume-kb.com/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 がすはうじんぐせんたー (株)ガスハウジングセンター
ガス器具の修理・メ
ンテナンス

http://www.gas-housing.co jp/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 そめやのうさん (有)染谷農産 農業 http://www.someyanousan jp/ 21年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県
ばいりきそふとうぇああい
てぃーきょういくぶ

倍力ソフトウェア(株)IT教育部 パソコン教室
http://style.bairiki-
software jp/category/1341196 html

21年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 そめやこうむてん (株)染谷工務店 総合建築業 http://www someya co jp/index html 14年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県 あいこん (株)アイコン
コンクリート製品製
造業

14年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県
いばらぎけんしんようくみあ
い

茨城県信用組合 信用組合 http://www kenshinbank co jp/ 16年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県 きやのんかせい キヤノン化成(株) http://www canon-kasei co jp/index html 17年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県
にほんてきさすいんすつる
めんとみほこうじょう

日本テキサス・インスツルメント(株)美浦工場 半導体製品 http://focus tij co jp/jp/tihome/docs/homepage tsp 18年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県
みつびしかがくかじまじぎょ
うしょ

三菱化学(株)鹿島事業所
機能商品、ヘルスケ
ア 化学品他

http://www m-kagaku co jp/ 18年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県 ろこれでぃ (株)ロコレディ
婦人服ブティック専
門店チェーン

http://www rocolady co jp/index htm 19年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県 もねっと モネット（有） 製造・小売業 http://www mo-house net/ 19年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県 けーずほーるでぃんぐ (株)ケーズホールディング
家庭電化製品並び
に関連商品販売及
び付帯工事・修理

http://www ksdenki com/ir/outline html 19年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県 えびさわせいさくしょ (株)海老澤製作所 合成樹脂精密製品 http://www ebisawa-ss com/ 20年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県 きうちしゅぞう 木内酒造合資会社 酒類製造 http://kodawari cc/top html 20年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県 つくばりかせいき ツクバリカセイキ(株)
各種研究設備の設
計製作、並びに計
測システムの開発

http://www trs-jp com/ 20年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県
しゃかいふくしほうじん
たいじんかい

（社福） 泰仁会 介護老人福祉施設 http://www.taijinkai.or jp/index.html ２１年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県
かぶしきがいしゃ
せんとふぉろーかんぱにー

(株)
セントフォローカンパニー

保健調剤薬局運営 http://www.st-follow.co jp/ ２１年 茨城県 男と女・ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県
いりょうほうじんほないごうこ
うせいかいほないごうめでぃ
かるくりにっく

（医）保内郷厚生会保内郷メディカルクリニック 医療・福祉 http://honaigo.main jp/ 22年 茨城県 ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県
きゃのんせみこんだくたーえ
くいっぷめんとかぶしきがい
しゃ

キヤノンセミコンダクターエクイップメント（株） 製造業 http://www.canon-semicon.co jp/ 22年 茨城県 ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県
せきしょうしょうじかぶしきが
いしゃ

関彰商事（株）
石油製品卸販売業
等

http://www.sekisho.co jp/ 22年 茨城県 ハーモニー功労賞 事業所の部

茨城県
いばらきこーぷせいかつきょ
うどうくみあい

いばらきコープ生活協同組合 生活協同組合 http://ibaraki.coopnet jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰
優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）
奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 くりたあるみこうぎょう 栗田アルミ工業(株) 輸送機器製造 http://www.kurita-al.co jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
すみともかがく つくばけん
きゅうじょ

住友化学(株) 筑波研究所 研究機関 http://www.sumitomo-chem.co jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
しゃかいふくしほうじん
たいじんかい

（福）泰仁会 老人福祉施設 http://www.taijinkai.or jp/index.html 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
ひたちじょうほうせいぎょそ
りゅーしょんず

（株）日立情報制御ソリューションズ ソフトウェア業 http://www.hitachi-ics.co jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
あどばんすどこもしょっぷ
りゅうがさきてん

(株)アドバンス ドコモショップ竜ヶ崎店
移動体通信・携帯電
話販売

http://www.adovance.co jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 おおたかかおるどう (有)大髙かおる堂 和洋菓子製造販売 http://www.ootaka-kaorudo.co jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県
そごうせいぶせいぶつくばて
ん

(株)そごう・西武 西武筑波店 小売業
http://www2.seibu jp/wsc-customer-
app/page/023/dynamic/top/Top

22年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 もーはうす (有)モーハウス 授乳服製造販売 http://www.mo-house.net/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県
ゆーしーおーめがあみゅー
ずめんとざろっくてん

(株)UCO メガアミューズメント ザ・ロック店
アミューズメント施設
の運営

http://www.uco-am.co jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 優秀賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 いわさきびょういん (医)岩崎病院 病院 http://www.iwasaki-hosp.com/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
えーざい つくばけんきゅう
じょ

エーザイ(株) 筑波研究所
研究機関（医薬品の
製造・販売）

http://www.eisai.co jp/index.html 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 きょうさんでんき 京三電機（株） 輸送用機器製造業 http://www.kyosan-denki.co jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
しゃかいふくしほうじんじえ
いかい

（福）慈永会 老人福祉施設 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
しゃかいふくしほうじんしょう
ふうかいとくべつようごろうじ
んほーむいこいのさと

（福）祥風会 特別養護老人ホーム憩いの里 老人福祉施設 http://showfukai.com/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
しゃかいふくしほうじんせい
ほうかい

（福）聖朋会
福祉施設（保育・高齢
者）

http://www1.odn.ne jp/seihoukai/index.ht
ml

22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 だいわりーすみとしてん 大和リース(株) 水戸支店
サービス業（商業施
設・集合住宅などの請
負 リース）

http://www.daiwalease.co jp/index.html 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 ないとうこうむてん （株）内藤工務店 建設業 http://naitou.fdblog jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
にほんげんしりょくけんきゅ
うかいはつきこう

（独）日本原子力研究開発機構 その他事業 http://www jaea.go jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県 ふじさくせす フジサクセス（株）
一般労働者派遣業，
有料職業紹介事業

http://www.fujisuccess.com/index.html 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
しゃかいふくしほうじんほうこ
うかい

（福）芳香会
福祉施設（保育・・高
齢者・障害福祉）

http://www.houkoukai.or jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）

茨城県
しゃかいふくしほうじんみぐ
みのかい

（福）愛の会
福祉施設（保育・高齢
者）

http://www.heart-pia.com/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（仕事と子育て両立支援部門）



茨城県 いいむらぞうえんどぼく (有)飯村造園土木 建設業 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県
いたりあんこうぼうえいえふ
しーあるてぃじあーの

イタリアン工房AFC Artigiano 飲食業，販売業 http://www.afc06.com/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 きねはち (株)きね八 菓子製造販売 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 しのざきこうむてん (株)篠崎工務店 建設業 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 じょうようけんせつ 常陽建設(株) 建設業 http://joyokk.com/index.html 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県
ばるーんあーとあんどぎふ
とぱぱめいあん

バルーンアート＆ギフト パパメイアン
ﾊﾞﾙｰﾝｷﾞﾌﾄ販売，ﾊﾞ
ﾙｰﾝ装飾

http://www.papameilland.com/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

茨城県 びーぐらど (株)ビーグラド ギフト，雑貨販売 http://www.beglad.co jp/ 22年 茨城県 子育て応援企業表彰 奨励賞（子育て家庭応援部門）

栃木県 ようせいかい （医）社団 洋精会 医療・福祉 18年 厚生労働省 母子家庭の母の就業支援企業表彰

栃木県
そううんかい あしおそうあ
いびょういん

（医）社団 双愛会 足尾双愛病院 医療・福祉 http://www ashiohp com/index2 html 18年 厚生労働省 母子家庭の母の就業支援企業表彰

栃木県 とうやこうつう 東野交通(株) バス http://www toya108 com/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

栃木県
とうぶうつのみやひゃっかて
ん

(株)東武宇都宮百貨店 各種商品小売業 http://www tobu-u-dept jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo2 html#1

栃木県 とちぎふじつうてん (株)栃木富士通テン
自動車オーディオ製
品

http://www fujitsu-ten co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

栃木県 とちぎにこん (株)栃木ニコン 光学器械 http://www tochigi-nikon co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

栃木県 ほくとかいうつのみやひがし （医）北斗会宇都宮東病院 医療 http://www hokutokai or jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

栃木県 じゅーきおおたわら ＪＵＫＩ大田原(株) 工業用ミシン製造 http://www jukiohtawara co jp/kaisyagaiyou htm 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

栃木県 とちぎふじさんぎょう 栃木富士産業(株) 輸送機械機器製造 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

栃木県 むこうじまりゅうつうさーびす 向島流通サービス(株) 倉庫、荷役、清掃 http://www mrs-net jp/index htm 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

栃木県 ふじのんさの フジノン佐野(株) 光学部品 http://www sanofuji jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

栃木県 しもつけしんぶんしゃ (株)下野新聞社 新聞 http://www shimotsuke co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

栃木県
とちぎこーぷせいかつきょう
どうくみあい

とちぎコープ生活協同組合 生活協同組合 http://tochigi coopnet or jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

栃木県 むこうじまりゅうつうさーびす 向島流通サービス(株) 倉庫、荷役、清掃 http://www mrs-net jp/index htm 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

栃木県 そにーとちぎ ソニー栃木(株)
磁気テープ、光ディ
スク製造

15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

栃木県 そにーとちぎ ソニー栃木(株)
磁気テープ、光ディ
スク製造

13年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 栃木県知事賞

栃木県 ほくとかいうつのみやひがし （医）北斗会宇都宮東病院 病院 13年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県 とちぎふじ (株)栃木富士
工業用計測器、電
気計器等の開発、
製造

14年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 栃木県知事賞

栃木県 へいせいあるみ 平成アルミ(株) 磁気ディスクの製造 14年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県 とうしばなすこうじょう (株)東芝那須工場
医療用電気機械機
器の製造

14年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県 うつのみやしょうけん 宇都宮証券(株) 証券、投資信託 http://www utsunomiya-sec co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

栃木県 かぬまそうごしんようきんこ 鹿沼相互信用金庫 信用金庫 http://www kashinkin co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

栃木県
もりやまさんぎょうかぶしき
かいしゃうつのみやこうじょ

森山産業(株)宇都宮工場
照明キーパーツ製
造販売

http://www moriyama-corp co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

栃木県 ふくだやひゃっかてん (株)福田屋百貨店 百貨店 http://www fukudaya net/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

栃木県
きたかんとうそうごうけいび
ほしょう

北関東綜合警備保障(株) 警備 http://www kitakantosok co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

栃木県 すずてっく (株)スズテック 農業機械 http://www suzutec co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

栃木県 しーでーぴーじゃぱん シーデーピージャパン(株) サービス業 http://www cdpjp com/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

栃木県 ねっつとよたうつのみや ネッツトヨタ宇都宮(株) 卸売業，小売業 http://www netz-utsunomiya co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

栃木県 しーでーぴーじゃぱん シーデーピージャパン株式会社 サービス業 http://www cdpjp com/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

栃木県 とちぎふじさんぎょう 栃木富士産業(株) 輸送機械機器製造 http://www gkndriveline-tt com/first html 15年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 栃木県知事賞
平成17年にGKNドライブライントル
クテクノロジー(株)に社名変更

栃木県 とちのきびょういん 医療法人陽気会とちの木病院 病院 http://www tochinoki-hospital or jp/ 15年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県
にっこうちくしょうこうかいぎ
しょ

日光地区商工会議所 地域総合経済団体 http://www nikkocci or jp/ 15年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県 すぎむらびょういん 医療法人博愛会杉村病院 病院 http://www sugimura-hospital com/ 15年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県
おおたわらせきじゅうじびょ
ういん

大田原赤十字病院 病院 http://www ohtawara-jrc com/01/index html 16年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 栃木県知事賞

栃木県 やいたみなみびょういん 医療法人社団あかね会矢板南病院 病院 16年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県
しゃーぷえいぶいしすてむじ
ぎょうほんぶ

シャープ(株)AVシステム事業本部
映像情報機器開
発・生産・販売

16年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県
とちぎけんさいせいかいうつ
のみやびょういん

（社福）恩賜財団済生会支部栃木県済生会宇都宮病
院

病院 http://www saimiya com/ 16年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県 きりゅうかいけいじむしょ 桐生会計事務所 税理士業務 16年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県
にっさんじどうしゃとちぎこう
じょう

日産自動車(株)栃木工場
自動車及び部品製
造

http://www nissan co jp/INFO/FACTORY/TOCHIGI/ 17年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 栃木県知事賞

栃木県
えむあーるてくのふぁーまあ
しかがこうじょう

MRテクノファーマ(株)足利工場 医薬品製造 17年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞 現社名は田辺三菱製薬工場(株)

栃木県 いたむろおんせんびょういん 医療法人社団公済会板室温泉病院 病院 17年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県
やすらぎのさと はっしゅう
えん

医療法人木水会介護老人保健施設やすらぎの里 八
州苑

介護老人保健施設 医療法人木水会介護老人保健施設やすらぎの里 八州苑 18年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 栃木県知事賞

栃木県 とちぎびょういん （独）国立病院機構栃木病院 病院 http://www hosp go jp/~tochigi/ 18年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県
けいせいかいくろすびょうい
ん

特定医療法人恵生会黒須病院 病院 http://www kurosu-hospital jp/ 19年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 栃木県知事賞

栃木県 みずほのほいくえん （社福） 栃の子福祉会 瑞穂野保育園 児童福祉 http://www mizuhono or jp/index mizuhono htm 19年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞



栃木県 せいしゅうかい （社福） 正州会 介護老人保健施設 http://seisyu-kai net/aiwaen/index htm 19年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県
あしかがせきじゅうじびょう
いん

足利赤十字病院 病院 http://www ashikaga jrc or jp/ 20年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 栃木県知事賞

栃木県 まりんろーど (株)マリンロード 情報処理 http://www marineroad com/index html 20年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県 きょうえいのうじ 共栄農事(株) 種子包装加工 20年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県 すまいるすたっふ (株)スマイルスタッフ 人材派遣 http://www smilestaff co jp/ 20年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県 すみれほいくえん （社福）豊心会 すみれ保育園 児童福祉 http://www13 ocn ne jp/~sumirekg/13 html 20年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県 ていじんでゅぽんふぃるむ 帝人デュポンフィルム(株)宇都宮事業所
ポリエステルフィル
ム製造

http://www teijindupontfilms jp/ 21年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 栃木県知事賞

栃木県 かわちやくひん (株)カワチ薬品
小売業（ドラックスト
ア）

http://www cawachi co jp/ 21年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県
そにーけみかるあんどいな
ふぉめーしょんでばいす

ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス(株)鹿沼
事業所

電気機械器具製造 http://www sonycid jp/ 21年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県
あしかがおやましんようきん
こ

足利小山信用金庫 金融業 http://www ashikagaoyamashinkin co jp/ 21年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県 はがせきじゅうじびょういん 芳賀赤十字病院 病院 http://www haga jrc or jp/ 22年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 栃木県知事賞

栃木県 そらとだいちほいくえん （社福）幸世会 空と大地保育園 児童福祉 http://www soratodaichi jp/index php 22年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ青少年こども財団会長賞

栃木県 とうきょうふーど （株）東京フード
国産青果物及び加
工食品製造販売

http://www tokyo-food co jp/ 23年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 栃木県知事賞

栃木県 あしかがむつみかい （社福）足利むつみ会 障害福祉 http://www mutumikai ecnet jp/ 23年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ未来づくり財団会長賞

栃木県 うめばやしほいくえん （社福）梅林会 うめばやし保育園 児童福祉 23年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ未来づくり財団会長賞

栃木県 だいわりーす 大和リース（株）宇都宮支店
建物リース・商業施
設等建築

http://www daiwalease co jp/ 23年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ未来づくり財団会長賞

栃木県 つるたほいくえん （社福）鶴西会 つるた保育園 児童福祉 http://tsuruta hoikuen to/top html 23年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ未来づくり財団会長賞

栃木県
はがののうぎょうきょうどうく
みあい

はが野農業協同組合 総合農協 http://www ja-hagano or jp/topics/index html 23年 栃木県 子育てにやさしい事業所表彰 とちぎ未来づくり財団会長賞

栃木県 とよたうっどゆーほーむ トヨタウッドユーホーム(株) 総合建築工事業 http://www toyota-woodyou co jp/ 18年 栃木県 宇都宮市 男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」

栃木県
しせいどうはんばい かんえ
つししゃ きたかんとうしてん
うつのみやおふぃす

資生堂販売(株)関越支社 北関東支店宇都宮オフィス 化粧品卸売業 http://www shiseido co jp/ 18年 栃木県 宇都宮市 男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」

平成１９年１０月１日に資生堂販売
（株）関越支社 宇都宮支店から資生
堂販売（株）関越支社 北関東支店
宇都宮オフィス変更
平成２２年４月１日より，資生堂販売
（株）関越支社 宇都宮オフィスに変
更。

栃木県 ふじすたっふ (株)フジスタッフ 人材派遣業 http://www.randstad.co.jp/ 19年 栃木県 宇都宮市 男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」

栃木県
すみともせいめいほけんそ
うごがいしゃ とちぎししゃ

住友生命保険相互会社 栃木支社 生命保険業 http://www sumitomolife co jp/ 19年 栃木県 宇都宮市 男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」

栃木県 うつのみややくるとはんばい 宇都宮ヤクルト販売(株) 乳酸菌飲料販売業 http://www u-yakult com/ 20年 栃木県 宇都宮市 男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」

栃木県
だいわりーす うつのみやし
てん

大和リース(株) 宇都宮支店 サービス業 http://www daiwalease co jp 21年 栃木県 宇都宮市 男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」

栃木県
すなっくふーど・さーび
す

スナックフード・サービス（株） 運送業 http://www.snackfood.jp 22年 栃木県 宇都宮市 男女共同参画推進事業者表彰「きらり大賞」

栃木県
ゆうりょうろうじんほーむさく
ら

(株)さくら 有料老人ホームさくら 老人福祉施設 18年 栃木県 小山市 小山版ワーク・ライフ・バランス表彰

栃木県 えだじゅうたく (株)エダ住宅 不動産 http://www.e-eda.co jp/ 19年 栃木県 小山市 小山版ワーク・ライフ・バランス表彰

栃木県 さろん・ど・させ (株)サロン・ド・サセ 時計 宝石 小売 http://www.salondesase.co jp/ 19年 栃木県 小山市 小山版ワーク・ライフ・バランス表彰

栃木県 こうなんびょういん 医療法人 光風会 光南病院 病院 http://www.kohnan-hp jp/ 20年 栃木県 小山市 小山版ワーク・ライフ・バランス表彰

栃木県 ふじつう おやまこうじょう 富士通(株)小山工場
電気機械器具製造
業

http://jp.fujitsu.com/ 20年 栃木県 小山市 小山版ワーク・ライフ・バランス表彰

栃木県 ふれんど (株)フレンド
調剤薬局
介護事業

http://www f-pw jp/ 22年 栃木県 小山市 小山版ワーク・ライフ・バランス表彰

栃木県 かわちやくひん (株)カワチ薬品 小売業 http://www.cawachi.co.jp/ 21年 栃木県 小山市 小山版ワーク・ライフ・バランス表彰

栃木県 にっこうこうつう 日光交通（株） 旅客運送事業 http://www7.ocn.ne jp/~nikko/ 21年 栃木県 日光市 日光市男女共同参画推進事業者表彰

栃木県 とうぶばすにっこう 東武バス日光（株） 旅客運送事業 http://www.tobu-bus.com/pc/index.php 22年 栃木県 日光市 日光市男女共同参画推進事業者表彰

栃木県 めいりんかい 社団医療法人 明倫会 医療業 http://www meirinkai jp/ 22年 栃木県 日光市 日光市男女共同参画推進事業者表彰

群馬県
さんばがわふるさとじどうか
んあそびのがっこう

（特非）三波川ふるさと児童館「あそびの学校」
特定非営利活動法
人

20年 内閣府 群馬県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

群馬県 さんでん サンデン(株) 自動車機器 http://www sanden co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

群馬県 みつば (株)ミツバ 輸送用機器 http://www mitsuba co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

群馬県 かんとうさんようでんし 関東三洋電子(株) 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

群馬県
せいかつきょうどうくみあい
こーぷぐんま

生活協同組合コープぐんま 生活協同組合 http://gunma coopnet jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

群馬県 きりゅうりょういくふたばかい （社福）桐生療育双葉会 社会福祉法人 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

群馬県
とねほけんせいかつきょうど
うくみあい

利根保健生活協同組合 生活協同組合 http://www tonehoken or jp/tonehoken-kumiai/index html 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

群馬県 あさくらせんぷ 朝倉染布(株) 染色 http://www asakura-senpu co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

群馬県 かんらしんようきんこう かんら信用金庫 信用金庫 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

群馬県 かいんず (株)カインズ ホームセンター http://www cainz co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

群馬県 ふじすばる 富士スバル(株) 自動車販売、修理 http://www fujisubaru co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

群馬県 おおにしらいとこうぎょうしょ (株)大西ライト工業所
成型加工、金型設
計

http://www onishilite co jp/htm/index html 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

群馬県 たかさきしんようきんこ 高崎信用金庫 信用金庫 http://www takashin-net co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

群馬県 さんでん サンデン(株) 自動車機器 http://www sanden co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

群馬県 とうわぎんこう (株)東和銀行 銀行 http://www towabank co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

群馬県 こころ 有限会社ＣＯＣＯ－ＬＯ 医療，福祉 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞



群馬県 こころ (有)COCO-LO 医療福祉 http://coco-lo net/ 21年 群馬県 育児いきいき企業認定制度優良企業表彰

群馬県 すりーあい (株)スリーアイ ソフトウェア開発 http://www 3i-net co jp/corpprof htm 21年 群馬県 育児いきいき企業認定制度優良企業表彰

群馬県 あさくらほいくえん （社福）若宮会 朝倉保育園 医療福祉 21年 群馬県 育児いきいき企業認定制度優良企業表彰

群馬県 はんぷてぃーだんぷてぃー （株）ハンプティーダンプティー 卸売・小売業 http://www.humpty-dumpty jp/ 22年 群馬県 育児いきいき企業認定制度優良企業表彰 知事表彰（知事賞）

群馬県 まぐのりあにせん （社福）マグノリアニセン 医療福祉 22年 群馬県 育児いきいき企業認定制度優良企業表彰 知事表彰（知事賞）

群馬県 とりせん （株）とりせん 卸売・小売業 http://www.torisen.co jp/ 22年 群馬県 育児いきいき企業認定制度優良企業表彰 知事表彰（知事賞）

群馬県 りねいる （株）リネイル 情報通信業 http://www.reneil jp/index.html 22年 群馬県 育児いきいき企業認定制度優良企業表彰 産業経済部長表彰（奨励賞）

群馬県
だいわりーすたかさきえい
ぎょうしょ

大和リース（株）高崎営業所 サービス業 http://www.daiwalease.co jp/ 22年 群馬県 育児いきいき企業認定制度優良企業表彰 産業経済部長表彰（奨励賞）

埼玉県 にいざこそだてねっとわーく （特非）新座子育てネットワーク
特定非営利活動法
人

http://ccn niiza-ksdt com/ 20年 内閣府 埼玉県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣総理大臣表彰

埼玉県 やくると 埼玉北部ヤクルト販売(株) 卸売・小売業 19年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

埼玉県 もてぎ （株）モテギ 運送業 http://www motegi co jp 22年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

埼玉県 はなびしほうせい 花菱縫製(株) 衣料 http://www hanabishi-housei co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

埼玉県 やぎはし (株)八木橋 百貨店 http://www yagihashi co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

埼玉県 しんにほんむせん 新日本無線(株)
半導体、マイクロ波
機器

http://www njr co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

埼玉県
ぼっしゅおーともーてぃぶし
すてむ

(株)ボッシュオートモーティブシステム 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

埼玉県
せいかつきょうどうくみあい
さいたまこーぷ

生活協同組合さいたまコープ 生活協同組合 http://saitama coopnet jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

埼玉県 たいようしょうこう (株)太陽商工 水道工事 http://taiyo-syoko jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

埼玉県 いびさ (株)イビサ 製造卸売販売業 http://www ibiza co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

埼玉県 あけぼのぶれーきこうぎょう 曙ブレーキ工業(株) 自動車部品 http://www akebono-brake com/html/home php 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

埼玉県 さいたまりそなぎんこう (株)埼玉りそな銀行 銀行 http://www resona-gr co jp/saitamaresona/index html 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

埼玉県 やぎはし (株)八木橋 百貨店 http://www yagihashi co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

埼玉県 ぼっしゅ ボッシュ(株)
輸送用機械器具製
造業

20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門厚生労働大臣優
良賞

http://www.mhlw.go jp/houdou/2
008/09/dl/h0924-1b.pdf

埼玉県 さいたまりそなぎんこう (株)埼玉りそな銀行 銀行 http://www resona-gr co jp/saitamaresona/index html 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

埼玉県 あけぼのぶれーきこうぎょう 曙ブレーキ工業(株)
ブレーキおよびブ
レーキ用摩擦材の

http://www akebono-brake com/html/home php 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

埼玉県 たいようしょうこう (株)太陽商工 建設業 http://taiyo-syoko jp/ 12年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 まるひろひゃっかてん (株)丸広百貨店 小売業 12年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県
ざいだんけんしんかいかわ
ごえいちょうびょういん

（医）財団献心会 川越胃腸病院 消化器科専門病院 13年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 きょうわせいこう 協和精工(株)
電子機器部品製造
業

13年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 たかしまやおおみやてん (株)高島屋大宮店 小売業 13年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県
はなびしほうせいいわつきこ
うじょう

花菱縫製(株)岩槻工場 縫製業 13年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県
ぱいおにあところざわえい
ぎょうしょ

パイオニア(株)所沢営業所 製造業 13年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰 他県に移転

埼玉県 いせたんうらわてん (株)伊勢丹浦和店 小売業 14年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 いびざ (株)イビザ 製造卸売販売業 http://www ibiza co jp/ 14年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県
しょうわでんこうちちぶじぎょ
うしょ

昭和電工(株)秩父事業所
石油化学製品等製
造販売業

14年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県
ぼっしゅおーともーてぃぶし
すてむ

(株)ボッシュ オートモーティブ システム 輸送用機器製造業 14年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 まいにちこうぎょう 毎日興業(株) ビル総合管理 14年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県
えぬ・てぃ・てぃさーびすさい
たま

(株)エヌ・ティ・ティ サービス埼玉
電気通信及び情報
通信サービスの提

15年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 こーせーさやまじぎょうしょ (株)コーセー狭山事業所 化粧品製造 15年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 てろそんこーぽれーしょん (株)テロソンコーポレーション
化学製品製造販売
業

15年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県
むさしのわせだすいみんぐ
すくーるみさと

(株)武蔵野 早稲田スイミングスクール三郷
スイミングスクー
ル

15年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 やぎはし (株)八木橋 小売業 http://www yagihashi co jp/ 15年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 さんしゅうせいか 三州製菓(株) 菓子製造販売業 http://www sanshu com/ 16年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 ふじのん フジノン(株)
光学機器製造販売
業

16年 埼玉県 埼玉県男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 おおみやよびこう 大宮予備校 予備校 1７年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県 さいたまりそなぎんこう (株)埼玉りそな銀行 銀行業 http://www resona-gr co jp/saitamaresona/index html 1７年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県
いりょうほうじんしゃだんせ
いこうかい いけぶくろびょう

医療法人社団誠弘会 池袋病院 18年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県 にほんぴすとんりんぐ 日本ピストンリング(株) 18年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県
せいかつきょうどうくみあい
さいたまこーぷりりぶきたも

生活協同組合さいたまコープ リリヴ北本 18年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県 いしざかさんぎょう 石坂産業(株) 20年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県
じせいかい まるやまきねん
そうごうびょういん

医療法人慈正会 丸山記念総合病院 20年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県 つちやしょうにびょういん 医療法人 土屋小児病院 20年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県 はすだびょういん 医療法人 顕正会 蓮田病院 21年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県 つだこうぎょう 津田工業(株) 21年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県 やおこー (株)ヤオコー 22年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県 りけんくまがやじぎょうしょ (株)リケン 熊谷事業所 22年 埼玉県 さいたま輝き荻野吟子賞 事業所の部

埼玉県 ぶしゅうがす 武州瓦斯(株) 都市ガス事業 http://www bushugas co jp/ 19年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 大賞

埼玉県 あさひこうよう 朝日航洋(株)
航空運輸・航空機
整備・測量業

http://www aeroasahi co jp/ 19年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞



埼玉県 きょうわかいめんかがく 協和界面科学(株)
理科学機器の製
造・販売・開発

http://www face-kyowa co jp/ 19年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 さんけんでんき サンケン電気(株)
電気機械器具製造
業

http://www sanken-ele co jp/index php 19年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県
かいごろうじんほけんしせつ
しょうわ

医療法人社団心司会介護老人保健施設しょうわ 老人介護 http://www showa or jp/ 19年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 もてぎ (株)モテギ 運送・倉庫業 http://www motegi co jp/ 19年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 あけぼのぶれーきこうぎょう 曙ブレーキ工業(株)
ブレーキ部品製造・
販売

http://www akebono-brake com/html/home php 20年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 大賞

埼玉県 さいたまりそなぎんこう (株)埼玉りそな銀行 銀行業 http://www resona-gr co jp/saitamaresona/index html 20年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 じゅうまんごくふくさや (株)十万石ふくさや 和洋菓子製造販売 http://www jumangoku co jp/ 20年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 とうさいがす 東彩ガス(株) ガス事業 http://www tosaigas co jp/ 20年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県
ななぼしかがくけんきゅう
しょ

(株)七星科学研究所
電気機械器具製造
業

http://www nanabosi co jp/ 20年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県
ふじじゅうこうぎょうさんぎょ
うききかんぱにー

富士重工業(株)産業機器カンパニー 産業機器製造業 http://www subaru-robin jp/ 20年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 さいたまこーぷ 生活協同組合さいたまコープ 小売業 http://saitama coopnet jp/ 21年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 大賞

埼玉県 かわぐちしんようきんこ 川口信用金庫 金融業 http://www shinkin co jp/ksb/ 21年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 さいたまふじ (株)埼玉富士
電気機械器具製造
業

http://www saitamafuji co jp/ 21年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 しすてむいんてぐれーた (株)システムインテグレータ システム開発業 http://www sint co jp/ 21年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 つだこうぎょう 津田工業(株) 表面処理加工業 http://www tsudaindustrial co jp/ 21年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県
とのやまふくしかいとのやま
きじゅえん

（社福）殿山福祉会殿山亀寿苑 老人介護業 http://www tonoyamakijuen com/index2 html 21年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 ぽらす ポラス(株) 不動産業・建設業 http://www polus co jp/ 21年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 ぼっしゅ ボッシュ(株) 輸送機械器具製造 http://www bosch co jp/jp/ 22年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 大賞

埼玉県
あけぼのぶれーきいわつき
せいぞう

曙ブレーキ岩槻製造(株) 輸送機械器具製造 http://www ak b no-brake c m/html/ l b l c mp nies deta l php id=17 22年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 こまーむ (株)コマーム
子育て支援サービ
ス

http://www comaam jp/ 22年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 さんしゅうせいか 三州製菓(株) 菓子製造 http://www sanshu com/ 22年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県
しょうわでんこうちちぶじぎょ
うしょ

昭和電工(株)秩父事業所
化合物半導体等の
製造

http://www s k co jp html/ roup/s k/netw rk/factory/ja/chi h bu html 22年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 りこーゆにてくの リコーユニテクノ(株) OA機器の製造 http://www ruc ricoh co jp/ 22年 埼玉県 埼玉県あったか子育て企業賞 奨励賞

埼玉県 にほんわいぱーぶれーど 日本ワイパーブレード(株) 自動車部品製造業 http://www nwb co jp/index9 html 15年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 さいたまごむこうぎょう 埼玉ゴム工業(株)
ゴム・電子工業製品
製造業

http://www saitamagomu co jp/ 15年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 いとーよーかどうかぞてん (株)イトーヨーカ堂加須店 総合小売業 http://www e-itoyokado jp/145/ 15年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 とうぶすとあかぞてん (株)東武ストア加須店 総合小売業 http://www tobustore co jp/ ustomer/city/sait ma/s itama17 html 15年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 がーどなー (株)ガードナー 衣料品製造販売 http://www guardner co jp/ 16年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 なみきせいさくじょ (株)並木製作所 貴金属加工業 http://www namiki-net com/ 16年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 むさしのむら (株)むさしの村 遊園地 http://www musashinomura co jp/ 16年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 なかだびょういん （医）社団 弘人会 中田病院 病院 http://www nakada-hp com/ 17年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 ふくしまびょういん （医）福島病院 病院 http://www fukushimahospital or jp/index2/index html 17年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 かぞやくると販売 かぞヤクルト販売(株) 販売業 18年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 ぶりぢすとんふろーてっく ブリヂストンフローテック(株) 部品メーカー http://www2 bsft co jp/ 18年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 あぷろんあぱれる (株)アプロンアパレル 衣料品製造販売 http://www apron co jp/ 19年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県
ぐろーりー さいたまこうじょ
う

グローリー(株)埼玉工場

通貨処理機、情報
処理機、自動販売
機、カードシステム・
サービス機器など
の開発・製造・販
売・メンテナンス

http://www glory co jp/index html 19年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県
かたくらこうぎょう かぞこう
じょう

片倉工業(株)加須工場 製造業 http://www katakura co jp/index htm 20年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 ひのきやじゅうたく (株)桧家住宅
木造軸組み住宅の
請負・販売、設計、

http://www.hinokiya jp/ 20年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 こいけやかんとうこうじょう (株)湖池屋関東工場 菓子製造販売業 http://koikeya co jp/index html 20年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 おーとせんたーたぬま (株)オートセンター田沼
自動車販売・修理
業

http://www h2 dion ne jp/~tanuma/ 21年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 ふーずまっくす
フーズマックス（(株)ブッシェヤマダスーパーマーケッ
ト）

総合食料品販売 21年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 あすかやっきょく (株)飛鳥薬局 保険調剤薬局 http://www asuka-p co jp/index html 21年 埼玉県 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 いまいずみせいき ㈱今泉精機 金属機械加工業 http://www imaizumiseiki co jp/index php 22年 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 こがやくひんこうぎょう 古河薬品工業㈱
古河薬品工業株式
会社

http://www kykk co jp/contents/profile/index html 22年 加須市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県 やぎはし (株)八木橋 百貨店 http://www yagihashi co jp/ 18年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰

埼玉県
くまがやのうさんぶつかこう
ぐみあいおおさとこうぼう

熊谷農産物加工組合おおさと工房 農産物加工 18年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰

埼玉県
さいたまりそなぎんこうくま
がやしてん

㈱埼玉りそな銀行熊谷支店 銀行 gr co jp/saitamaresona/ 19年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰

埼玉県
くまがやしょうこうしんようぐ
みあい

熊谷商工信用組合 信用組合 http://www kumashin co jp/ 20年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰

埼玉県 くまがやそうごうびょういん JA埼玉県厚生連 熊谷総合病院 病院 http://www kumasouhp jp/ 20年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰

埼玉県
かんとうのうしんけいげか
びょういん

(医)啓清会 関東脳神経外科病院 病院 http://www kantounouge com/ 21年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰

埼玉県 さいたまけんしんようきんこ 埼玉縣信用金庫 信用金庫
http://www saishin co jp/

21年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰

埼玉県 ばいりんどう ㈱梅林堂 和菓子製造販売 http://www bairindo co jp/ 21年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰

埼玉県 とうまびょういん (医)藤和会 藤間病院 病院 http://www ksky ne jp/~tomaadmi/ 22年 熊谷市 男女共同参画推進事業所表彰

埼玉県
ぐりーんふぉれすとびれっじ
（ぐりーんふぉれすと ぐりー

グリーンフォレストビレッジ（グリーンフォレスト㈱、グ
リーンフォレストケア㈱）

シニアマンション、
老人ホーム

http://www gfv jp/ 22年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰

埼玉県 さいたまじけいびょういん 社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院 病院 http://www jikei or jp/ 23年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰

埼玉県
むさしのぎんこうくまがやし
てん

㈱武蔵野銀行 熊谷支店 銀行
http://www musashinobank co jp/

23年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰



埼玉県 めろーど ㈲メロード
レストラン、加工、花
き、物産

23年 熊谷市 熊谷市男女共同参画推進表彰

千葉県 あくてぃぶぶれいんず (株)アクティブブレインズ
システム導入に関
するコンサルテー

http://www active-b co jp/gaiyou html 17年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ支援賞

千葉県 おおさとそうごうかんり 大里綜合管理(株) 不動産管理業 http://www ohsato co jp/ 20年 内閣府 千葉県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

千葉県
たいこうかい あびことうほう
びょういん

医療法人社団太公会 我孫子東邦病院 医療・福祉 http://www abikotoho org 22年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

千葉県 きっこーまん キッコーマン(株) 食料品製造業 http://www kikkoman co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo1 html#1

千葉県 ふたばでんしこうぎょう 双葉電子工業(株) ディスプレイ機器 http://www futaba co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

千葉県
せいかつきょうどうくみあい
ちばこーぷ

生活協同組合ちばコープ 生活協同組合 http://chiba coopnet jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

千葉県
せいかつきょうどうくみあい
ちばこーぷ

生活協同組合ちばコープ 生活協同組合 http://chiba coopnet jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo5 html#2

千葉県 こころ (株)ココロ ロボット開発 http://www kokoro-dreams co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

千葉県 ちばぎんこう (株)千葉銀行 銀行 http://www chibabank co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

千葉県 じゃすこ ジャスコ(株) 各種商品小売業 http://www aeon info/jusco/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/general/seido/koy
ou/kintou/jyusyou00 html

千葉県 けーいーえふ ケーイーエフ(株) ゴム製品製造業 http://www kef co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/0105/h052
5-2a html

千葉県 ちばこうぎょうぎんこう (株)千葉興業銀行 銀行 http://www chibakogyo-bank co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

千葉県 こうくうしゅうはいさーびす 航空集配サービス(株) 運送 http://www shuhai co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

千葉県 ちばこうぎょうぎんこう (株)千葉興業銀行 銀行業 http://www chibakogyo-bank co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2004/05/h
0528-3b html#2-1

千葉県 すぎやきんぞくこうぎょう 杉谷金属工業(株) 鋳物製造 http://www sugitani co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

千葉県
にっさんぷりんすちばはん
ばい

日産プリンス千葉販売(株) 自動車販売 http://www nissan-prince-chiba co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

千葉県 ほてるおーくらとうきょうべい (株)ホテルオークラ東京ベイ ホテル http://www okuratokyobay net/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

千葉県 まるきんいんさつ 丸金印刷(株) 印刷、紙器加工 http://www marukin-print co jp/index nf html 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

千葉県 みにすとっぷ ミニストップ(株) 卸売業・小売業 http://www ministop co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

千葉県 ちばぎんこう (株)千葉銀行 銀行業 http://www chibabank co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

千葉県 ほてるおーくらとうきょうべい (株)ホテルオークラ東京ベイ ホテル業 http://www okuratokyobay net/ 18年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 県知事賞

千葉県 けいようぎんこう (株)京葉銀行 銀行業 http://www keiyobank co jp/ 18年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 奨励賞

千葉県 ちばこうぎょうぎんこう (株)千葉興業銀行 銀行業 http://www chibakogyo-bank co jp/ 18年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 県知事賞

千葉県 ちばぎんこう (株)千葉銀行 銀行業 http://www chibabank co jp/ 18年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 県知事賞

千葉県 まるきんいんさつ 丸金印刷(株) 印刷業 http://www marukin-print co jp/index html 18年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 奨励賞

千葉県
せいかつきょうどうくみあい
ちばこーぷ

生活協同組合ちばコープ 総合商品小売業 http://chiba coopnet jp/ 18年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 県知事賞

千葉県
にっさんぷりんすちばはん
ばい

日産プリンス千葉販売(株)
自動車販売及び整
備業

http://www nissan-prince-chiba co jp/ 18年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 奨励賞

千葉県 いけあじゃぱん イケアジャパン(株)船橋店 小売業 http://www ikea com/jp/ja/ 19年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 県知事賞

千葉県 おおさとそうごうかんり 大里綜合管理(株) 不動産業 http://www ohsato co jp/ 19年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 奨励賞

千葉県 どこもしょっぷつだぬまてん ドコモショップ津田沼店 サービス業 http://tsudanuma chiba-ds com/ 20年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 奨励賞

千葉県
なりたこくさいくうこうしんこう
きょうかい

（財）成田国際空港振興協会 サービス業 20年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 奨励賞

千葉県 えぬあいでい・あいえす (株)Ｎ Ｉ Ｄ ・ Ｉ Ｓ
情報処理サービス
業

http://www nidis co jp/ 21年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 県知事賞

千葉県 だいわりーすちばしてん 大和リース(株)千葉支店 建設業 http://www daiwalease co jp/shiten/chiba/index html 21年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 奨励賞

千葉県 ごいびょういん 医療法人 芙蓉会 五井病院 医療業 http://www goi-hospital com/ 22年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 奨励賞

千葉県 じゅえるはま （株）ジュエルはま
貴金属・装飾品の
小売

http://www jewel-hama co jp/index html 22年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 奨励賞

千葉県
やままんかぶしきがいしゃ
ゆーかりがおかしてん

山万（株）ユーカリが丘支店
住宅販売・住宅環
境整備等

http://www yamaman co jp/ 22年 千葉県 千葉県男女共同参画推進事業所表彰 奨励賞

千葉県 ぱそな・かしわ (株)パソナ・柏 人材派遣 http://www pasona co jp/job/area/kashiwa html 18年 千葉県 柏市 働く男女（ひと）と家庭に優しい企業表彰

千葉県 たかしまやかしわてん (株)髙島屋柏店 百貨店業 http://www takashimaya co jp/?header 18年 千葉県 柏市 働く男女（ひと）と家庭に優しい企業表彰

千葉県
とうきょうでんりょくちばして
んとうかつししゃ

東京電力(株)千葉支店東葛支社 電気業 19年 千葉県 柏市 働く男女（ひと）と家庭に優しい企業表彰

千葉県
とうきょうじどうきかいせいさ
くしょかしわこうじょう

(株)東京自働機械製作所柏工場
一般各種自動包装
機械等製造

http://www tam-tokyo co jp/ 19年 千葉県 柏市 働く男女（ひと）と家庭に優しい企業表彰

千葉県 そごうかしわてん (株)そごう柏店 百貨店業 http://www2 sogo-gogo com/usrinfo/index html 20年 千葉県 柏市 働く男女（ひと）と家庭に優しい企業表彰

千葉県 つづき (株)ツヅキ
衣類の補正・リ
フォーム

http://www tsuzuki-y co jp/index html 20年 千葉県 柏市 働く男女（ひと）と家庭に優しい企業表彰

千葉県
にっかういすきーかしわこう
じょう

ニッカウヰスキー(株)柏工場 酒類製造業 20年 千葉県 柏市 働く男女（ひと）と家庭に優しい企業表彰

千葉県
けいようがすほくぶえいぎょ
うせつびせんたー

(株)京葉ガス北部営業設備センター 都市ガス事業 http://www keiyogas co jp/cont/top/ 21年 千葉県 柏市 働く男女（ひと）と家庭に優しい企業表彰

千葉県 さんき （株）三喜 衣料品販売 http://www fi-sanki co jp/ 22年 千葉県 柏市 働く男女（ひと）と家庭に優しい企業表彰

東京都 ふろーれんす （特非）フローレンス
特定非営利活動法
人

http://www florence or jp/ 20年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ支援賞

東京都 かたりば （特非）カタリバ
特定非営利活動法
人

http://www katariba net/ 21年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞

東京都 とうしば (株)東芝
電気機械器具製造
業

http://www toshiba co jp/index j3 htm 20年 内閣府 東京都 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣総理大臣表彰

東京都 あいぽーとすてーしょん （特非）あい・ぽーとステーション
特定非営利活動法
人

http://www ai-port jp/index2 html 20年 内閣府 東京都 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣総理大臣表彰

東京都 ぜんこくさとおやかい （財）全国里親会 財団法人 http://www zensato or jp/ 20年 内閣府 東京都 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

東京都
おんしざいだんぼしあいいく
かい

（社福）恩陽財団母子愛育会 社会福祉法人 http://www boshiaiikukai jp/index html 20年 内閣府 東京都 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

東京都
じどうぎゃくたいぼうしぜんこ
くねっとわーく

（特非）児童虐待防止全国ネットワーク
特定非営利活動法
人

http://www geocities jp/zenkokunet1/ 20年 内閣府 東京都 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

東京都 べねっせこーぽれーしょん 株式会社ベネッセコーポレーション サービス業 http://www.benesse.co jp/ 22年 内閣府 子ども若者育成・子育て支援功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰



東京都 かてな カテナ(株) 情報通信業 http://www catena co jp/corporate/index htm 18年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

東京都 すいどうまっぴんぐしすてむ 水道マッピングシステム(株) 情報通信業 http://www ams-k co jp/ 19年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

東京都 すこやか （有）すこやか 医療，福祉 http:/ homepage2 nifty com/ ukoyakah me kaish jigyou html 21年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

東京都 てんせいかい （財）天誠会 医療・福祉 http://www tenseikai or jp 22年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

東京都 してぃばんく、えぬ・えい シティバンク,エヌ・エイ東京支社 金融 http://www citibank co jp/ja/index html 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 みつこし (株)三越 百貨店 http://www mitsukoshi co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 とうぶひゃっかてんほんてん (株)東武百貨店本店 百貨店 http://www tobu-dept jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 にほんでんき 日本電気(株)
電気機械器具製造
業

http://www nec co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo3 html#1

東京都 やまたけ (株)山武 システム機器 http://jp yamatake com/index html 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 ふじぜろっくす 富士ゼロックス(株)
情報通信機械器具
製造業

http://www fujixerox co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo4 html#1

東京都 いとーよーかどう (株)イトーヨーカ堂 小売 http://www itoyokado co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 えとわーるかいと (株)エトワール海渡 衣料 http://www etoile co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 おだきゅうひゃっかてん (株)小田急百貨店 百貨店 http://www odakyu-dept co jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 かおう 花王(株) 化学工業 http://www kao co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo6 html#1

東京都 いんてーじ (株)インテージ
マーケティングリ
サーチ

http://www intage co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 みつびししんたくぎんこう 三菱信託銀行(株) 信託銀行 http://www tr mufg jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 とうしば (株)東芝
電気機械器具製造
業

http://www toshiba co jp/index j3 htm 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/houdou/2
005/09/h0929-1a html

東京都 そにー ソニー(株)
電気機械器具製造
業

http://www sony co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/houdou/2
005/09/h0929-1a html

東京都 みずほいんべすたーず みずほインベスターズ証券(株) 証券 https://www mizuho-isec co jp/index html 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 だいにほんいんさつ 大日本印刷(株) 印刷 http://www dnp co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 すみともすりーえむ 住友スリーエム(株)
化学製品製造・販
売業

http://solutions 3m com/ja JP/WW/Country/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/houdou/2
006/09/h0925-1a html

東京都 にほんゆうせん 日本郵船(株) 運輸 http://www nykline co jp/index flash htm 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 にほんあい・びー・えむ 日本アイ・ビー・エム(株) 電気機器 http://www ibm com/jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/general/seido/koy
ou/kintou/jyusyou99 html

東京都 しせいどう (株)資生堂 化学工業 http://www shiseido co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/general/seido/koy
ou/kintou/jyusyou00 html

東京都 あさひかせい 旭化成(株) 総合化学 http://www asahi-kasei co jp/asahi/jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/0105/h052
5-2b html

東京都 てるも テルモ(株) 医療機器 http://www terumo co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

東京都 にちれい (株)ニチレイ 食料品製造業 http://www nichirei co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2002/05/h
0524-6b html

東京都 にほんあい・びー・えむ 日本アイ・ビー・エム(株) 情報サービス業 http://www ibm com/jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣 優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2003/05/h
0528-1b html#a

東京都 すみともすりーえむ 住友スリーエム(株) 化学工業 http://solutions 3m com/ja JP/WW/Country/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2003/05/h
0528-1b html#1

東京都
いんたーねっとそうごうけん
きゅうじょ

(株)インターネット総合研究所 ＩＴ http://www iri co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

東京都 もりながせいか 森永製菓(株) 食品 http://www morinaga co jp/index html 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 とっぱんいんさつ 凸版印刷(株) 印刷 http://www toppan co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都
にっこうこーでぃあるしょうけ
ん

日興コーディアル証券(株) 証券 http://www nikko co jp/index html 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 たからいんさつ 宝印刷(株) 印刷 http://www takara-print co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 しせいどう (株)資生堂 化学工業 http://www shiseido co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣 優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2004/05/h
0528-3b html#1-1

東京都
えぬ・てぃ・てぃ・こみゅに
けーしょんず

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 通信業 http://www ntt com/index-j html 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2004/05/h
0528-3b html#2-2

東京都 おりえんとこーぽれーしょん (株)オリエントコーポレーション
総合あっせん、信用
保証

http://www orico co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 しんせいぎんこう (株)新生銀行 銀行 http://www shinseibank com/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 そんぽじゃぱん (株)損保ジャパン 保険 http://www sompo-japan co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都
じーいーよこかわめでぃかる
しすてむ

ジーイー横河メディカルシステム(株) 医療機器 http://japan gehealthcare com/cwcjapan/static/index html 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都
じーいーきゃぴたるりーしん
ぐ

ジーイーキャピタルリーシング(株) 物品賃貸業 http://www gecl co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2005/05/h
0530-2b html#1

東京都 じぇーしーびー (株)ジェーシービー クレジットカード http://www jcb co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 みずほこーぽれーとぎんこう (株)みずほコーポレート銀行 銀行 http://www mizuhocbk co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都
みずほふぃなんしゃるぐるー
ぷ

(株)みずほフィナンシャルグループ 銀行持株会社 http://www mizuho-fg co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 りこー (株)リコー 電気機器 http://www ricoh co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞



東京都
じょんそん・えんど・じょんそ
んかぶしきかいしゃめでぃか
るかんぱにー

ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)メディカルカンパニー 医療機器 http://www jnj co jp/jjmkk/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 みずほしょうけん みずほ証券(株) 証券、金融 http://www mizuho-sc com/ja/index html 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 みずほしんたくぎんこう みずほ信託銀行(株) 信託銀行 http://www mizuho-tb co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 いとうちゅうしょうじ 伊藤忠商事(株) 商社 http://www itochu co jp/main/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都
みついすみともかいじょうか
さいほけん

三井住友海上火災保険(株) 保険 http://www ms-ins com/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 とうきょうでんりょく 東京電力(株) 電力供給 http://www tepco co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 にっさんじどうしゃ 日産自動車(株) 自動車 http://www nissan co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 ゆにくろ (株)ユニクロ 衣料 http://www uniqlo com/jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都
みつびしとうきょうゆーえふ
じぇーぎんこう

(株)三菱東京ＵＦＪ銀行 銀行 http://www bk mufg jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都
だいわしょうけんぐるーぷほ
んしゃ

(株)大和証券グループ本社 証券 http://www daiwa-grp jp/index cfm 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都
みずほいんべすたーずしょ
うけん

みずほインベスターズ証券(株) 証券 https://www mizuho-isec co jp/index html 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 しんにほんせきゆ 新日本石油(株) 石油 http://www eneos co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 だいわしょうけん 大和証券(株) 証券、金融 http://www daiwa jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都
だいわしょうけんえすえむ
びーしー

大和証券エスエムビーシー(株) 証券 http://www daiwasmbc co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 にほんむせん 日本無線(株) 情報通信機器製造 http://www jrc co jp/jp/index html 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

東京都 にほんむせん 日本無線(株) 情報通信機器製造 http://www jrc co jp/jp/index html 21年 宮城県 いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰 女性の登用部門優秀賞

東京都 さとー (株)サトー 磁気関連機器 http://www sato co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

東京都 みついすみともぎんこう (株)三井住友銀行 銀行 http://www smbc co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

東京都 きょうどういんさつ 共同印刷(株) 製造業 http://www kyodoprinting co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

東京都 みずほぎんこう (株)みずほ銀行 金融業・保険業 http://www mizuhobank co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

東京都
みつびしゆーえふじぇいしん
たくぎんこう

三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 金融業・保険業 http://www tr mufg jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

東京都 べねっせこーぽれーしょん (株)ベネッセコーポレーション 教育・出版業 http://www benesse co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 厚生労働大臣 優良賞
http://www.mhlw.go jp/houdou/2
008/09/dl/h0924-1a.pdf

東京都 だいわしょうけん 大和証券(株) 金融業・保険業 http://www daiwa jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門厚生労働大臣優良賞
http://www.mhlw.go jp/houdou/2
009/10/dl/h1001-3a.pdf

東京都 あいおいそんがいほけん あいおい損害保険(株) 金融業・保険業 http://www ioi-sonpo co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

東京都 みずほじょうほうそうけん みずほ情報総研(株) 情報通信業 http://www mizuho-ir co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

東京都 みついかがく 三井化学(株) 製造業 http://jp mitsuichem com/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

東京都 にほんあい・びー・えむ 日本アイ・ビー・エム(株) 情報システム業 http://www ibm com/jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 厚生労働大臣優良賞
www mhlw go jp/stf/houdou/2r98
52000000sww8 html

東京都
あさひせいめいほけんそう
ごがいしゃ

朝日生命保険相互会社 金融業・保険業 http://www asahi-life co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 厚生労働大臣優良賞
www mhlw go jp/stf/houdou/2r98
52000000sww8 html

東京都
すみともせいめいほけんそ
うごがいしゃ

住友生命保険相互会社 金融業・保険業 http://www sumitomolife co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 厚生労働大臣優良賞
www mhlw go jp/stf/houdou/2r98
52000000sww8 html

東京都 とうきょうでんりょく 東京電力(株)
電気・ガス・熱供給・
水道業

http://www tepco co jp/index-j html 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 厚生労働大臣優良賞
www mhlw go jp/stf/houdou/2r98
52000000sww8 html

東京都
みつびしゆーえふじぇいしん
たくぎんこう

三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 金融業・保険業 http://www tr mufg jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 厚生労働大臣優良賞
www mhlw go jp/stf/houdou/2r98
52000000sww8 html

東京都 あすてらすせいやく アステラス製薬(株) 製造業 http://www astellas com/jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 都道府県労働局長優良賞

東京都 そにー ソニー(株)
電気機械器具製造
業

http://www sony co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 都道府県労働局長優良賞

東京都 だいいちせいめいほけん 第一生命保険(株) 金融業・保険業 http://www dai-ichi-life co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 都道府県労働局長優良賞

東京都
とうきょうかいじょうにちどう
かさいほけん

東京海上日動保険(株) 金融業・保険業 http://www tokiomarine-nichido co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 都道府県労働局長優良賞

東京都 にほんあい・びー・えむ 日本アイ・ビー・エム(株) サービス業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 厚生労働大臣 優良賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/kintou/dl/jyusyou07

東京都 さのふぃ・あべんてぃす サノフィ・アベンティス(株) 製造業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 ファミリー・フレンドリー部門厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/kintou/dl/jyusyou07

東京都
みつびしゆーえふじぇいしん
たくぎんこう

三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 金融業，保険業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 ファミリー・フレンドリー部門厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/kintou/dl/jyusyou07

東京都 だいいちせいめいほけん 第一生命保険(株) 金融業，保険業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

東京都
とうきょうかいじょうにちどう
かさいほけん

東京海上日動火災保険(株) 金融業，保険業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

東京都 ぽけっとかーど ポケットカード(株) 金融業，保険業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

東京都 みずほじょうほうそうけん みずほ情報総研(株) サービス業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

東京都 みつびしれいよん 三菱レイヨン(株) 製造業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

東京都 ふじでんき 富士電機(株) 製造業 http://www fujielectric co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

東京都 れなうん (株)レナウン 卸売業，小売業 http://www renown com/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

東京都 だいいちせいめいほけん 第一生命保険株式会社 保険業 http://www dai-ichi-life co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門厚生労働大臣優
良賞

tp://www mhlw go p/g n ral/s ido koyou k nt u/ l j usy u0 h 3b pdf

東京都 だいいちさんきょう 第一三共株式会社 製造業 http://www daiichisankyo co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

東京都 あいえすえふねっと 株式会社アイエスエフネット 情報通信業 http://www isfnet co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

東京都 あすてらすせいやく アステラス製薬株式会社 製造業 http://www astellas com/jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

東京都 しんえいこうぎょう 新栄工業(株) 製造業 http://www shin-ei-kk jp/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 ふじこくさいりょこうしゃ (株)富士国際旅行社
サービス業（他に分
類されないもの）

http://www fits-tyo com/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 あい・あい・えむ (株)アイ・アイ・エム 情報通信業 http://www iim co jp/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 てぃーふぉーしー (株)Ｔ４Ｃ 情報通信業 http://www t4c co jp/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 ふぉーねっとしゃ (株)フォーネット社 製造業 http://www fournetsha co jp/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 いんでっくす (株)インデックス
サービス業（他に分
類されないもの）

http://www index-inc co jp/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都
いんふぉてっく・おぶ・ざ・ね
くすと

インフォテック・オブ・ザ・ネクスト(株) 情報通信業 http://www iftc-ithd co jp/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業 現在、別名称で活動



東京都 きたはらこくさいびょういん 医療法人社団ＫＮＩ北原国際病院 医療・福祉 http://kitaharahosp com/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 とうきょうこんさると (株)東京コンサルト 情報通信業 http://www tokon co jp/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 とらいあんふ (株)トライアンフ
サービス業（他に分
類されないもの）

http://www triumph98 com/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 けいえいしえん (株)経営支援
サービス業（他に分
類されないもの）

http://www keiei-shien co jp/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 ひゅーまんしすてむ (株)ヒューマンシステム 情報通信業 http://www humansystem com/ 20年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 みょうとく (株)妙徳 製造業 http://www convum co jp/ 21年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 ぶようがす 武陽ガス(株)
電気・ガス・熱供給・
水道業

http://www buyo-gas co jp/ 21年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 ふろーれんす ＮＰＯ法人フローレンス
サービス業（他に分
類されないもの）

http://www florence or jp/ 21年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 いーうぇる (株)イーウェル
サービス業（他に分
類されないもの）

http://www ewel co jp/ 21年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都
でじたる・いんふぉ・ぷろ
でゅーす

(株)デジタル・インフォ・プロデュース 情報通信業 http://www dip ne jp/ 21年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 とらうべ (株)とらうべ
学術研究・専門・技
術サービス業

http://www traube co jp/ 21年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 とーりつ (株)トーリツ 医療・福祉 http://www to-ritsu co jp/ 21年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 げてぃんげ・じゃぱん ゲティンゲ・ジャパン(株) 卸売業・小売業 http://www getinge co jp/ 21年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 けあ・ぷらんにんぐ (有)ケア・プランニング 医療・福祉 http://www best-kaigo com/ 21年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 ばんびほいくえん バンビ保育園 医療・福祉 http://www npo-it com/bannbi-2/ 21年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 えす・えー・えす エス・エー・エス(株) 情報通信業 http://sas-com com/ 22年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 こすげ 小菅(株) 卸売・小売業 http://kosuge-jp com/ 22年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 つなぐ・そりゅーしょんず (株)ツナグ・ソリューションズ
サービス業（他に分
類されないもの）

http://www tsunagu co jp/ 22年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 けい・しすてむ ケイ・システム(株)
サービス業（他に分
類されないもの）

http://www ksys-qp jp/ 22年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 だんくそふと (株)ダンクソフト 情報通信業 http://www dunksoft com/ 22年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都
とくせいかいはちおうじさん
のうびょういん

医療法人社団徳成会八王子山王病院 医療・福祉 http://www tmg or jp/hachioji/ 22年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 べあーず (株)ベアーズ
生活関連サービス
・娯楽業

http://www happy-bears com/ 22年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都
けんこうかいとうきょうびょう
いん

医療法人財団健貢会東京病院 医療・福祉 http://www tokyo-hospital com/ 22年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 こだとけいえい (株)古田土経営
サービス業（他に分
類されないもの）

http://www kodato com/ 22年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 そふとかいはつ (株)ソフト開発 情報通信業 http://www softkaihatsu co jp/ 22年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 けんうっどえんじにありんぐ （株）ケンウッドエンジニアリング
学術研究・専門・技
術サービス業

http://www kenwood-eng co jp/ 23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 ふろんてぃあ フロンティア（株）
サービス業（他に分
類されないもの）

http://www frontier-sp jp/ 23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 みなとしびる 港シビル（株） 建設業 http://www minato-civil jp/ 23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 ぜねっと （株）ゼネット 情報通信業 http://www zenet-web co jp/ 23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 かみおきねんびょういん 医療法人財団神尾記念病院 医療・福祉 http://www kamio org/ 23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 くららおんらいん （株）クララオンライン 情報通信業 http://www clara co jp/ 23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都
じせいかいとうじゅんびょう
いん

特別医療法人社団慈生会等潤病院 医療・福祉 http://www tohjun com/ 23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都
ふこくしんらいせいめいほけ
ん

フコクしんらい生命保険（株） 金融業・保険業 http://www fukokushinrai co jp/ 23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 ゆめみ （株）ゆめみ 情報通信業 http://yumemi co jp/ 23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 きゃりあ・まむ （株）キャリア・マム 情報通信業 http://www c-mam co jp/ 23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 さくしーど （株）サクシード 情報通信業
http://www succeed gr jp/succeed/index
php

23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 すこやか （有）すこやか 医療・福祉
http://homepage2 nifty com/sukoyakahom
e/index html

23年 東京都 東京ワークライフバランス認定企業

東京都 あさひかせいあみだす 旭化成アミダス株式会社
サービス業
(人材派遣業)

http://www amidas co jp/ 21年 東京都 中央区 中央区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定
http://genki365.net/gnkc09/pub/
sheet php?id=1400

東京都 だんくそふと 株式会社ダンクソフト 情報通信業 http://www dunksoft com/ 21年 東京都 中央区 中央区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定
http://genki365.net/gnkc09/pub/
sheet php?id=1380

東京都 とうきょうこんさると 株式会社東京コンサルト 情報通信業 http://www tokon co jp/ 21年 東京都 中央区 中央区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定
http://genki365.net/gnkc09/pub/
sheet php?id=2180

東京都 にほんえヴぃくさー 日本エヴィクサー株式会社
パッケージソフト
ウェア開発

http://www evixar com/jp/ 21年 東京都 中央区 中央区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定
http://genki365.net/gnkc09/pub/
sheet php?id=1420

東京都
はんしんとらべるいんたーな
しょなる

阪神トラベル･インターナショナル株式会社
サービス業（他に分
類されないもの）

http://hanshin-travelintl com/ 21年 東京都 中央区 中央区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定
http://genki365.net/gnkc09/pub/
sheet php?id=1440

東京都 いとうちゅうかみぱるぷ 伊藤忠紙パルプ株式会社 卸売業 http://www itcpp co jp/index html 22年 東京都 中央区 中央区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定
http://genki365.net/gnkc09/pub/
sheet php?id=2940

東京都
だいいちせいめいかーど
さーびす

第一生命カードサービス株式会社 金融業 22年 東京都 中央区 中央区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定
http://genki365.net/gnkc09/pub/
sheet php?id=2920

東京都 つなぐ・そりゅーしょんず 株式会社ツナグ・ソリューションズ
サービス業（他に分
類されないもの）

http://www tsunagu co jp/index html 22年 東京都 中央区 中央区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定
http://genki365.net/gnkc09/pub/
sheet php?id=2960

東京都 みなとしびる 港シビル(株) 建設業 http://www minato-civil jp/ 22年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 働きやすい職場環境づくり分野

東京都 にっせつ (株)日設 建設業 http://www nisetu co jp/ 22年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 働きやすい職場環境づくり分野

東京都 りょうねつとうきょうししゃ (株)菱熱東京支社 建設業 http://www ryonetsu co jp/ 22年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 働きやすい職場環境づくり分野

東京都 おきでんきぼうさい 沖電気防災(株) 建設業・製造業 http://www okibo co jp/ 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 子育て支援分野、介護支援分野、働きやすい職場環境づくり分野

東京都 ぐらふぃっく・めいと (有)グラフィック・メイト サービス業 http://graphicmate blog17 fc2 com/ 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 子育て支援分野、働きやすい職場環境づくり分野

東京都 ひゅーまんしすてむ (株)ヒューマンシステム 情報通信業 http://www humansystem com/ 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 子育て支援分野、働きやすい職場環境づくり分野

東京都 ぐりーばる (株)グリーバル 建設業 http://www greeval co jp/ 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 子育て支援分野、働きやすい職場環境づくり分野

東京都 わーく・らいふばらんす (株)ワーク・ライフバランス サービス業 http://www work-life-b com/ 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 子育て支援分野、働きやすい職場環境づくり分野

東京都 とよくにでんきこうぎょう 豊国電気工業(株) 建設業 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 子育て支援分野

東京都 だぶるすたっふぃんぐ (株)ダブルスタッフィング サービス業 http://www w-staffing co jp/index html 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 子育て支援分野

東京都 あごら・そふと (株)アゴラ・ソフト 情報通信業 http://www agora-soft co jp/index html 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 働きやすい職場環境づくり分野

東京都
やしまでんぎょうしゃひがし
とうきょうえいぎょうしょ

(株)八洲電業社東東京営業所 建設業 http://www yashima-dengyosha co jp/ 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 働きやすい職場環境づくり分野

東京都 えす・えー・えす エス・エー・エス(株) 情報通信業 http://www sas-com com/ 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 働きやすい職場環境づくり分野



東京都 たいようすぽーつしせつ 太陽スポーツ施設(株) 建設業 http://www taiyo-sports co jp/ 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 働きやすい職場環境づくり分野

東京都 みなとしびる 港シビル(株) 建設業 http://www minato-civil jp/ 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 働きやすい職場環境づくり分野

東京都 にっせつ (株)日設 建設業 http://www nisetu co jp/ 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 働きやすい職場環境づくり分野

東京都 りょうねつとうきょうししゃ (株)菱熱東京支社 建設業 http://www ryonetsu co jp/ 23年 東京都 港区 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 働きやすい職場環境づくり分野

東京都
じぇいあーるひがしにほんり
てーるねっと

(株)ＪＲ東日本リテールネット 卸売・小売 http://www j-retail co jp/ 22年 東京都 新宿区 新宿区ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰 ワーク・ライフ・“ベスト”バランス賞 経営トップによる社内外へのワーク・ライフ・バランス推進の積極的な発

東京都 しすけあ ㈱シスケア 介護コンサル http://www syscare co jp 22年 東京都 新宿区 新宿区ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰 ワーク・ライフ・バランス アイディア賞 グループウェアの活用による自宅からの業務進捗状況の把握等

東京都
せでぃなとうきょうえいぎょう
とうかつぶ

(株)セディナ 東京営業統括部（新宿オフィス） クレジットカード業務 http://www cedyna co jp/ 21年 東京都 新宿区 新宿区ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰 ワーク・ライフ・“ベスト”バランス賞
経営陣、人事部が両輪となった
ワーク・ライフ・バランス推進体制

東京都
わせだだいがくせいかつきょ
うどうくみあい

早稲田大学生活協同組合 大学生活協同組合 http://www wcoop ne jp/ 21年 東京都 新宿区 新宿区ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰 ワーク・ライフ・バランス アイディア賞
ワーク・ライフ・バランス「ベスト
パーソン賞」の実施等

東京都 しょうえいふどうさん 正栄不動産(株) 不動産業 http://www shoei-rd co jp/ 21年 東京都 新宿区 新宿区ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰 ワーク・ライフ・バランス特別賞 男性従業員の介護休業取得実績等

東京都 いーたれんとばんく (株)イータレントバンク 情報通信業 http://www e-talentbank co jp/ 21年 東京都 新宿区 新宿区ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰 ワーク・ライフ・バランス特別賞
経営者自身の育児体験談を語る
勉強会の開催等

東京都 さいぼうず サイボウズ(株)
インターネット/イン
トラネット用ソフト

http://cybozu co jp/ 23年 東京都 文京区 文京区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定
仕事と家庭の両立支援や男女が共に働きやすい職場環境づく
りなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に
向けた取組みを行う企業

東京都 ふじつうまーけてぃんぐ (株)富士通マーケティング 情報・通信 http://www fjm fujitsu com/ 23年 東京都 文京区 文京区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定
仕事と家庭の両立支援や男女が共に働きやすい職場環境づく
りなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に
向けた取組みを行う企業

東京都 のびてく (株)ノビテク 教育・研修 http://www nobetech co jp/ 23年 東京都 文京区 文京区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定
仕事と家庭の両立支援や男女が共に働きやすい職場環境づく
りなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に
向けた取組みを行う企業

東京都
にっぽんこうあすまいるきっ
ず

一般財団法人 日本興亜スマイルキッズ 児童福祉事業 http://www nk-smilekids or jp/ 23年 東京都 文京区 文京区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定
仕事と家庭の両立支援や男女が共に働きやすい職場環境づく
りなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に
向けた取組みを行う企業

東京都 じゅんてんどう 学校法人 順天堂 教育・診療 http://www juntendo ac jp/ 23年 東京都 文京区 文京区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定
仕事と家庭の両立支援や男女が共に働きやすい職場環境づく
りなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に
向けた取組みを行う企業

東京都 ながしまいかきかい 永島医科器械(株)
業務用機械器具製
造業（医療用機械

http://www nagashima-medical co jp/ 23年 東京都 文京区 文京区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定
仕事と家庭の両立支援や男女が共に働きやすい職場環境づく
りなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に
向けた取組みを行う企業

東京都 じーえむしー (株)ジーエムシー 建物総合管理 http://www gmc-builkanri co jp/ 23年 東京都 文京区 文京区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定
仕事と家庭の両立支援や男女が共に働きやすい職場環境づく
りなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に
向けた取組みを行う企業

東京都 ぜんにほんがーどしすてむ (株)全日本ガードシステム 警備業務全般 http://www ags-keibi co jp/ 23年 東京都 文京区 文京区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定
仕事と家庭の両立支援や男女が共に働きやすい職場環境づく
りなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に
向けた取組みを行う企業

東京都 たかはしこうぎょう 高橋工業(株) ビルメンテナンス業 http://tkk-bm co jp/ 23年 東京都 文京区 文京区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定
仕事と家庭の両立支援や男女が共に働きやすい職場環境づく
りなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に
向けた取組みを行う企業

東京都 まるよし (株)マルヨシ 鞄袋物製造販売 http://www maruyoshi-bag jp/ 23年 東京都 文京区 文京区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定
仕事と家庭の両立支援や男女が共に働きやすい職場環境づく
りなど、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に
向けた取組みを行う企業

東京都 はーとらいふ (株)ハートライフ 医療機器販売業 http://www hlcg co jp 19年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 先進事業者賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/031809 html

東京都 ひの (株)日野 測量・土木設計 http://c-hino jp/index html 19年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 奨励賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/031809 html

東京都
ざいりょうかがくぎじゅつしん
こうざいだん

（財）材料科学技術振興財団 受託分析業務 http://www mst or jp/ 20年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 先進事業者賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/031807 html

東京都 しまだでんきせいさくしょ (株)島田電機製作所 製造業 http://www shimada cc/jpn html 20年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 女性登用先進事業者賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/031807 html

東京都 ぶりっじいんたーなしょなる ブリッジインターナショナル(株) 情報サービス業 http://www bridge-g com/ 21年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 先進事業者賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/d00031798 html

東京都 めでぃねっと (株)メディネット 医療支援事業 http://www medinet-inc co jp/index html 21年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 先進事業者賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/d00031798 html

東京都
あどばんすくりやま「しみず
や」

(株)アドバンスクリヤマ「シミズヤ」 食品小売業 http://www food-shimizuya co jp/ 21年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 奨励賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/d00031798 html

東京都 さんげんちゃやびょういん 医療法人社団大坪会三軒茶屋病院 医療機関 http://www sangenjaya-hp net/ 22年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 先進事業者賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/d00031795 html

東京都 しんえいじょうじ (株)信英商事 携帯電話販売業 http://kk-sin-ei jp/ 22年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 先進事業者賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/d00031795 html

東京都
いのうえこうりょうせいぞう
しょ

(株)井上香料製造所 製造業 http://www ino-p com/ 22年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 先進事業者賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/d00031795 html

東京都 せたがやしんようきんこ 世田谷信用金庫 協同組織金融業 http://www shinkin co jp/setagaya 23年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 先進事業者賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/d00036081 html

東京都
いしかわせいさくしょとうきょ
うけんきゅうしょ

（株）石川製作所 東京研究所 機械・精密機器 http://www ishiss co jp/ 23年 東京都 世田谷区 世田谷区男女共同参画先進事業者表彰 先進事業者賞
http://www.city.setagaya.tokyo jp
/030/d00036081 html

東京都 かわきたそうごうびょういん 医療法人財団 河北総合病院 医療機関 http://kawakita or jp/ 18年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 いずみしょうかい (株)泉商会 ガス事業者 http://www izumi-shokai com/ 18年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都
にほんひゅーれっどぱっ
かーど

日本ヒューレッドパッカード(株) ＩＴ事業者 come html#Product 18年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 そうごうけいかくこうぎょう 総合計画工業(株) システム開発 http://spi-sys co jp/ 18年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 さみっと サミット(株) 小売業 http://www summitstore co jp/ 18年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 地域貢献賞

東京都 まいくろそふと マイクロソフト(株) ＩＴ事業者 http://www microsoft com/ja/jp/ 18年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 地域貢献賞

東京都
あどべんちすとかい とう
きょうえいせいびょういん

医療法人財団 アドベンチスト会 東京衛生病院 医療機関 http://www tokyoeisei com/ 19年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 ばるけんきゅうしょ (株)ヴァル研究所 ソフトウェア開発 http://www val co jp/ 19年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 まるみやしょくひんこうぎょう 丸美屋食品工業(株) 食品製造業 http://www marumiya co jp/index html 19年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 こむしすあどばんす コムシスアドバンス(株) 電気通信工事業 http://www comsys-adv co jp/ 19年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 地域貢献賞

東京都 じょしびじゅつだいがく 学校法人 女子美術大学 大学 http://www joshibi ac jp/index html 19年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 地域貢献賞

東京都 よくふうかい （社福）浴風会
保健福祉・医療事
業

http://www yokufuukai or jp/ 19年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 地域貢献賞

東京都 みさわほーむとうきょう ミサワホーム東京(株) 住宅販売業 http://tokyo misawa co jp/ 20年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 にほんひょうじゅん (株)日本標準
教材・教具・教育図
書出版

http://www nipponhyojun co jp/ 20年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 ちゃいるどしゃ (株)チャイルド社
絵本・幼児教材等
販売

http://www.child.co jp/ 20年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 地域貢献賞

東京都 なかざとびょういん 中里医院 医療機関 20年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 地域貢献賞

東京都
ちぎらびょういん いじ・びょ
うごじほいくしつらびっとるー

ちぎら医院 病児・病後児保育室ラビットルーム 病児保育室
http://www.e-doctors-
net com/suginami/chigira/

20年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 地域貢献賞

東京都 いわさきつうしんきき 岩崎通信機器(株)
情報通信機器等の
製造販売業

http://www iwatsu co jp/ 21年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 たじぇーる (株)タジェール 建築設計事務所 http://homepage3 nifty com/taller/ 21年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 はーもにーれじでんす
(株)
ハーモニーレジデンス

ひとり親家庭に特化
した人材紹介業

http://www jinzaijoho jp/ 21年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 みゅーる (株)ミュール
書籍等の編集・デ
ザイン・制作業

www la-mure co jp 21年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 いなげや (株)いなげや 小売業 http://www inageya co jp/ 21年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 地域貢献賞

東京都
ざいだんほうじん にほん
ふぃるはーもにーこうきょう

財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団 財団法人 http://www japanphil or jp/ 22年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞 http://www.suginami-kosodate jp/xoops/modules/column5/index.php

東京都
びぃむ すぽーつ あべにゅ
う かぶしきかいしゃ こうわ

ヴィム スポーツ アヴェニウ 株式会社 幸和企画 スポーツクラブ http://vimsports net/ 22年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都
とっきょぎょうむほうじん き
のしたちてきざいさんじむ

特許業務法人 樹之下知的財産事務所 特許業務法人 http://www kinoshita-pat co jp/ 22年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞



東京都
とくていひえいりかつどうほ
うじん ちゃいるど ふぁんど

特定非営利活動法人 チャイルド・ファンド・ジャパン
特定非営利活動法
人

http://www childfund or jp/ 22年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 ももいでんたるくりにっく 桃井デンタルクリニック 医療機関 http://www momoidental com/ 22年 東京都 杉並区 子育て優良事業者表彰 優良賞

東京都 こいずみでんき 小泉電機(株) 電設資材卸売業 http://www kozumic co jp/ 21年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 こうけんいんさつ 広研印刷(株) 総合印刷業 http://www kohken-l-p co jp/ 21年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 さくらくりにっく さくらクリニック 医療機関 http://www sakura-beauty jp/ 21年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 すがもしんようきんこ 巣鴨信用金庫 金融業 http://www sugamo co jp/index h html 21年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 だいとうさんぎょう 大東産業(株)
工業薬品、医薬品
及び合成樹脂の販
売

21年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 たからいんさつ 宝印刷(株)
ディスクロジャー並
びにＩＲ関連物のコ

http://www takara-print co jp/ 21年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 とくりきけんせつこうぎょう 徳力建設工業(株) 建設請負業 http://www tokuriki net/ 21年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 はくじゅうじ 白十字(株)
１．衛生材料、製
綿、紙綿及び紙綿
製品 医療補助品

http://www hakujuji co jp/ 21年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 とうきょうしんようきんこ 東京信用金庫 金融業 http://www tokyo-shinkin co jp/ 22年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 ぜねっと (株)ゼネット ソフトウェア開発 http://www zenet-web co jp/ 22年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都
きゅうでんこうとうきょうほん
しゃ

(株)九電工東京本社 建設業 http://www kyudenko co jp/index php 22年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 めいゆうびるど (株)メイユウビルド 建築工事業 http://www meiyu-build co jp/ 22年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 てーびーけい (株)テービーケイ
ビルメンテナンス
設備管理
警備業務

22年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 ちいきけいかくれんごう (株)地域計画連合
まちづくり
住宅政策
ア バンデザイン

http://rpi-h jp/ 22年 東京都 豊島区 豊島区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 認定 仕事と育児が両立できる職場環境づくりや男女が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる企業

東京都 わかばけあせんたー 株式会社わかばケアセンター 介護ｻｰﾋﾞｽ事業 http://www wakaba-care co jp/ 23年 東京都 足立区 足立区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業

東京都 うめだびょういん 医療法人財団梅田病院 医療機関 http://www umeda-hp jp/ 22年 東京都 足立区 足立区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業

東京都 たいわこうぎょう 太和工業株式会社 建設･土木工事業 http://www1 odn ne jp/~hah16120/ 22年 東京都 足立区 足立区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業

東京都 たなかけんせつこうぎょう 田中建設工業株式会社 建築物設計施工業 http://tkkk net/ 22年 東京都 足立区 足立区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業

東京都 おーけいえす (株)オーケイエス 治工具等製造業 http://www o-k-s com/ 21年 東京都 足立区 足立区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業

東京都 ばんびほいくえん バンビ保育園 東京都認証保育所
http://www npo-it com/bannbi-
2/index html

21年 東京都 足立区 足立区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業

東京都 まいくろえれべーたー (株)マイクロエレベーター 昇降機設備事業他 http://www micro-ev jp/ 21年 東京都 足立区 足立区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業

東京都 あねす アネス(株) 建設業 http://www anes-corp jp/ 22年 東京都 北区 北区仕事と生活の両立推進企業認定 認定

東京都
じゅうじょうごうせいかがくけ
んきゅうじょ

（株）十條合成化学研究所 製造業 http://www jujo co jp/index html 22年 東京都 北区 北区仕事と生活の両立推進企業認定 認定

東京都 まるはちどけんこうぎょう 丸八土建工業（株） 建設業 http://www maruhachidoken co jp/ 22年 東京都 北区 北区仕事と生活の両立推進企業認定 認定

東京都 だいせん (有)大千 介護 http://www daisen-aozora com/index htm 23年 東京都 江戸川区 江戸川区産業賞 ワーク・ライフ・バランス推進企業表彰 区内唯一のくるみんマークの取得等

東京都
かながわひがしやくるとはん
ばい

神奈川東ヤクルト販売(株) ヤクルト商品の販売 http://keast-yakult.co jp/index.php 20年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都
きょうえいすいみんぐくらぶ
まちだ

(株)協栄スイミングクラブ町田
スイミングスクール
の運営

http://www.kyoeisc.com/ 20年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都 けいえいしえん (株)経営支援
採用支援・営業支
援

http://www.keiei-shien.co jp/ 20年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都 せいきせいさくしょ (株)セイキ製作所
機械伝導装置部品
の製造・販売

http://www.seiki-ss.co jp/index.html 20年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都
さんいかいつるかわこうせい
びょういん

医療法人社団三医会鶴川厚生病院 病院 http://www.tsurukawakousei.or jp/ 20年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都 ひさみどう (株)久美堂
書籍・文具等の販
売

http://www.hisamido.co jp/ 20年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都 わこう (株)和広
鉄道車両用機器の
製造・組立・試験

http://www.wakoh-
h1 co jp/company/index html

20年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都 さんてすとしすてむず (株)サンテストシステムズ
製造業（半導体関
連）

21年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都 そふとかいはつ (株)ソフト開発 ソフトウェア開発 http://www.softkaihatsu.co jp/ 21年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都 たますぷりんぐ (株)多摩スプリング
製造業（スプリング
製造）

http://www.tamaspring.co jp/ 21年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都
ふようかい ふようびょうい
ん

医療法人社団 芙蓉会 ふよう病院 病院 http://fuyou.or jp/machida_byoin/ 21年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都 けい・しすてむ ケイ・システム(株)
経理、労務等業務
の受託 人材派遣

http://www.ksys-qp jp/ 22年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

東京都 さくしーど （株）サクシード ソフトウェア開発
http://www.succeed.gr jp/succeed/index.
php

22年 東京都 町田市 仕事と家庭の両立推進企業賞

神奈川県 びーのびーの （特非）びーのびーの
特定非営利活動法
人

http://www bi-no org/top html 20年 内閣府 神奈川県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣総理大臣表彰

神奈川県 さいかや (株)さいか屋 小売 http://www saikaya co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県 ふぁんける (株)ファンケル 化学、食品 http://www fancl co jp/index html 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県 にほんびくたー 日本ビクター(株) AV製品 http://www jvc-victor co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県 よこはまぎんこう (株)横浜銀行 銀行 http://www boy co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県 ゆうりんどう (株)有隣堂 書店 http://www yurindo co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県
ひたちあいえぬえすそふと
うぇあ

日立ＩＮＳソフトウェア(株) ソフトウェア http://www hitachi-ins com/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県 かながわちゅうおうこうつう 神奈川中央交通(株) 運輸 http://www kanachu co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県
にほんでんきこうくううちゅう
しすてむ

日本電気航空宇宙システム(株) 宇宙・情報システム http://www nas co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県
ぱなそにっくもばいるこみゅ
にけーしょんず

パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株) 通信機器 http://panasonic co jp/pmc/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県 さがみてつどう 相模鉄道(株) 運輸 http://www sotetsu co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県 せいみけみかる セイミケミカル(株) 化学 http://www seimichemical co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県 ふぁんける (株)ファンケル 化学、食品 http://www fancl co jp/index html 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞



神奈川県 ゆうりんどう (株)有隣堂 その他の小売業 http://www yurindo co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/general/seido/koy
ou/kintou/jyusyou99 html

神奈川県 まつしたつうしんこうぎょう 松下通信工業(株) 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県 あつぎ アツギ(株) 衣料 http://www atsugi co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

神奈川県 にほんびくたー 日本ビクター(株) AV製品 http://www jvc-victor co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

神奈川県
グローバル･にゅーくりあ・
ふゅえる・じゃぱん

(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 核燃料製造 http://www gnfjapan com/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

神奈川県 よこはまぎんこう (株)横浜銀行 銀行 http://www boy co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

神奈川県
えぬいーしーえれくとろにく
す

ＮＥＣエレクトロニクス(株) 半導体 http://www necel com/index j html 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

神奈川県 ふじつうわいえふし (株)富士通ワイエフシー 情報通信業 http://jp fujitsu com/group/yfc/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

神奈川県 ふじそふと 富士ソフト(株) 情報通信業 http://www fsi co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

神奈川県
こすとこほーるせーるじゃぱ
ん

コストコホールセールジャパン(株) 卸売業・小売業 http://www costco co jp/index htm 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 都道府県労働局長優良賞

神奈川県 しーあいじぇい (株)CIJ 情報通信業 http://www cij co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 都道府県労働局長優良賞

神奈川県
こすとこほーるせーるじゃぱ
ん

コストコホールセールジャパン(株) 卸売業，小売業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

神奈川県 みつば 株式会社みつば 運輸業 http://www mitsuba-group co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

神奈川県 こぼぎせいさくしょ (株)小保木製作所 製造業 23年 神奈川県 かながわ子ども・子育て支援大賞等表彰（奨励賞） 都道府県知事表彰 従業員の子育て支援

神奈川県 せいれいよこはまびょういん 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 医療・福祉 http://www seirei or jp/yokohama/ 23年 神奈川県 かながわ子ども・子育て支援大賞等表彰（大賞） 都道府県知事表彰 従業員の両立支援

新潟県 しみずしょうじ 清水商事(株) 小売 http://www shimizufood co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

新潟県 おおさかや (株)大阪屋 書籍販売 http://www osakaya co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

新潟県 にいがたさんようでんし 新潟三洋電子(株) 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞
2005年8月1日統合により三洋半導体製造
(株)となる（ホームページ会社概要）

新潟県 にほんせいき 日本精機(株) 計器 http://www nippon-seiki co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

新潟県 にいがたにっぽうしゃ (株)新潟日報社 新聞 http://www niigata-nippo co jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

新潟県 にいがたけんろうどうきんこ 新潟県労働金庫 労働金庫 http://www niigata-rokin or jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

新潟県 いちまさかまぼこ 一正蒲鉾(株) 食品 http://www ichimasa co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

新潟県 だいいちいんさつしょ (株)第一印刷所 印刷 http://www dip co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

新潟県 かしまや (株)加島屋 食品 http://www kashimaya jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

新潟県 だいしぎんこう (株)第四銀行 銀行 http://www daishi-bank co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

新潟県 ありさわせいさくしょ (株)有沢製作所 工業繊維 http://www arisawa co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

新潟県 はくしんどう (株)博進堂 アルバム、印刷 http://www hakushindo jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

新潟県 だいいちいんさつしょ (株)第一印刷所 印刷 http://www dip co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

新潟県 さんあろーかせい サンアロー化成(株) 携帯端末 http://www sunarrow co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

新潟県 りんこーこーぽれーしょん (株)リンコーコーポレーション 総合物流 http://www rinko co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

新潟県 たいこうぎんこう (株)大光銀行 金融業・保険業 http://www taikobank jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

新潟県 はくしんどう (株)博進堂 製造業 http://www hakushindo jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

新潟県 おやなぎけんせつ 小柳建設(株) 建設業 http://n-oyanagi com/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

新潟県 しょうえいいんさつ 昭栄印刷(株) 製造業 http://www shoei-p net/Company html 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

富山県
とやましさくらだにふくしかい
とくべつようごろうじんほー
むびゃっこうえん

（社福）富山市桜谷福祉会 特別養護老人ホーム 白
光苑

医療・福祉 http://www byakkouen jp/ 18年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

富山県
こうれんかいみなみとやまな
かがわびょういん

（医）功連会 南富山中川病院 医療・福祉 20年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

富山県 おーあいこうぎょう オーアイ工業(株) 製造業 http://www oaikogyo co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

富山県
わいけいけいかぶしきかい
しゃくろべじぎょうしょ

ＹＫＫ(株)黒部事業所
ファスニング、建
材、工機

http://www ykk co jp/japanese/index html 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

富山県 いんてっく (株)インテック 総合ＩＴ企業 http://www intec co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

富山県 ちゅーえつ (株)チューエツ 印刷 http://www chuetsu co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

富山県 とやまふじつう (株)富山富士通 ソフトウェア http://jp fujitsu com/group/tfl/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

富山県
ぱなそにっくえれくとろにっく
でばいすとやま

パナソニックエレクトロニックデバイス富山(株)
コンポーネンツ・デ
バイス製造

http://panasonic co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

富山県 ほくりくぎんこう (株)北陸銀行 銀行 http://www hokugin co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

富山県 あさひけんせつ 朝日建設(株) 建設 http://www asahi21 co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

富山県 いしざきさんぎょう 石崎産業(株) 環境、パッケージ http://www izak co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

富山県 とやまだいいちぎんこう (株)富山第一銀行 銀行 http://www first-bank co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

富山県 ゆーしんけんせつ ユーシン建設(株) 建設 http://www yushin-kensetsu co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

富山県 さんこう 三幸(株) ビル管理 http://www sanko-inc co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

富山県 やまさんしょくひんこうぎょう ヤマサン食品工業(株) 食品 http://www yamasanfood co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

富山県 あすてらすとやま アステラス富山(株) 製薬 http://www astellas com/jp/aty/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

富山県
とやまけんせいかつきょうど
うくみあい

富山県生活協同組合 卸売業・小売業 http://www.toyamaken-coop.or jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

富山県 さんきょうたてやまあるみ 三協立山アルミ(株) 製造業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

富山県
わいけいけいびじねすさ
ぽーと

ＹＫＫビジネスサポート株式会社 サービス業 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

富山県 いんてっく (株)インテック 総合ＩＴ企業 http://www intec co jp/ 17年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞



富山県 こうじんかい (医) 弘仁会 魚津緑ヶ丘病院 医療業 http://www umh jp/ 17年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 えーだぶりゅーえす AWS(株) 情報サービス業 http://www awsnet co jp/index htm 17年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 かいしんどうがっき (株)開進堂楽器 小売業 http://www kaishindo-music co jp/ 17年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 たかまつめっき (株)高松メッキ 製造業 http://www takamatsu-p jp/ 17年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 ほくりくこかこーらぼとりんぐ 北陸コカ・コーラボトリング(株) 飲料販売業 http://www hokuriku ccbc co jp/index2 html 18年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 ほくりくぶひん 北陸部品(株) 製造業 18年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 にほんそふてっく 日本ソフテック(株) 情報サービス業 http://www nsft co jp/ 18年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 さんいかい (医)三医会 三輪病院 医療業 http://www sanikai net/ 18年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 けいじんかい (医)恵仁会 藤木病院 医療業 http://www keijinkai-f or jp/ 18年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 とやまふじつう (株)富山富士通 製造業 http://jp fujitsu com/group/tfl/ 19年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 あつみふぁっしょん (株)あつみファッション 製造業 19年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 おーあいこうぎょう オーアイ工業(株) 製造業 http://www oaikogyo co jp/index html 19年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 おかべ (株)岡部 建設業 19年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県
きぎょうふくしかいなかかづ
みほいくえん

(社福)毅行福祉会 中加積保育園 保育園 http://www kosodate-web com/nakakazumi/ 19年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県
ふくおかふくしかいとくべつ
ようごろうじんほーむあるて

(社福)福岡福祉会 特別養護老人ホームアルテン赤
丸

特別養護老人ホー
ム

http://www aruten or jp/ 19年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県
めぐみふくしかいめぐみほい
くえん

(社福)めぐみ福祉会 めぐみ保育園 保育園 http://www kosodate-web com/megumi/index2 htm 19年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県
あるぺんかいとくべつようご
ろうじんほーむあるぺんは
いつけあはうすとやま

(社福)アルペン会 特別養護老人ホーム アルペンハ
イツ・ケアハウスとやま

特別養護老人ホー
ム

http://www alpen or jp/index html 20年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 さんきょうたてやまあるみ 三協立山アルミ(株) 製造業 http://www sankyotateyama-al co jp/ 20年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県
となみふくしかいとくべつよう
ごろうじんほーむやなぜえ
ん

(社福)砺波福祉会 特別養護老人ホーム やなぜ苑
特別養護老人ホー
ム

http://yanaze org/ 20年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県
とやまけんせいかつきょうど
うくみあい

富山県生活協同組合 小売業 http://www toyamaken-coop or jp/ 20年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 とやますみともでんこう 富山住友電工(株) 製造業 http://www sei-toyama co jp/ 20年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 みつばふくしかい (社福)みつば福祉会 みつば保育園 保育園 http://www exe ne jp/~mituba/ 20年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 めでぃふぁむいずみ (有)メディファムいずみ 小売業 http://www medipham-izumi co jp/ 20年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 あすてらすとやま アステラス富山(株) 製造業 http://www astellas com/jp/aty/ 21年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県
いっしかいいけだりはびり
てーしょんびょういん

（医）一志会 池田リハビリテーション病院 医療業 http://www4 nsk ne jp/ikeda-reha/ 21年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 おおたにせいてつ 大谷製鉄(株) 製造業 http://www e-osc co jp/ 21年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 おれんじまーと (株)オレンジマート 小売業 http://www orange-ｍａｒｔ com/ 21年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県
せいかつきょうどうくみあい
こーぷとやま

生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやま 小売業 http://www coop-toyama coop/webapps/index jsp 21年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 じゅざんかい （医）寿山会 医療業 http://www juzankai jp/ 21年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 にしのかい （医）にしの会 医療業 http://www nisinonaika or jp/ 21年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 ほくりくぎんこう (株)北陸銀行 銀行 http://www hokugin co jp/ 21年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 あいじふくしかい （社福）あいじ福祉会 保育所 22年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 かいぼうふくしかい （社福）海望福祉会
特別養護老人ホー
ム 障害者支援施

http://www kaiboufukushi com/ 22年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 さんらくえん (株)三楽園 旅館業 http://www sanrakuen com/ 22年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 たかおかみなみふくしかい （社福）高岡南福祉会
特別養護老人ホー
ム

22年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 にちいこう 日医工(株) 医薬品製造業 http://www nichiiko co jp/ 22年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県
ほくりくこんぴゅーた・さーび
す

北陸コンピュータ・サービス(株) 情報サービス業 http://www hcs co jp/ 22年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県
わいけいけいびじねすさ
ぽーと

ＹＫＫビジネスサポート(株) サービス業 22年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 わかくさふくしかい （社福）わかくさ福祉会 保育所 http://www fitweb or jp/wakakusa/index1 html 22年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 あもーる ㈱アモール 調剤薬局 http://www amall co jp/ 23年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 こうふうかい （社福）光風会
特別養護老人ホー
ム等

http://www koufuukai jp/ 23年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 さんきょうまてりある 三協マテリアル㈱ 非鉄金属製造業 http://www sankyo-material co jp/ 23年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 とやまむらたせいさくしょ ㈱富山村田製作所 電子部品製造業 http://www murata co jp/toyamamurata/ 23年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 はせがわびょういん （医）長谷川病院 医療業 http://www h-uro com/ 23年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 ひみむらたせいさくしょ ㈱氷見村田製作所 電子部品製造業 http://www murata co jp/himi/ 23年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 ふくじゅかい （社福）福寿会
特別養護老人ホー
ム等

http://fukuju jp/ 23年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 ほすぴぃー （医）ホスピィー 老人保健施設等 http://www hospy jp/ 23年 富山県 仕事と子育て両立支援企業表彰 県知事賞

富山県 いんてっく (株)インテック 総合ＩＴ企業 http://www intec co jp/ 19年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県
わいけいけいくろべじぎょう
しょ

ＹＫＫ(株)黒部事業所
ファスニング製品・
精密機械・装置・金

http://www ykk com/japanese/index html 19年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県
とやまけんせいかつきょうど
うくみあい

富山県生活協同組合 小売業 http://www toyamaken-coop or jp/ 19年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 らぽーじぇ (株)ラポージェ 和服縫製 http://www3 ocn ne jp/~lapoge/ 20年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 とやまだいいちぎんこう (株)富山第一銀行 銀行業 http://www first-bank co jp/ 20年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 さんきょうたてやまあるみ 三協立山アルミ(株) 建材製造・販売 http://www sankyotateyama-al co jp/ 20年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 こうかんどう (株)廣貫堂
医薬品製造・販売
業

http://www koukandou co jp/ 21年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 あすてらすとやま アステラス富山(株) 医薬品製造業 http://www astellas com/jp/aty/ 21年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 にほんかいがす 日本海ガス(株) ガス業 http://www ngas co jp/ 21年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 たかおかしんようきんこ 高岡信用金庫 金融業 http://www shinkin co jp/takaoka/ 22年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞



富山県 ほくりくぎんこう (株)北陸銀行 銀行業 http://www hokugin co jp/ 22年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 ほくりくでんりょく 北陸電力(株) 電気事業 http://www rikuden co jp/ 22年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 ほくりくこかこーらぼとりんぐ 北陸コカ・コーラボトリング(株) 清涼飲料水の販売 http://www hokuriku ccbc co jp/ 23年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 おれんじまーと ㈱オレンジマート 小売業 23年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 とやましんようきんこ 富山信用金庫 金融業 http://www shinkin co jp/tomishin/ 23年 富山県 女性が輝く元気企業とやま賞 県知事賞

富山県 ひみむらたせいさくしょ ㈱氷見村田製作所 電子部品製造業 http://www murata co jp/himi/ 22年 富山県 氷見市 氷見あったか子育て応援賞 氷見市子育て支援優良企業表彰（氷見市長賞）

富山県 あつみふぁっしょん ㈱あつみファッション 製造業 22年 富山県 氷見市 氷見あったか子育て応援賞 氷見市子育て支援優良企業表彰（氷見市長賞）

富山県 こまつきゃすてっくす コマツキャステックス㈱ 23年 富山県 氷見市 氷見あったか子育て応援賞 氷見市子育て支援優良企業表彰（氷見市長賞）

富山県 えすてぃめたるず STメタルズ㈱ 23年 富山県 氷見市 氷見あったか子育て応援賞 氷見市子育て支援優良企業表彰（氷見市長賞）

石川県 かなざわいかだいがく 金沢医科大学 学校法人 http://www kanazawa-med ac jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

石川県 こまつせいれん 小松精練(株) 織編物 http://www komatsuseiren co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

石川県
いしかわきんろうしゃいりょう
きょうかい

（社）石川勤労者医療協会 医療・介護 http://ishi-kinikyo net/index html 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

石川県 ぴー・えふ・ゆー (株)ＰＦＵ ソフトウェア http://www pfu co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

石川県 かなざわしんようきんこ 金沢信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/kanazawa/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

石川県 いいだでんしせいさくしょ (株)飯田電子製作所 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

石川県 かなざわしんようきんこ 金沢信用金庫 中小企業等金融業 http://www shinkin co jp/kanazawa/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/general/seido/koy
ou/kintou/jyusyou00 html

石川県 とだぐみ (株)戸田組 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

石川県
せいかつきょうどうくみあい
こーぷいしかわ

生活協同組合コープいしかわ 生活協同組合 http://www coop-ishikawa or jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

石川県 ふじつうほくりくしすてむず (株)富士通北陸システムズ   ソフトウェア開発 http://jp fujitsu com/group/fjh/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

石川県 こくどかいはつせんたー (株)国土開発センター
学術研究、専門・技
術サービス業

http://www kokudonet co jp/index html 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

石川県
ちゅうおうせっけいぎじゅつ
けんきゅうじょ

株式会社中央設計技術研究所
学術研究，専門・技
術サービス業

http://www cser co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

石川県 ぴーえふゆー (株)PFU 電気・電子工業 http://www pfu co jp/ 17年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県
えぬ・てぃ・てぃ・どこもほくり
く

(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 情報通信業 http://www nttdocomo co jp/hokuriku/ 17年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 にっさんさてぃおいしかわ (株)日産サティオ石川 自動車販売・修理 http://www nissan-satio-ishikawa co jp 17年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 子育て社員サポート特別賞 中小企業のうち、多様な取組を積極的に行っており、今後成果
が期待されるため

石川県 かなざわしんようきんこ 金沢信用金庫 金融業 http://www shinkin co jp/kanazawa/ 17年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 ふくしまいんさつ 福島印刷(株) 印刷業 http://webcms mitanet com/fukushima/ 17年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 おふぃすべっぴん (有）オフィスべっぴん 美容業 http://www beppinsan com/index html 18年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 子育て社員サポート特別賞 中小企業のうち、多様な取組を積極的に行っており、今後成果
が期待されるため

石川県 じゅうぜんかい （医）十全会 医療・福祉 http://www jotoyasuragi jp 18年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 子育て社員サポート特別賞 中小企業のうち、多様な取組を積極的に行っており、今後成果
が期待されるため

石川県 のときょうえいしんようきんこ のと共栄信用金庫 金融業 http://www notoshin co jp 18年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 ほしざきほくしんえつ ホシザキ北信越(株) 卸売・小売業 http://www hoshizaki co jp/h07/index html 18年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 かがとうしばえれくとろにくす 加賀東芝エレクトロニクス(株) 電気・電子工業 http://www toshiba-sd c m n/pro ile/ n ir nm nt/site kaga/index html 18年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 こくどかいはつせんたー (株)国土開発センター 建設業 http://www kokudonet co jp 19年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 しーぴーゆー (株)シーピーユー 情報通信業 http://www cpu-net co jp/ 19年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 子育て社員サポート特別賞 中小企業のうち、多様な取組を積極的に行っており、今後成果
が期待されるため

石川県 ふじつうほくりくしすてむず (株)富士通北陸システムズ 情報通信業 http://jp fujitsu com/fjh/ 19年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 とうきょうすとあー (株)東京ストアー 卸売・小売業 http://www tokyostore co jp 19年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 ななおどけん ナナオ土建(株) 建設業 http://www nanaodoken co jp/ 19年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 子育て社員サポート特別賞 中小企業のうち、多様な取組を積極的に行っており、今後成果
が期待されるため

石川県
せいかつきょうどうくみあい
こーぷいしかわ

生活協同組合コープいしかわ 卸売・小売業 http://www ishikawa coop/ 19年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 ほくりくろうどうきんこ 北陸労働金庫 金融業 http://hokuriku rokin or jp/index shtml 19年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 あるぷ (株)アルプ 医療・福祉 http://www alp-grp jp/home/index html 20年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 ことぶき (株)ことぶき サービス業 http://www kotobuki-net jp/ 20年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 つるぎしんようきんこ 鶴来信用金庫 金融業 http://www shinkin co jp/tsurugi/ 20年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 わくらだすきん (株)和倉ダスキン 製造業 http://www duskin co jp/index html 20年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 子育て社員サポート特別賞 中小企業のうち、多様な取組を積極的に行っており、今後成果
が期待されるため

石川県
ちゅうおうせっけいぎじゅつ
けんきゅうしょ

(株)中央設計技術研究所 環境コンサルタント http://www cser co jp/ 20年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 ほくりくがくいん 学校法人北陸学院 教育 http://www hokurikugakuin ac jp/ 21年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 かがだねしょくひんこうぎょう 加賀種食品工業(株) 製造業 http://www kagadane co jp/ 21年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 くすりのあおき (株)クスリのアオキ 卸売業・小売業 http://www kusuri-aoki co jp/ 21年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 ひだでんき 肥田電器(株) 製造業 http://www hidadenki co jp/ 21年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 ほっこくぎんこう （株）北國銀行 銀行業（金融業） http://www hokkokubank co jp/ 22年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 こうえいどう （株）幸栄堂 菓子製造業 http://www koeidou co jp/ 22年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 みたにさんぎょう 三谷産業（株） 卸売業 http://www mitani co jp/JP/index html 22年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 やまなりしょうじ 山成商事（株） 卸売・小売業 http://www dontaku co jp/ 22年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 優良企業賞
表彰基準を満たし、他の模範となるべき先進的
な取組を行っているため

石川県 にっこうりねんさぷらい 日光リネンサプライ（株） サービス業 http://nikkousya co jp/company/index html 22年 石川県 ワークライフバランス企業知事表彰 子育て社員サポート特別賞 中小企業のうち、多様な取組を積極的に行っており、今後成果
が期待されるため

福井県 さんわこん (株)サンワコン
総合建設コンサルタ
ント

http://www sanwacon co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福井県 ねすてぃ (株)ネスティ システム開発 http://www nesty-g co jp/index html 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福井県
ふくいけんみんせいかつきょ
うどうくみあい

福井県民生活協同組合 生活協同組合 http://www fukui coop/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福井県 ふくいにほんでんき 福井日本電気(株) 半導体製造 http://www fukui necel com/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福井県 おばましんようきんこ 小浜信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/obama/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞



福井県
にったづかいりょうふくしせ
んたー

(財)新田塚医療福祉センター 医療・福祉 http://info pref fukui jp/rousei/plus1/hukuihos htm 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福井県 ふくいけんろうどうきんこ 福井県労働金庫(株) 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

福井県 えいわしすてむまねじめんと 永和システムマネジメント システム開発 http://www esm co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

福井県 ふくいめがねこうぎょう 福井めがね工業(株) 眼鏡フレーム製造 http://www2 interbroad or jp/fmic/index html 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

福井県 あいびーえーじぇんと アイビーエージェント(株) 人材派遣 http://www fki-co gr jp/~iba/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

福井県 おばましんようきんこ 小浜信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/obama/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

福井県 ますもしょうけん 益茂証券(株) 証券 http://www masumo co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

福井県 ふくいしんようきんこ 福井信用金庫 金融業･保険業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

福井県 しんどう (株)SHINDO 製造業 http://www shindo com/jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

福井県 ふくほうぎんこう (株)福邦銀行 金融業，保険業 http://www fukuho co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

福井県 ふくほうぎんこう 株式会社福邦銀行 金融業，保険業 http://www fukuho co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

福井県 あいびっくす (株)アイビックス
ビルメンテナンス業
および警備業

http://www aivix co jp/ 17年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 しんえつまぐねっと (株)信越マグネット 製造業 17年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 ふくいしんぶんしゃ (株)福井新聞社 新聞業 http://www fukuishimbun co jp/ 17年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 ふじたきねんびょういん （財）藤田記念病院 医療業 http://www fujita-mhp jp/ 17年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県
ふくいしんぞうけつあつせん
たー

（特別特定医療法人） 福井心臓血圧センター 医療業 17年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 せーれん セーレン(株) 染色整理業 http://www seiren com/index html 17年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 みたにしょうじ 三谷商事(株) 各種商品卸売業 http://www mitani-corp co jp/index html 17年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 とうようせんこう 東洋染工(株) 染色整理業 http://www toyo-senko co jp/ 17年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 にっしんかがくこうぎょう 日信化学工業(株) 製造業 http://www nissin-chem co jp/index html 17年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 ふくいにほんでんき 福井日本電気(株) 製造業 http://www sks necel com/index html 17年 福井県 父親子育て応援企業表彰 現 NECｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ関西㈱福井工場

福井県 にほんぴーえす (株)日本ピーエス 建設業 http://www nipponps co jp/index html 18年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 とうこうしゃったー 東工シャッター(株) 製造業 http://www toko-ss co jp/index html 18年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 つるがせめんと 敦賀セメント(株) 製造業 http://www tsuruga-cement co jp/ 18年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 にっとうしんこー 日東シンコー(株) 製造業 http://www nittoshinko co jp/index html 18年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 ふくいこんぴゅーた 福井コンピュータ(株) 情報サービス業 http://www1 fukuicompu co jp/ 18年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県
ふくいけんみんせいかつきょ
うどうくみあい

福井県民生活協同組合 小売業 http://www fukui coop/ 18年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 きたやまけんせつ (株)北山建設 土木工事業 http://www 0529 jp/ 19年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 たいよーでんし タイヨー電子(株)
回路基板高密度実
装製造

http://taiyo-electronic jp/index html 19年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 おばましんようきんこ 小浜信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/obama/ 19年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県
ふくいけんせきじゅうじけつ
えきせんたー

福井県赤十字血液センター 医療業 http://www fukui bc jrc or jp/ 19年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 ふくいしんようきんこ 福井信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/fukushin/ 19年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 あいけーぷらすと (株)アイケープラスト
プラスチック容器の
製造・加工

http://www ikplast co jp/ 20年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 こーわ (株)コーワ
警備保障、総合ビ
ル管理、人材派遣、
滅菌代行、環境分

http://www kowa-sec co jp/index html 20年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県
ふくいけんよぼういがくきょう
かい

㈶福井県予防医学協会
産業保健・地域保
健・学校保健

http://www fukui-yobou or jp/homepage html 20年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 ふくいむらたせいさくしょ (株)福井村田製作所
電子部品  の開発･
製造

http://www murata co jp/fukuimurata/ 20年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 よしむらかんろどう (株)吉村甘露堂
米菓等の製造・卸
売・直販

http://www tokusuke com/ 20年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 あすわでんしこうぎょう アスワ電子工業(株)
EMI除去フィルタの
製造

21年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 あろっくさんわ アロック・サンワ(株)
住宅関連総合コー
ディネイト

http://www aroc co jp/indextop html 21年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 おりおんでんき オリオン電機(株)
民生用オーディオ･
ビジュアル機器及

http://www orion-electric co jp/jp/index html 21年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 かもこん (株)カモコン
コンクリート２次製
品製造販売

http://www kamocon co jp/index htm 21年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 かわいろーら カワイローラ(株)
ベルトコンベヤ設
計・制作・据付

http://www kawai-roller co jp/ 21年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 かわぐちでんき 川口電気(株)
電気工事業の設計
施工及び保守管理

http://www kawaguchi-denki jp/ 21年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 きよかわめっきこうぎょう 清川メッキ工業(株) めっき、表面処理 http://www kiyokawa co jp/ 21年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 よしだこうぎょう ヨシダ工業(株) 眼鏡枠製造 http://www yoshida-i jp/index php 21年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 さかいでんき 酒井電機(株) 建設業 http://www sakai-elec co jp/ 22年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 つるがしんようきんこ 敦賀信用金庫 金融業 http://www tsurushin co jp/ 22年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 のじりがんきょうこうぎょう 野尻眼鏡工業株式会社 眼鏡フレーム製造 http://www misakiyadenko co jp/ 22年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 ふくいくぼた (株)福井クボタ 農業機械販売 http://www fukuikinki-kubota co jp/ 22年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県
こくりつだいがくほうじん ふ
くいだいがく

国立大学法人福井大学 教育・研究 http://www u-fukui ac jp/ 22年 福井県 父親子育て応援企業表彰

福井県 みさきやでんこう 三崎屋電工株式会社 電気工事業 http://www misakiyadenko co jp/ 22年 福井県 父親子育て応援企業表彰

山梨県 すぺーすふう （特非）スペースふう
特定非営利活動法
人

http://www spacefuu net/fuu html 20年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞特別部門賞

山梨県 にすか ニスカ(株) 複写機、カメラ http://www nisca co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山梨県 にすか ニスカ(株) 複写機、カメラ http://www nisca co jp/ 22年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県 やまなしこにか (株)山梨コニカ
精密機械器具製造
業

http://konicaminolta jp/about/corp rate/ roup/o p/index html 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞
※H15.10.1より、コニカミノルタオプトプ
ロダクト（株）山梨サイトに変更

山梨県 きとー (株)キトー
ホイスト・クレーン等
製造

http://www kito co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞



山梨県
ときこかぶしきかいしゃやま
なしこうじょう

トキコ(株)山梨工場 自動車部品製造 http://www sanbou net/enkaku/to/tokico htm 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞
※H16.10.1より、 株）日立製作所オートモティブ
システムグループ第三事業本部ブレーキ工場
に変更

山梨県 こにかみのるたさぷらいず (株)コニカミノルタサプライズ 電装基盤開発 http://konicaminolta jp/about/corporate/group/bsj/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山梨県 ふじじょうほう (株)富士情報 システム開発 http://www fujijoho co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山梨県 わいえすけいいーこむ (株)ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ ソフトウェア開発 http://www ysk co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山梨県 こうふしんようきんこ 甲府信用金庫 信用金庫 http://www kofushinkin co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

山梨県 いちやままーと (株)いちやまマート 食品小売 http://www ichiyamamart com/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

山梨県 しんげんしょくひん (株)信玄食品 水産加工 http://www shingen-foods co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

山梨県 やまなしちゅうおうぎんこう (株)山梨中央銀行 銀行 http://www yamanashibank co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

山梨県 はくばく (株)はくばく 食品 http://www hakubaku co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

山梨県
えぬいーしーこんぴゅーた
てくの

ＮＥＣコンピュータテクノ(株)
コンピューター機器
開発生産

http://www nec-computertechno co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

山梨県
ぱいおにあ・まいくろ・てくの
ろじー

パイオニア・マイクロ・テクノロジー株式会社 製造業 http://www pmtc co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

山梨県 しんげんしょくひん (株)信玄食品 あわび加工 http://www shingen-foods co jp/ 14年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県
わーかーずこれくてぃぶ・ぱ
くぱく

企業組合ﾜｰｶｰｽﾞｺﾚｸﾃｨﾌﾞ・ﾊﾟｸぱく 弁当製造販売 http://www 2268989 com/index html 16年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県 やまなしこうせいびょういん （財）山梨厚生会山梨厚生病院 医療業 http://www kosei jp/ 17年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県 おふぃす・ぱぱどぅ (株)オフィス・パパドゥ 美容業 http://www papadoo co jp/ 19年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県 いしとも (株)石友
宝石・貴金属製造
卸売業

http://www ishitomo co jp/index2 html 19年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県
えぬいーしーこんぴゅーた
てくの

ＮＥＣコンピュータテクノ(株)
コンピューター機器
開発生産

http://www nec-computertechno co jp/ 19年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県 ねおしすてむ (株)ネオシステム
コンサルティング、
システムソリュー

http://www neosystem co jp/ 20年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県 つるしんようくみあい 都留信用組合 金融業 http://www tsurushinkumi co jp/ 20年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県 ほたるみかん 南アルプス特産品企業組合ほたるみ館 食品・製造 http://www hotarumikan com/ 20年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 女性のﾁｬﾚﾝｼﾞ表彰

山梨県 みついくりにっく 医療法人静正会 三井クリニック 医療業 http://www nns ne jp/ent/mitsui-c/ 21年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県 こうふしんようきんこ 甲府信用金庫 金融業 http://www kofushinkin co jp/ 21年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県 ワーカーズおへそ （特非）ワーカーズおへそ
特定非営利活動法
人

22年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 女性のチャレンジ表彰

山梨県 はくばく 株式会社はくばく 食品・製造 http://www hakubaku co jp/ 23年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県 わーえすけーいーこむ 株式会社ＹＳＫe-com
コンピューター開
発 システムソ

http://www ysk co jp/ 23年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県
せいかつきょうどうくみあい
ぱるしすてむ

生活協同組合パルシステム山梨 生活協同組合 http://www palsystem-yamanashi coop/ 23年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 事業者表彰

山梨県
じぇーえーなるさわむらかこ
うぶかい じゅけいのさと

JA鳴沢村加工部会 樹型の里 食品・製造 23年 山梨県 山梨県男女共同参画推進事業者等表彰 女性のチャレンジ表彰

長野県
もりだくさんのかいじょせい
ぶかい

森だくさんの会女性部会 http://www lcv ne jp/~nozawa1/index html 16年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞

長野県 ひおきでんき 日置電機(株)
電気測定器の製
造、販売

http://www hioki co jp/ 20年 内閣府 長野県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

長野県 やまとせいさくじょ (株)大和製作所 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

長野県 せいこーえぷそん セイコーエプソン(株)
情報機器の製造・
販売、精密機械及
び電気機械製造業

http://www epson jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo2 html#1

長野県
ながのとうきゅうひゃっかて
ん

(株)ながの東急百貨店 百貨店 http://www nagano-tokyu co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

長野県 いいやまふじ (株)飯山富士 半導体製品 http://www valley ne jp/~iiyamafj/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

長野県
ながのけんこうせいのうぎょ
うきょうどうくみあいれんごう
かいさくそうごうびょういん

長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 病院 http://www valley ne jp/~sakuchp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

長野県 けんわかい （医）健和会 医療 http://www kenwakai or jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

長野県 きっせいこむてっく キッセイコムテック(株) ＩＴ http://www kicnet co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

長野県 しなのけんし シナノケンシ(株)
精密機器、システム
機器

http://www skcj co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

長野県 せいこーえぷそん セイコーエプソン(株) 情報関連機器 http://www epson jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

長野県 ながのしんようきんこ 長野信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/nagano/index html 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

長野県
ながのいりょうせいかつきょ
うどうくみあい

長野医療生活協同組合 医療 http://www healthcoop-nagano or jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

長野県
そにーいーえむしーえすか
ぶしきかいしゃながのてっく

ソニーイーエムシーエス(株)長野テック
電気機器組立、デ
バイス製造

http://www sonyemcs co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

長野県 けいじんかい （特医）恵仁会 医療 http://www keijinnet or jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

長野県 くましろけんせつ 神稲建設(株) 建設 http://www kumashiro co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

長野県 しちずんへいわとけい シチズン平和時計(株) 製造業 http://www heiwatokei co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

長野県 しなのけんし シナノケンシ(株) 製造業 http://www skcj co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー･フレンドリー企業部門厚生労働大臣優良賞 均等推進企
業部門都道府県労働局長優良賞

http://www.mhlw.go jp/houdou/2
008/09/dl/h0924-1b.pdf

長野県 はちじゅうにぎんこう (株)八十二銀行 金融業・保険業 http://www 82bank co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

長野県 はちじゅうにぎんこう (株)八十二銀行 金融業・保険業 http://www 82bank co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

長野県 おるがんばり オルガン針(株) 製造業 http://www organ-needles com/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 都道府県労働局長優良賞

長野県 たまゆら (株)たまゆら 医療，福祉 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

長野県
ふじつうながのしすてむえん
じにありんぐ

(株)富士通長野システムエンジニアリング
システムインテグ
レ ション 製造向

http://jp fujitsu com/group/fns/ 19年 長野県 社員の子育て応援企業知事表彰

長野県 しなのけんし シナノケンシ(株)

精密モ タ 産業
福祉健康・情報機
器・絹紡糸機能素
材の開発・製造･販
売

http://www skcj co jp/ 19年 長野県 社員の子育て応援企業知事表彰



長野県 せいこーえぷそん セイコーエプソン(株)

情報関連機器 電
子デバイス・精密機
器・その他の開発・
製造・販売・サービ
ス

http://www epson jp/ 19年 長野県 社員の子育て応援企業知事表彰

長野県 しちずんへいわとけい シチズン平和時計(株)
時計組立製造・販
売

http://www heiwatokei co jp/ 20年 長野県 社員の子育て応援企業知事表彰

長野県 あいざわびょういん 社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 医療業 http://www ai-hosp or jp/ 20年 長野県 社員の子育て応援企業知事表彰

長野県 あう゛ぁしす アヴァシス(株) ソフトウエア開発 http://avasys jp/ 21年 長野県 社員の子育て応援企業知事表彰

長野県 まつやま 松山(株)
農業用作業機械の
開発・製造・販売

http://niplo co jp/ 21年 長野県 社員の子育て応援企業知事表彰

長野県 けいろうえん （社福） 敬老園 老人福祉事業 http://www keiroen or jp 22年 長野県 社員の子育て応援企業知事表彰

長野県 こーあ KOA(株)
各種電子部品の開
発・製造・販売

http://www koanet co jp/ 22年 長野県 社員の子育て応援企業知事表彰

長野県 おるがんばり オルガン針(株)
ミシン針、メリヤス
針、フェルト針の製

http://www organ-needles com/ 23年 長野県 社員の子育て応援企業知事表彰

長野県 きっせいやくひんこうぎょう キッセイ薬品工業（株） 医薬品の製造・販売http://www kissei co jp/ 23年 長野県 社員の子育て応援企業知事表彰

長野県 しすてっくす システックス
システムの設計・開
発・販売・運用・コン

http //www systex co jp/hp1/kigyou/b/index html 18年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 奨励賞

長野県 ながのかんこうじどうしゃ 長野観光自動車(株)
一般乗用旅客自動
車運送事業

http://www naganokanko co jp/ 18年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰

長野県 のむらけんせつ 野村建設(株)
住まいを企画・設
計・施工

http://www nomuraco net/ 18年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰

長野県 ほしのかいけいじむしょ 星野会計事務所 http://www shigyoblog com/hoshino/ 18年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 奨励賞

長野県 いいじまけんせつ 飯島建設(株) 総合建設業 http://www iijima co jp/ 19年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 長野市男女共同参画奨励賞

長野県 かしよ カシヨ(株) 印刷・製本 http://www kashiyo com/ 19年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 長野市男女共同参画奨励賞

長野県 こうようすちーる 光葉スチール(株)
スチール製ロッカー
製造・販売・メンテナ

http://wwwkoyo-steel co jp/ 19年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 長野市男女共同参画優良事業者

長野県 はいぶりっどじゃぱん ハイブリッド・ジャパン(株)
各種電子機器を設
計、開発、製造、検
査、修理

http://www hbj co jp/ 19年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 長野市男女共同参画優良事業者

長野県 ふぁみりーさーびすえいこー ファミリー・サービス・エイコ－(株)
衣料、浄水器、雑貨
等を研究開発

http://www fs-eiko co jp/ 19年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 長野市男女共同参画奨励賞

長野県 くりえいてぃぶよーこ (株)クリエイティブヨーコ
ドッグファッション・
なごみ雑貨の企画・
販売

http://www creativeyoko co jp/ 20年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 長野市男女共同参画優良事業者

長野県
だいにほんほうれいいんさ
つ

大日本法令印刷(株) 印刷・製本 http://www hourei co jp/ 20年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 長野市男女共同参画優良事業者

長野県
ながのりようびようせんもん
がっこう

（学）長野理容美容専門学校 理美容師養成施設 http://www nrbg ac jp/ 20年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 長野市男女共同参画奨励賞

長野県 ながのてくとろん 長野テクトロン(株)
ＥＣＲ/ＰＯＳ端末
キーボード設計・製

http://www nagateku co jp/ 20年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 長野市男女共同参画奨励賞

長野県 たちばな (株)たちばな
きもの・宝飾・洋品
の小売業

http://www tachibana-group co jp 21年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 奨励賞

長野県 ながのとらべる 長野トラベル(株)
第1種旅行業
国内・海外の団体ツ

http://www oak-tour co jp 21年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 奨励賞

長野県 ぬぼーせいかてん (株)ヌボー生花店
生花販売
葬儀・ブライダルの
装花

http://www nubow co jp 21年 長野県 長野市 長野市男女共同参画優良事業者表彰 奨励賞

長野県 あっぷるうんゆ (株)アップル運輸 配送事業 http://www apple-tp co jp/ 16年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県
しゃかいほけんろうむしこー
ちじゃぱんやまざき

社会保険労務士コーチジャパンヤマザキ 社会保険労務士 http://www rom co jp/home htm 16年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県
しんしゅううえだのうぎょう
きょうどうくみあい

信州うえだ農業協同組合 農業協同組合 http://www ja-shinshuueda iijan or jp/ 17年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 うえまつやりょかん (有)上松屋旅館 旅館業 http://www uematsuya com/ 19年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 えぷそんあう゛ぁしす エプソンアヴァシス(株)
ソフトウエア・システ
ム開発

http://avasys jp/index html 19年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 しなのけんし シナノケンシ(株)

精密モ タ 産業
福祉健康・情報機
器・絹紡糸機能素
材の開発・製造･販
売

http://www skcj co jp/ 19年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 ごかじちかい 五加自治会 自治会 16年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 しろしたしょうがっこう 城下小学校PTA ＰＴＡ 16年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 てづかじちかい 手塚自治会 自治会 19年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 ひがしまえやまじちかい 東前山自治会 自治会 19年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 ひらいてらじちかい 平井寺自治会 自治会 19年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 じょうほくじちかい 城北自治会 自治会 20年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 ひばりがおかじちかい ひばりが丘自治会 自治会 20年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 ふじみだいじちかい 富士見台自治会 自治会 20年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 ほかり (株)ほかり 小売業 20年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 もざわじちかい 茂沢自治会 自治会 20年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 やなぎまちじちかい 柳町自治会・柳町まちづくり協議会 自治会 20年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 いとうしょうかい (株)伊藤商会
不動産賃貸・石油
肥料等販売

21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 えいねっと (株)エイネット ソフトウェア http://www anet21 co jp/ 21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 まりもでんしこうぎょう マリモ電子工業(株) ソフトウェア http://www marimo-el co jp/ 21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県
ふれあいのさととよさとちょく
ばいじょ

ふれあいの里豊里直売所 農産物販売 21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県
みよしちょうがーでにんぐく
らぶ

三好町ガーデニングクラブ 市民グループ 21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 いずみちょうじちかい 泉町自治会 自治会 21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 きたおおてまちじちかい 北大手町自治会 自治会 21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 すずこじちかい 鈴子自治会 自治会 21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 ついじじちかい 築地自治会 自治会 21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 みすずだいきたじちかい みすず台北自治会 自治会 21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県
せいぶこうみんかんときわま
ちぶんかん

西部公民館常磐町分館 公民館 21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 ふくろまちじちかい 袋町自治会 自治会 21年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰



長野県 あけぼのつうしょう （株）あけぼの通商
住宅用窓ガラス販

売、取替
http://www anmitsuglass com/top htm 22年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 がりれお （株）ガリレオ
翻訳、ｗｅｂコンテン
ツの制作、運営

http://www galileo co jp/japanese/ 22年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 うめがおかじちかい 梅が丘自治会 自治会 22年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 しもごうざわじちかい 下郷沢自治会 自治会 22年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 にしわきじちかい 西脇自治会 自治会 22年 長野県 上田市 上田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 しちずんへいわとけい シチズン平和時計(株)
時計組立製造・販
売

http://www heiwatokei co jp/ 20年 長野県 飯田市 飯田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県
じぇいえいみなみしんしゅう
じょせいぶ

JAみなみ信州女性部 農業協同組合 http://www ja-mis iijan or jp/ 21年 長野県 飯田市 飯田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県
いりょうほうじんきざんかい
きざんかいきねんびょういん

医療法人輝山会 輝山会記念病院 病院 http://www kizankai or jp/ 22年 長野県 飯田市 飯田市男女共同参画推進事業者表彰

長野県 たまゆら ㈱たまゆら 介護福祉事業 22年 長野県 飯田市 飯田市男女共同参画推進事業者表彰

岐阜県 おおがききょうりつぎんこう (株)大垣共立銀行 銀行 http://www okb co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岐阜県
ぎふけんこうせいのうぎょう
きょうどうくみあい

岐阜県厚生農業協同組合連合会
農業協同組合連合
会

http://www gfkosei or jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岐阜県 みらいこうぎょう 未来工業(株)
電気設備資材等製
造・販売

http://www mirai co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岐阜県 たかけんさんしゃいん タカケンサンシャイン(株) クリーニング http://www takaken-sunshine co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岐阜県 ぎふきんろうしゃいりょう （医）岐阜勤労者医療協会
病院、診療所、介護
施設運営

16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岐阜県
せいかつきょうどうくみあい
こーぷぎふ

生活協同組合コープぎふ 生活協同組合 http://www coop-gifu jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岐阜県 みらいこうぎょう 未来工業(株)
電気設備資材等製
造・販売

http://www mirai co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 労働大臣努力賞
http://www-
bm.mhlw.go jp/general/seido/koy

/ki t /j 99 ht l
岐阜県 じゅうろくぎんこう (株)十六銀行 銀行 http://www juroku co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

岐阜県 ぶんけいどう (株)文蹊堂
図書教材・教具出
版、販売

http://www bunkei co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

岐阜県 ぱーるまねきん (株)パールマネキン
マネキン、什器、店
舗企画、ディスプレ
イ

http://www pearl-mq co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

岐阜県
そふぃあそうごうけんきゅう
じょ

(株)ソフィア総合研究所
システム開発、ウェ
ブデザイン

http://www sri-net jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

岐阜県 おおがききょうりつぎんこう (株)大垣共立銀行 銀行 http://www okb co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

岐阜県 とうかいとうようわーく 東海東洋ワーク(株) 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

岐阜県 ぎふしんようきんこ 岐阜信用金庫 信用金庫 http://www gifushin com/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

岐阜県 ぎふにっせき 岐阜日石(株)
石油製品販売、自
動車リース、保険代
理業

http://www gifunisseki co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

岐阜県 せいちょうかい 医療法人清澄会 医療・福祉 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

岐阜県 じゅうろくぎんこう (株)十六銀行 銀行 http://www juroku co jp/ 16年 岐阜県 岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰 事業者の部

岐阜県 ひがしみののうぎょうきょうどうくみあい 東美濃農業協同組合 農業協同組合 http://www ja-higashimino or jp/ 16年 岐阜県 岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰 事業者の部

岐阜県 ぶんけいどう (株)文溪堂 出版 http://www bunkei co jp/ 17年 岐阜県 岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰 事業者の部

岐阜県 なかにほんだいかすとこうぎょう 中日本ダイカスト工業(株) ダイカスト製造 http://www nakanihondc co jp/ 17年 岐阜県 岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰 事業者の部

岐阜県 おおがききょうりつぎんこう (株)大垣共立銀行 銀行 http://www okb co jp/ 18年 岐阜県 岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰 事業者の部

岐阜県 みらいこうぎょう 未来工業(株) 電気設備 http://www mirai co jp/ 18年 岐阜県 岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰 事業者の部

岐阜県 そさいこうせいかい 医療法人蘇西厚生会 医療 19年 岐阜県 岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰 事業者の部

岐阜県 せいかつきょうどうくみあいこーぷぎふ 生活協同組合コープぎふ 生活協同組合 http://www coop-gifu jp/ 19年 岐阜県 岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰 事業者の部

岐阜県 りょくほうかい 医療法人社団 緑峰会 医療 20年 岐阜県 岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰 事業者の部

岐阜県 たいへいようこうぎょう 太平洋工業(株)

自動車部品、家電
製品、電子機器製
品等の製造ならび
に販売

http://www pacific-ind co jp/ 21年 岐阜県
岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり
表彰

事業者の部

岐阜県 じゅうろくぎんこう (株)十六銀行 銀行 http://www juroku co jp/ 15年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰

岐阜県 ぐっどらいふ・さぽーとせんたー （特非）グッドライフ・サポートセンター
特定非営利活動法
人

http://www ip mirai ne jp/~goodlife/ 15年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰

岐阜県 ぎふしんぶんしゃ (株)岐阜新聞社 新聞社 http://www gifu-np co jp/info/outline shtml 16年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰

岐阜県 びーぴーだぶるぎふくらぶ ＢＰＷ岐阜クラブ 女性団体 16年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰

岐阜県 とーかい (株)トーカイ

寝具リース・リネン
サプライ事業、病院
関連事業、リースキ
ン事業、シルバー事
業等

http://www tokai-corp com/ 17年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰

岐阜県 ぎふしんようきんこ 岐阜信用金庫 信用金庫 http://www gifushin com/ 17年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰

岐阜県 たんぽぽやっきょく たんぽぽ薬局(株) 調剤薬局経営 http://www tanpopo-ph co jp/ 17年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰

岐阜県 ぎふしじょせいもんだいれんらくかい 岐阜市女性問題連絡会 女性団体 17年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰

岐阜県 わこうかい 医療法人和光会及び（社福）和光会 医療福祉業 http://www wakokai or jp/index1 html 18年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰

岐阜県 ぎふたかしまや (株)岐阜髙島屋 小売業（百貨店） http://www takashimaya co jp/gifu/index html 18年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰

岐阜県 さむそん (株)サムソン 理美容業 http://www samson-net co jp/ 19年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰

岐阜県 らぶりーくぃーん ラブリークィーン(株) 婦人服製造業 http://www lovelyqueen co jp/ 20年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰 ともに輝く☆キラリ大賞

岐阜県 さんらりーぐるーぷ サンラリーグループ
婦人服・子供服製
造業

http://www sunrallygroup co jp/index html 20年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰 ともに輝く☆キラリ大賞

岐阜県
ぎふしじょせいのかいれんら
くきょうぎかい

岐阜市女性の会連絡協議会 女性団体 20年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰 ともに輝く☆キラリ大賞

岐阜県 いちかわこうむてん (株)市川工務店 総合建設業 http://www ic-group co jp/company/ 21年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰 ともに輝く☆キラリ大賞

岐阜県 しんこうせいか 伸光製菓(株) 菓子製造業 http://www sinkouseika co jp/ 21年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰 ともに輝く☆キラリ大賞

岐阜県 ずいほうかい 医療法人社団 瑞鳳会 医療福祉業 22年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰 ともに輝く☆キラリ大賞

岐阜県
ちゅうぶでんりょく ぎふして
ん

中部電力株式会社 岐阜支店 電気事業 http://www chuden co jp/ 22年 岐阜県 岐阜市 岐阜市男女共同参画優良事業者表彰 ともに輝く☆キラリ大賞



岐阜県 おおがきしんようきんこ 大垣信用金庫 信用金庫 http://www ogakishinkin co jp/ 18年 岐阜県 大垣市 大垣市男と女のかがやきまちづくり表彰 事業者の部

岐阜県 いびでんでんしこうぎょう イビデン電子工業(株)
プリント配線基板の
加工・検査

19年 岐阜県 大垣市 大垣市男と女のかがやきまちづくり表彰 事業者の部

岐阜県 おおがききょうりつぎんこう (株)大垣共立銀行 銀行 http://www okb co jp/ 20年 岐阜県 大垣市 大垣市男と女のかがやきまちづくり表彰 事業者の部

岐阜県 たいへいようこうぎょう 太平洋工業(株)

自動車部品、家電
製品、電子機器製
品等の製造ならび
に販売

http://www pacific-ind co jp/ 20年 岐阜県 大垣市 大垣市男と女のかがやきまちづくり表彰 事業者の部

岐阜県
そふぃあそうごうけんきゅう
じょ

(株)ソフィア総合研究所
システム開発、ウェ
ブデザイン

http://www sri-net jp/ 21年 岐阜県 大垣市 大垣市男と女のかがやきまちづくり表彰 事業者の部

岐阜県 たかけんさんしゃいん タカケンサンシャイン（株） クリーニング http://www takaken-sunshine co jp/ 22年 岐阜県 大垣市 大垣市男と女のかがやきまちづくり表彰 事業者の部

岐阜県 とうのうしんようきんこ 東濃信用金庫 金融業 http://www shinkin co jp/tono/ 19年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 審査員特別賞 http://www city nagoya jp/kodomoseishonen/page/0000010803 html

静岡県 みかさうんゆ 三笠運輸(株) 運輸 http://www mikasa-unyu co jp/ 18年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞特別部門賞

静岡県 いきいきねっとわーく （特非）活き生きネットワーク
特定非営利活動法
人

http://ikiiki canariya net/ 18年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞

静岡県 とうかいけん (株)東海軒 製造業 http://www tokaiken jp/ 19年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

静岡県
こうじんかい しずおかひろ
のびょういん

（医社） 恒仁会 静岡広野病院 医療・福祉 http://www koujinkai-g or jp/hirono/hironohome htm 20年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

静岡県 やまははつどうき ヤマハ発動機(株) バイク、マリン製品 http://www yamaha-motor co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

静岡県 しずおかにほんでんき 静岡日本電気(株) 電気機器 http://www nec co jp/index html 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

静岡県 ぞうしんかいしゅっぱんしゃ (株)増進会出版社 通信教育業 http://www zkai co jp/home/index asp 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo4 html#1

H18に増進会出版社･Z会対面教
育・Z会出版社の３社を経営統合
し、(株)Z会を設立

静岡県 ろーらんど ローランド(株)
電子楽器製造販売
業

http://www roland co jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo5 html#1

静岡県 やまは ヤマハ(株)
楽器、ＡＶ機器、半
導体等の製造販売
等

http://www yamaha co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/houdou/2
005/09/h0929-1b html

静岡県 するがぎんこう (株)駿河銀行 銀行 http://www surugabank co jp/surugabank/index html 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

静岡県 しずおかいせたん (株)静岡伊勢丹 百貨店 http://www isetan co jp/icm2/jsp/store/shizuoka/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

静岡県 みかさうんゆ 三笠運輸(株) 道路貨物運送業 http://www mikasa-unyu co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/general/seido/koy
ou/kintou/jyusyou00 html

静岡県 ふじろじてっく (株)富士ロジテック 物流 http://www fujilogi co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

静岡県
しゃだんすんこうかいこうが
びょういん

（医社）駿甲会 甲賀病院 医療業 http://www sunkohkai or jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

静岡県 しずおかぎんこう (株)静岡銀行 銀行 http://www shizuokabank co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

静岡県 いずかいごせんたー （有）伊豆介護センター 高齢者等福祉事業 http://www izukaigo com/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

静岡県 やまは ヤマハ(株) 製造業 http://www yamaha co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

静岡県 みしましんようきんこ 三島信用金庫 金融業，保険業 http://www mishima-shinkin co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

静岡県 えんてつしすてむさーびす 遠鉄システムサービス(株) 情報通信業 http://www ess co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー･フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

静岡県 しずおかとうかいしょうけん 静岡東海証券(株) 金融業・保険業 http://www shizuokatokai-sec co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 都道府県労働局長優良賞

静岡県 いずきゅうこう 伊豆急行(株) 運輸業 http://www.izukyu.co jp/ 14年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 みなみふじさんぎょう 南富士産業(株) 建設業 http://www.mfsg.co jp/ 15年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 こーにんぐじゃぱん コーニングジャパン(株) 製造業 http://www.corning.co jp 16年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 するがぎんこう (株)スルガ銀行 銀行業 http://www surugabank co jp/surugabank/ 16年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 まるおこうしょう 丸尾興商(株) 小売業 http://www.maruo.ne jp/ 16年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県
えぬいーしーあくせすてくに
か

NECアクセステクニカ(株)
電気機械器具製造
業

http://www.necat.co.jp/ 17年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 みかさうんゆ 三笠運輸(株)
一般貨物自動車運
送業

http://www.mikasa-unyu.co jp/ 17年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 やまははつどうき ヤマハ発動機(株) 輸送用機器 www.yamaha-motor.co jp 17年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県
いりょうほうじんしゃだんしゅ
んこうかいこみゅにてぃーほ

医療法人社団 駿甲会 甲賀病院 医療業 http://www sunkohkai or jp/ 18年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 しずおかぎんこう (株)静岡銀行 銀行業 http://www.shizuokabank.co jp/ 18年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 いわたかがくこうぎょう 磐田化学工業(株) 製造業 http://www.i-kagaku.co jp/ 19年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 しゃんそんけしょうひん (株)シャンソン化粧品 製造業 http://www.chanson.co jp/ 19年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 いずかいごせんたー （有）伊豆介護センター 高齢者等福祉事業 http://www.izukaigo.com/ 20年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 おさこーけんせつ (株)オサコー建設 総合建設業 http://www.osakoh.co jp/ 20年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県
せいかつきょうどうくみあい
こーぷしずおか

生活協同組合コープしずおか 小売業 http://www.coop-shizuoka.or jp/ 20年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県 はままつしんようきんこ 浜松信用金庫 金融業 http://www.hamamatsu-shinkin jp/ 20年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 

静岡県
えぬてぃーえぬいわたせい
さくしょ

NTN(株)磐田製作所 製造販売業 http://www.ntn.co jp/japan/ 21年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 事業所の部

静岡県 しゅんぷうかい （社福）春風会 福祉サービス業 http://shunpuukai.com/ 21年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 事業所の部

静岡県 せいれいふくしじぎょうだん （社福）聖隷福祉事業団
医療・保健・福祉・
介護サービス業

http://www.seirei.or jp/hq/ 21年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 事業所の部

静岡県 じやとこ ジヤトコ(株)
自動車部品開発・
製造業

http://www jatco co jp/ 22年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 宣言事業所の部

静岡県 ぬまづとうきゅうほてる 沼津東急ホテル 宿泊業 22年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 宣言事業所の部

静岡県 りこーぬまづじぎょうしょ (株)リコー沼津事業所 化学工業 http://www ricoh co jp/ 22年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 宣言事業所の部

静岡県 れ・さんく (株)レ・サンク
グラッフィクデザイ
ン・ウエブデザイン
アーカイブ業

http://www les5 co jp 22年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 宣言事業所の部

静岡県 さんり ㈱サンリ サービス業 http://www sanri co jp/index html 23年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 宣言事業所の部



静岡県
そんがいほけんじゃぱんは
ままつしてん

㈱損害保険ジャパン浜松支店 損害保険業 http://www sompo-japan co jp/index html 23年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 宣言事業所の部

静岡県
えぬいーしーそふとしずお
かししゃ

ＮＥＣソフト㈱静岡支社 情報サービス http://www necsoft com/ 23年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 宣言事業所の部

静岡県 ぬまづしんようきんこ 沼津信用金庫 金融業 http://www numashin co jp/ 23年 静岡県 男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞 宣言事業所の部

静岡県 なかやまてっこう 仲山鉄工(株) 製造業 http://www.nakayama-azz.co jp/ 17年 静岡県 藤枝市 男女共同参画に関する優良企業市長褒賞 市長褒章

静岡県 きょうりついんさつ 共立印刷(株) 印刷 http://www.kpnet.co jp/index.html 17年 静岡県 藤枝市 男女共同参画に関する優良企業市長褒賞 市長褒章

静岡県 せいかんけんさせんたー (株)静環検査センター
環境・食品・医薬品
等検査

http://www seikankensa co jp/company/outline html 18年 静岡県 藤枝市 男女共同参画に関する優良企業市長褒賞 市長褒章

静岡県 こんぽじぇっとこうぎょう コンポジェット工業(株) 製造業 http://www fujieda or jp/fk85801/ 18年 静岡県 藤枝市 男女共同参画に関する優良企業市長褒賞 市長褒章

静岡県 しんにっぽう （有）新日邦 サービス業 http://www concorde-gr co jp/ 19年 静岡県 藤枝市 男女共同参画に関する優良企業市長褒賞 市長褒章

静岡県 つちやこーぽれーしょん (株)ツチヤコーポレーション 石油卸小売販売 http://www.tsuchiyacorp.co jp/index.html 19年 静岡県 藤枝市 男女共同参画に関する優良企業市長褒賞 市長褒章

愛知県 でんそー (株)デンソー 自動車部品製造 http://www denso co jp/ja/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞(女性少年室長賞）

愛知県 まるえい (株)丸栄 百貨店 http://www maruei ne jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 みつかんぐるーぷほんしゃ (株)ミツカングループ本社 食品 http://www mizkan co jp/index 1 html 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 まきた (株)マキタ
電動工具、園芸用
品

http://www makita co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 とよたじどうしょっき (株)豊田自動織機
繊維機械、自動車
等製造および流通

http://www toyota-shokki co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 ぶらざーこうぎょう ブラザー工業(株) 電子文具、ミシン http://www brother co jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 とうほうがす 東邦ガス(株) ガス供給 http://www tohogas co jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 かわむらでんきさんぎょう 河村電器産業(株) 製造業 http://www kawamura co jp/toppage htm 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 とうかいりょかくてつどう 東海旅客鉄道(株) 運輸 http://www jr-central co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 でぃー・えぬ・ぴーとうかい (株)ＤＮＰ東海 印刷 http://www dnp co jp/tokai/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 いなっくす (株)ＩＮＡＸ
建材、住宅設備機
器製造

http://www inax co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 とうかいりょかくてつどう 東海旅客鉄道(株) 鉄道業 http://www jr-central co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/houdou/2
006/09/h0925-1b html

愛知県 ぽっかこーぽれーしょん (株)ポッカコーポレーション 飲料、食品 http://www pokka co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 そにーこうだ ソニー幸田(株) 電気機器 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県
のりたけかんぱにーりみて
ど

(株)ノリタケカンパニーリミテド
陶器、セラミック素
材

http://www noritake co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 まつざかや (株)松坂屋 百貨店 http://www matsuzakaya co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

愛知県 あいしんせいき アイシン精機(株)
輸送用機械器具製
造業

http://www aisin co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2003/05/h
0528-1b html#2

愛知県 あいさんこうぎょう 愛三工業(株) 自動車部品 http://www aisan-ind co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長優良賞

愛知県 とよたつうしょう 豊田通商(株) 商社 http://www toyota-tsusho com/index cfm 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長優良賞

愛知県 おかざきしんようきんこ 岡崎信用金庫 信用金庫 http://www okashin co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長優良賞

愛知県 まつしたえこしすてむず 松下エコシステムズ(株) 環境システム http://panasonic co jp/mesc/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長奨励賞

愛知県 だいどうとくしゅこう 大同特殊鋼(株) 鋼材 http://www daido co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長優良賞

愛知県 いのあっくこーぽれーしょん (株)イノアックコーポレーション
自動車部品、産業
資材

http://www inoac co jp/ja/index html 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長優良賞

愛知県 ふじつうちゅうぶしすてむず (株)富士通中部システムズ 情報・通信システム http://jp fujitsu com/group/fjcl/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長優良賞

愛知県 とよたふぁいなんす トヨタファイナンス(株) 自動車販売金融 http://www toyota-finance co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長優良賞

愛知県 いなっくす (株)ＩＮＡＸ
建材、住宅設備機
器製造

http://www inax co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

愛知県 せんとらるふぁいなんす (株)セントラルファイナンス クレジットカード業務 http://www cfweb co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

愛知県 とよたじどうしゃ トヨタ自動車(株) 自動車 http://www toyota co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

愛知県 でんそー (株)デンソー 製造業 http://www denso co jp/ja/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

愛知県 ずいしょう （社福） 瑞祥 医療，福祉 http://www villa-orange com/ 21年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

愛知県 あーじゅいんたーなしょなる （有）アージュインターナショナル 小売・卸売業 http://www rakuten co jp/nail-yasan/info html 22年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

愛知県 ばんかくそうほんぽ (株)坂角総本舗 製造業 http://www bankaku co jp/ 14年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 まつざかや (株)松坂屋 卸売・小売業 http://www matsuzakaya co jp/ 15年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 いちばんや (株)壱番屋 サービス業 http://www ichibanya co jp/ 16年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 とよたしゃたい トヨタ車体(株) 製造業 http://www toyota-body co jp/ 16年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 めいてつひゃっかてん (株)名鉄百貨店 卸売・小売業 http://www e-meitetsu com/ 16年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 ふじきかいせいぞう 富士機械製造(株) 製造業 http://www fuji co jp/ 17年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 ぽっかこーぽれーしょん (株)ポッカコーポレーション 製造業 http://www pokka co jp/ 17年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 あどば (株)アドバ サービス業 http://www adva co jp/ 18年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 かごめ カゴメ(株) 製造業 http://www kagome co jp/  18年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 とよたつうしょう 豊田通商(株) 卸売・小売業 http://www toyota-tsusho com/index cfm 18年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 まつしたえこししてむず 松下エコシステムズ(株) 製造業 http://panasonic co jp/mesc/ 18年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 しきしませいぱん 敷島製パン(株) 製造業 http://www pasconet co jp/ 19年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 せんとらるふぁいなんす (株)セントラルファイナンス 金融・保険業 http://www cfweb co jp/ 19年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰



愛知県 とうほうがす 東邦ガス(株)
電気・ガス・熱供給・
水道業

http://www tohogas co jp/ 19年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 にっとー (株)ニットー 建設業 http://www nittoh-info co jp/ 19年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 かわむらでんきさんぎょう 河村電器産業(株) 製造業 http://www kawamura co jp/ 19年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 でんそー (株)デンソー 製造業 http://www denso co jp/ja/ 19年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 おーえすじー オーエスジー(株) 製造業 http://www osg co jp/ 19年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 おかざきしんようきんこ 岡崎信用金庫 信用金庫 http://www okashin co jp/ 20年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 まきた (株)マキタ
電動工具、園芸用
品

http://www makita co jp/ 20年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 あにゅーびけん (株)アニュー美研
総合エステティック
サロンの経営

http://www anew-biken jp/index html 20年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 いなっくす (株)ＩＮＡＸ
建材、住宅設備機
器製造

http://www inax co jp/ 20年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 すぎやっきょく (株)スギ薬局 医療・福祉 http://www drug-sugi co jp/hd/ 21年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 とうかいごむこうぎょう 東海ゴム工業(株) 製造業 http://www tokai co jp/ 21年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 みすずかい （社福）觀寿々会 医療・福祉 21年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 やとみけんせつ 弥富建設(株) 建設業 21年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 ろくわかいろくわびょういん （医）六輪会六輪病院 医療・福祉 http://rokuwa or jp/mt/public/hp/doctor/ 21年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 きんとびしが （株）金トビ志賀 製造業 http://www kintobi co jp 22年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 ちゅうぶでんりょく 中部電力（株）
電気・ガス・熱供給・
水道業

http://www chuden co jp 22年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 とよだごうせい 豊田合成（株） 製造業 http://www toyoda-gosei co jp 22年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 ゆうしいえす （株）UCS 情報通信業 22年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 ゆうふぃっと （株）ユーフィット 金融業・保険業 http://www ufit co jp 22年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 よしだこうき 吉田工機（株） 建設業 http://www yoshidakouki co jp 22年 愛知県 愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰

愛知県 あいちきんぞくこうぎょう 愛知金属工業(株) 総合金属製品製造 http://www aikin co jp/ 19年 愛知県 大府市 おおぶ子育てサポート優良事業者表彰

愛知県
きょうわかいきょうわびょうい
ん

特定医療法人共和会共和病院 医療・福祉 http://www kyowa or jp/ 21年 愛知県 大府市 おおぶ子育てサポート優良事業者表彰

愛知県 さんいんいしがせのもり 産院いしがせの森 医療・福祉 http://www ishigasenomori com/ 22年 愛知県 大府市 おおぶ子育てサポート優良事業者表彰

愛知県 おかざきしんようきんこ 岡崎信用金庫 信用金庫 http://www okashin co jp/ 21年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 優秀賞 http://www city nagoya jp/kodomoseishonen/page/0000010803 html

三重県 ちょうもかい （社福）長茂会 医療・福祉 http://www owasechojuen or jp/gaiyou html 20年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

三重県 あいあい （特非）あいあい 医療・福祉 http://www za ztv ne jp/eye2/ 20年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

三重県 おーけーずでりか オーケーズデリカ(株) サービス業 http://www oks-delica jp/ 21年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

三重県 ひゃくごぎんこう (株)百五銀行 銀行 http://www hyakugo co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

三重県 あさひなしょなるしょうめい 朝日ナショナル照明(株) 照明器具インテリア 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

三重県 すみともでんそう 住友電装(株) 自動車部品 http://www sws co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

三重県 おむろんまつざか オムロン松阪(株) 電気機器 http://www matsusaka omron co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

三重県 くわなしんようきんこ 桑名信用金庫 信用金庫 http://www kuwashin co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

三重県 みきもとせいやく 御木本製薬(株) 化学、医薬品 http://www mikimoto-cosme com/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

三重県 いむらやせいか 井村屋製菓(株) 食品 http://www imuraya co jp/index-group html 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

三重県 ひゃくごぎんこう (株)百五銀行 銀行 http://www hyakugo co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

三重県 やまもり ヤマモリ(株) 食品 http://www yamamori co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

三重県 ちゅうがいいやくせいさん 中外医薬生産(株)
医薬品、飲料製造
販売

http://www chugai-iyaku co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

三重県 しますぺいんむら (株)志摩スペイン村 複合リゾート http://www parque-net com/index html 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

三重県 だいさんぎんこう (株)第三銀行 銀行 http://www daisanbank co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

三重県 たいようかがく 太陽化学(株) 製造業 http://www taiyokagaku com/jp/index html 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

三重県 にほんどぼくこうぎょう 日本土木工業(株) 建設業 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

三重県 ひかりきかいせいさくしょ (株) 光機械製作所 製造業 http://www hikarikikai co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

三重県
みやがわすぷりんぐせいさく
じょ

(株)宮川スプリング製作所
精密小物バネ製造・
プレス加工・錠前組
み立て等

14年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 みえめいてつたくしー 三重名鉄タクシー(株)
一般乗用旅客自動
車運送業

http://www miemeitaku com/ 14年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 ほくせい (株)ほくせい
葬祭業・生活関連
サービス業

http://www soso co jp/ 15年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 ぱなそにっくもーた パナソニックモータ松阪(株) 産業用モータ製造 15年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞 旧社名：松阪精密(株)

三重県 きょういくさぷらい (株)教育サプライ 学習塾 http://www ed-supply co jp/ 16年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 いとういんさつ 伊藤印刷(株) 総合印刷 http://www ztv ne jp/ito-pto/ 16年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 ちゅうがいいやく 中外医薬生産(株)
薬品及び医薬部外
品の製造販売業

http://www chugai-iyaku co jp/ 16年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 いむてす (株)イムテス
臨床検査、環境検
査、衛生用化学薬
品の製造販売

http://www imtes co jp/ 17年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 ひゃくごぎんこう (株)百五銀行 普通銀行業 http://www hyakugo co jp/ 17年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 すーぱーさんし スーパーサンシ(株) 食料品等小売業 http://www supersanshi com/ 17年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 あそしえーどだいいち (株)アソシエード第一 建築業 18年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 選考委員会奨励賞

三重県 だいさんぎんこう (株)第三銀行 銀行業 http://www daisanbank co jp/ 18年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県
さいばー・ねっと・こみゅに
けーしょんず

サイバー・ネット・コミュニケーションズ(株)
インターネットアウト
ソーシング業

http://www cynet co jp/ 18年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 とりっくす トリックス(株)
自動車用部品製造
業

http://www trix-net co jp/ 18年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 選考委員会奨励賞



三重県 まっくすばりゅちゅうぶ マックスバリュ中部(株) 各種商品小売業 http://www mv-chubu co jp/ 18年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 こばやしやっきょく (株)小林薬局 調剤薬局 http://homepage2 nifty com/kobayaku/ 19年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 くろべ （有）くろべ 高齢者介護事業 http://www misonomura jp/ 19年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 選考委員会奨励賞

三重県
しまかんきょうじぎょうきょう
ぎょうくみあい

志摩環境事業協業組合
一般廃棄物収集運
搬・浄化槽維持管

http://www shimakankyo jp/ 19年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 選考委員会奨励賞

三重県 ばんきょうせいやく 万協製薬(株) 医薬品製造業 http://www bankyo com/ 19年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 選考委員会奨励賞

三重県 やまもとけんざい (株)山本建材
総合建設業、廃棄
物運搬処理等

http://www e-yamaken com/ 19年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 選考委員会奨励賞

三重県 ばんきょうせいやく 万協製薬(株) 医薬品製造業 http://www bankyo com/ 20年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 ベストプラクティス賞

三重県 えすわいとらべる エスワイトラベル(株) 旅行業 20年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 選考委員会奨励賞

三重県 さんこうたくしー (株)三交タクシー
旅客自動車運送事
業

http://www sanco-taxi co jp/ 20年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 選考委員会奨励賞

三重県 にほんどぼくこうぎょう 日本土木工業(株) 総合建設業 20年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰 選考委員会奨励賞

三重県 いむらやせいか 井村屋製菓(株)
菓子食品の製造販
売業

http://www imuraya co jp/ 21年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰

三重県 にほんどぼくこうぎょう 日本土木工業(株) 総合建設業 21年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰

三重県
もびりてぃらんどすずかさー
きっと

(株)モビリティランド 鈴鹿サーキット サービス業 http://www suzukacircuit jp/ 21年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰

三重県 まえのけんちくせっけい (株)前野建築設計 建築設計業 http://www maenosekkei co jp/ 21年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰

三重県 ひかりきかいせいさくしょ (株)光機械製作所 工作機械製造業 http://hikarikikai co jp/ 21年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰

三重県 まるはちどけん (株)丸八土建 建設業 http://www maru8doken co jp/ 21年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰

三重県
しょくひんぶんせきかいはつ
せんたーさなてっく

（財）食品分析開発センター ＳＵＮＡＴＥＣ 食品検査・分析 http://www mac or jp/ 22年 三重県 男女がいきいきと働いている企業表彰

滋賀県 よしけいしが (株)ヨシケイ滋賀 サービス業 21年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

滋賀県 わぼうでんし ワボウ電子(株)
プリント基板設計、
生産

http://www wabo co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

滋賀県 かんさいにほんでんき 関西日本電気(株)
半導体、電子デバイ
ス

http://www kansai necel com/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

滋賀県
こうがぐんのうぎょうきょうど
う

甲賀郡農業協同組合 農業協同組合 http://www ja-koukagun jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

滋賀県
きんきけんこうかんりせん
たー

（財）近畿健康管理センター 医療・保健 http://www zai-kkc or jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

滋賀県 ながはまきやのん 長浜キヤノン(株) 電気機器 http://www canon-nagahama co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

滋賀県 たからばいお タカラバイオ(株)
遺伝子工学・医療、
医食品

http://www takara-bio co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

滋賀県 りょうびてくの 菱琵テクノ(株) プラスチック http://www ryobi-techno co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

滋賀県 あやはでぃお アヤハディオ(株) ホームセンター http://www ayahadio com/index2 html 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

滋賀県 びわこぎんこう (株)びわこ銀行 銀行 http://www biwakobank co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

滋賀県 へいわどう (株)平和堂 総合小売業 http://www heiwado jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

滋賀県 しがけんせいやく 滋賀県製薬(株) 医薬品 http://www shigaken-pharm co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

滋賀県 へいわどう (株)平和堂 各種商品小売業 http://www heiwado jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm.mhlw.go jp/houdou/2003/05/h
0528-1b.html#3

滋賀県 たねしん (株)種新 製菓 http://www taneshin com/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

滋賀県 せんなりてい (株)千成亭 食肉加工、販売 http://www sennaritei co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

滋賀県 つちだけんざい 土田建材 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

滋賀県 しがぎんこう (株)滋賀銀行 銀行 http://www shigagin com/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

滋賀県
せいかつきょうどうくみあい
こーぷしが

生活協同組合コープしが 生活協同組合 http://www pak2 com/index html 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

滋賀県 おおにしでんし 大西電子(株) 治工具、機器装置 http://www one-h co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

滋賀県 へいわどう (株)平和堂 総合小売業 http://www heiwado jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

滋賀県 カブシキカイシャヘイワドウ (株)平和堂 総合小売業 http://www heiwado jp/ 14年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県 マイタウンヒナツジチカイ マイタウン日夏自治会 自治会 14年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県 せんなりてい 千成亭
食肉、加工食品販
売、レストラン経営

http://www sennaritei co jp/ 15年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県 ちどりがおかじちかい 千鳥ヶ丘自治会 自治会 15年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県 えいらくや (株)永樂屋 仏壇製造販売 http://www eirakuya com/ 16年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県 ぽぽはうす （特非）NPO ぽぽハウス
特定非営利活動法
人

http://popo-house jp/ 16年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県 たねや (株)たねや
和菓子・洋菓子の
製造販売

http://www taneya jp/shop/siga/mihori/index html 17年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県
こいずみちょうちょうないか
い

小泉町町内会 町内会 17年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県
はらまちひがしだんちじちか
い

原町東団地自治会 自治会 18年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県 ぶりぢすとんひこねこうじょう (株)ブリヂストン彦根工場 タイヤ製造業 http://www bridgestone co jp/ 19年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県 しがちゅうおうしんようきんこ 滋賀中央信用金庫 金融業 http://www shigachushin jp/ 19年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県
せいかつきょうどうくみあい
こーぷしが ひこねせんたー

生活協同組合コープしが 彦根センター 生活協同組合 21年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県

のぼりまちぐりーんどおり
しょうてんがいしんこうくみあ
い のぼりまちぐりーんれ
でぃーす

登町グリーン通り商店街振興組合 登町グリーンレ
ディース

商店街振興組合 http://www biwako ne jp/~green/ 21年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県
ひこねしかいごかぞくのつど
いほっこり

彦根市介護家族のつどい「ほっこり」 22年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰

滋賀県 ほいくさーびすどりーむ （特非）保育サービスドリーム
特定非営利活動法
人

http://www geocities jp/npo dream/ 22年 滋賀県 彦根市 男女共同参画推進事業者表彰



滋賀県
こなんこういきしょうぼうきょ
く

湖南広域消防局 消防局 http://www konan-kouiki jp/konanshoubou 23年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ支援賞

京都府
はたらきたいおんなたちの
ねっとわーく

（特非）働きたいおんなたちのネットワーク
特定非営利活動法
人

http://www5f biglobe ne jp/~hataraki/ 18年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ支援賞

京都府
きょうとちゅうおうしんようき
んこ

京都中央信用金庫 信用金庫 http://www chushin co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

京都府 わこーる (株)ワコール
女性洋装下着製造
卸売業

http://www wacoalholdings jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo2 html#1

京都府 くろいでんき クロイ電機(株)
照明器具等製造・
販売

http://www kuroi co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

京都府 にほんでんち 日本電池(株) 電気機器 http://sociosys mri co jp/ITS/memb r/tech/nipp nd nchi html 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

京都府 にほんしんやく 日本新薬(株) 医薬品 http://www nippon-shinyaku co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

京都府 きょうとみやこしんようきんこ 京都みやこ信用金庫 信用金庫 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞 ２０００年破綻

京都府 もりもとはいかん 森本配管(株) 設備工事業 http://www morimoto-haikan co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/general/seido/koy
ou/kintou/jyusyou99 html

京都府 たからしゅぞう 宝酒造(株) 酒、食品 http://www takarashuzo co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

京都府 るしあん (株)ルシアン 衣料 http://www lecien co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

京都府 にほんしんやく 日本新薬(株) 医薬品 http://www nippon-shinyaku co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

京都府 おむろん オムロン(株)
制御機器・ＦＡシス
テム製造等

http://www omron co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

京都府 にっしんでんき 日新電機(株)
受変電設備、調相
設備

http://www nissin co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

京都府 きょうとぎんこう (株)京都銀行 金融業・保険業 http://www kyotobank co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

京都府 きょうとぎんこう (株)京都銀行 金融業・保険業 http://www kyotobank co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門厚生労働大臣優良賞
http://www.mhlw.go jp/houdou/2
009/10/dl/h1001-3a.pdf

京都府
きょうとちゅうおうしんようき
んこ

京都中央信用金庫 信用金庫 http://www chushin co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 都道府県労働局長優良賞

京都府 よねだぐみ 米田組 建設業 http://www yonedagumi com/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 都道府県労働局長奨励賞

京都府 ほりばせいさくしょ (株)堀場製作所 製造業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

京都府 おむろん オムロン(株)
制御機器・ＦＡシス
テム製造等

http://www omron co jp/index html 19年 京都府 京都府子育て応援企業表彰 職場環境づくり部門

京都府 くろいでんき クロイ電機(株)
照明器具等製造・
販売

http://www kuroi co jp/ 19年 京都府 京都府子育て応援企業表彰 職場環境づくり部門

京都府 にっしんせいさくしょ (株)日進製作所 精密部品等製造 http://www nissin-mfg co jp/index htm 19年 京都府 京都府子育て応援企業表彰 職場環境づくり部門

京都府 にゅーりー ニューリー(株)
イメージスキャナ等
開発・製造等

http://www newly co jp/ 19年 京都府 京都府子育て応援企業表彰 職場環境づくり部門

京都府 ほりばせいさくしょ (株)堀場製作所
自動車計測機器等
の製造販売

http://www jp horiba com/ 19年 京都府 京都府子育て応援企業表彰 職場環境づくり部門

京都府 はんきゅうでんてつ 阪急電鉄(株) 都市交通事業等 http://dentetsu hankyu co jp/index html 19年 京都府 京都府子育て応援企業表彰 施設づくり部門

京都府 きょうときかいこうぐ 京都機械工具(株)
自動車整備用工具
等製造販売等

http://ktc co jp/company/summary/ 19年 京都府 京都府子育て応援企業表彰 社会貢献部門

京都府
きょうとふこうしゅうよくじょう
ぎょうせいかつえいせいどう
ぎょうくみあい

京都府公衆浴場業生活衛生同業組合 浴場組合 http://www.kyoto1010.or jp/ 19年 京都府 京都府子育て応援企業表彰 社会貢献部門

京都府
しーえすけーほーるでぃんぐ
す

(株)ＣＳＫホールディングス
ＩＴ関連総合サービ
ズプロバイダー

http://www csk com/ 19年 京都府 京都府子育て応援企業表彰 社会貢献部門

京都府
ふしみおおてすじしょうてん
がいしんこうくみあい

伏見大手筋商店街振興組合 商店街振興組合 http://www otesuji jp/ 19年 京都府 京都府子育て応援企業表彰 社会貢献部門

京都府 きょうとぎんこう (株)京都銀行 銀行業 http://www kyotobank co jp/ 20年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 しんがくしゃ (株)新学社
学習教材の出版・
販売

http://www sing co jp/index html 20年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 にっしんでんき 日新電機(株) 受変電設備等 http://www nissin co jp/ 20年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 むらたせいさくしょ (株)村田製作所
電子デバイスの研
究開発・生産・販売

http://www murata co jp/ 20年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 おおさかがす 大阪ガス(株) 都市ガス業 http://www osakagas co jp/index html 20年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 きんきこかこーらぼとりんぐ 近畿コカ・コーラボトリング(株) 清涼飲料水製造等 http://www ccwh co jp/kinki/ 20年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府
こそだてしえんぼらんてぃあ
すくすくやぎっこ

子育て支援ボランティア「すくすくやぎっこ」 子育て支援団体 http://www pref kyoto jp/kosodate/118731 20年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府 おとくにぱお （特非）おとくにパオ
特定非営利活動法
人

http://www ne jp/asahi/otokuni/pao/ 20年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府
けいはんなぶんかがくじゅつ
きょうかい

（特非）けいはんな文化学術協会
特定非営利活動法
人

http://www3 kcn ne jp/~kvc/ 20年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府
はたらきたいおんなたちの
ねっとわーく

（特非）働きたいおんなたちのネットワーク
特定非営利活動法
人

http://www5f biglobe ne jp/~hataraki/ 20年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府
まいづるしじょせいせんたー
ねっとわーくのかい

（特非）舞鶴市女性センターネットワークの会
特定非営利活動法
人

http://www5 nkansai ne jp/org/jyosei-net/ 20年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府 こた コタ(株)
美容室向け頭髪用
化粧品、医薬部外
品の製造・販売

http://www cota co jp/ 21年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 にっしんしすてむず (株)日新システムズ 情報サービス業 http://www co-nss co jp/ 21年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 あさひれんとげんこうぎょう 朝日レントゲン工業(株)
電気機械器具製造
業

http://www asahi-xray co jp/ 21年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府
こうじんかいおおしまびょう
いん

特定医療法人 弘仁会大島病院  医療 http://www oshima or jp/ 21年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 さかぐちせいさくしょ (株)阪口製作所 
自動車部品の製
造・販売

http://www sakaguchi-jp com/ 21年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府
しせいどういりかてくのろ
じー

資生堂医理化テクノロジー(株) 分析機器製造業 21年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府
かめおかこそだてねっと
わーく

（特非）亀岡子育てネットワーク
特定非営利活動法
人

http://k-kosodate net/ 21年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府 こそだてをたのしむかい （特非）（特非）子育てを楽しむ会
特定非営利活動法
人

http://www ujikko net/ujikosodate/ 21年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府
よどさんせんかい かない
びょういん

医療法人社団淀さんせん会金井病院 医療 http://www kanaihospital jp/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 かとーてっく カトーテック(株) 製造業 http://www keskato co jp/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 だいわでんせつこうぎょう 大和電設工業(株) 建設業 http://web d-d-k co jp/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門



京都府 なべる (株)ナベル 製造業 http://www nabel co jp/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 ゆにしす (株)ユニシス 情報通信業 http://www uniuni co jp/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 よねだぐみ (株)米田組 建設業 http://www yonedagumi com/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府
しんげかいひいらぎほいくえ
ん

（社福）心華会ひいらぎ保育園 福祉 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 ちょうせいえん （社福）長生園 福祉 http://www choseien com/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 ゆー・えむ・あい (株)ユー・エム・アイ 製造業 http://www umi-inc co jp/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 おふぃすぱわーあっぷ （特非）おふぃすパワーアップ
特定非営利活動法
人

http://www office-powerup com/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府 きょうとこそだてねっとわーく 京都子育てネットワーク 子育て支援団体 http://www geocities jp/kk net1997/pc top 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府
やましなだいごこどものひろ
ば

（特非）山科醍醐こどものひろば
特定非営利活動法
人

http://www kodohiro com/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府 おひさまとかぜのこさろん （特非）おひさまと風の子サロン
特定非営利活動法
人

22年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府
かめおかしょうぎょうきょうど
うくみあい

亀岡商業協同組合 商業協同組合 http://www efureai jp/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府 こそだてしえんねこばす 子育て支援ねこばす 子育て支援団体 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府 ひらやふれあいさぽーたー 平屋ふれあいサポーター 子育て支援団体 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府
にほんみるくこみゅにてぃ
きょうとこうじょういけがみせ
いぞうしょ

日本ミルクコミュニティ(株)京都工場池上製造所 製造業 http://www megmilk com/ 22年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府 あけぼのかい （社福）あけぼの会 福祉 http://www6 ocn ne jp/~nobori/ 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 いしぐろめでぃかるしすてむ 石黒メディカルシステム(株) 卸販売 http://www ishiguro-medical jp/ 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 うじふくしえん （社福）宇治福祉園 福祉 http://www ujifukushien or jp/index html 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 えのきかい （社福）えのき会 福祉 http://enokikai jp/index html 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 きょうとかがく （株）京都科学 製造 http://www kyotokagaku com/jp/ 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 きょうとみなみやましろかい （社福）京都南山城会 福祉 http://care-net biz/26/nukumori/index ph 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 ささきかがくやくひん 佐々木化学薬品（株） 製造 http://www sasaki-c co jp/index html 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 たなかせいこう 田中精工（株） 製造 http://www tanakaseiko co jp/ 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府 みらのこうむてん （株）ミラノ工務店 建設 http://www milano co jp/ 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府
ゆのはなかんこうほてる す
みやきほうあん

（有）湯の花観光ホテル すみや亀峰菴 旅館 http://www sumiya ne jp/ 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 職場環境づくり部門

京都府
きょうとおやじのかいれんら
くかい

京都「おやじの会」連絡会 地域団体 http://www kyoto-oyaji jp/ 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府
なかすじがっこうしえんねっ
とわーく

中筋学校支援ネットワーク 地域団体 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府 ふたごのかい 双子の会 子育て支援団体 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

京都府 まちづくりさぽーとくらぶ （特非）まちづくりサポートクラブ
特定非営利活動法
人

http://www eonet ne jp/~plaza-support/ 23年 京都府 京都府子育て支援表彰 地域貢献部門

大阪府
ほうそうとじょせいねっと
わーくいんかんさい

放送と女性ネットワークｉｎ関西 http://homepage3 nifty com/wnb/ 16年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ支援賞

大阪府 まざーねっと (株)マザーネット 保育・家事サービス http://www carifami com/ 19年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ支援賞

大阪府
こうせいねんきんじぎょうし
んこうだんおおさかこうせい
ねんきんびょういん

（財）厚生年金事業振興団大阪厚生年金病院 医療・福祉 http://www okn gr jp/ 21年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ支援賞

大阪府 ぱなそにっく パナソニック(株)
電気測定器の製
造、販売

http://panasonic co jp/index3 html 20年 内閣府 大阪府 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣総理大臣表彰

大阪府
じどうぎゃくたいぼうしきょう
かい

（特非）児童虐待防止協会
特定非営利活動法
人

http://www apca jp/index html 20年 内閣府 大阪府 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

大阪府 けーわいけーかいごさーびす （有）ケーワイケー介護サービス 医療・福祉 22年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

大阪府 えくせでぃ (株)エクセディ 自動車製品 http://www exedy co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

大阪府 はんきゅうひゃっかてん (株)阪急百貨店 各種商品小売業 http://www hankyu-dept co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo2 html#1

大阪府 おおさかがす 大阪ガス(株) 都市ガス業 http://www osakagas co jp/index html 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo2 html#1

大阪府 みのるた ミノルタ(株)
精密機械器具製造
業

13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo3 html#1

大阪府 さんようでんき 三洋電機(株) 電気機器 http://www sanyo co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

大阪府 はんしんひゃっかてん (株)阪神百貨店 百貨店 http://www hanshin-dept jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

大阪府 けいはんひゃっかてん (株)京阪百貨店 百貨店 http://www keihan-dept co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

大阪府 まつしたでんきさんぎょう 松下電器産業(株)
電気機械器具製造
業

http://www panasonic co jp/index3 html 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/houdou/2
005/09/h0929-1a html

大阪府 とうれ 東レ(株) 繊維 http://www toray co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

大阪府 たかしまや (株)高島屋 百貨店 http://www takashimaya co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

大阪府 たけだやくひんこうぎょう 武田薬品工業(株) 製薬 http://www takeda co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞



大阪府 さんとりー サントリー(株) 食品、酒類、外食 http://www suntory co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

大阪府 まつしたでんきさんぎょう 松下電器産業(株)
電気機械器具製造
業

http://www panasonic co jp/index3 html 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/0105/h052
5-2c html

大阪府 ろーとせいやく ロート製薬(株) 医薬品 http://www rohto co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

大阪府 だいまる (株)大丸 各種商品小売業 http://www daimaru co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2002/05/h

大阪府 さんすたー サンスター(株) 化学、健康食品 http //www sunstar com/0 0 home/0 0 home html 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

大阪府 たかしまや (株)高島屋 各種商品小売業 http://www takashimaya co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm.mhlw.go jp/houdou/2003/05/h
0528-1b html#4

大阪府 ていじん 帝人(株) 繊維工業 http://www teijin co jp/japanese/index html 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2003/05/h
0528-1b html#5

大阪府 ふじせいゆ 不二製油(株)
油脂、製菓素材生
産販売

http://www fujioil co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

大阪府 まつしたでんきさんぎょう 松下電器産業(株)
電気機械器具製造
業

http://www panasonic co jp/index3 html 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣 優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2004/05/h
0528-3b html#1-2

大阪府 いけだぎんこう (株)池田銀行 銀行 http://www ikedabank co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

大阪府 だいきんこうぎょう ダイキン工業(株)
一般機械器具製造
業

http://www daikin co jp/index html 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2005/05/h
0530-2b html#2

大阪府
まつしたでんこういんてりあ
しょうめい

松下電工(株) 電気機器 http://www mew co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/houdou/2
006/05/dl/h0529-2b pdf

大阪府 せきすいかがくこうぎょう 積水化学工業(株)
住宅設計、プラス
チック製品

http://www sekisui co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

大阪府 きんきおおさかぎんこう (株)近畿大阪銀行 金融業・保険業 http://www kinkiosakabank co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

大阪府 さんてんせいやく 参天製薬(株)
医薬品および医療
機器の研究開発・
製造・販売

http://www santen co jp/jp/index jsp 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門 厚生労働大臣
優良賞

http://www.mhlw.go jp/houdou/2
008/09/dl/h0924-1b.pdf

大阪府 りそなぎんこう (株)りそな銀行 金融業・保険業 http://www resona-gr co jp/resonabank/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 厚生労働大臣優良賞
www mhlw go jp/stf/houdou/2r98
52000000sww8 html

大阪府 せんしゅかい (株)千趣会 卸売業･小売業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

大阪府 たかしまや (株)髙島屋 卸売業・小売業 http://www takashimaya co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 厚生労働大臣 優良賞 tp://www mhlw go p/g n ral/s ido koyou k nt u/ l j usy u0 h 3 pdf

大阪府 しゃーぷ シャープ(株) 製造業 http://www sharp co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

大阪府 たけなかこうむてん (株)竹中工務店 建設業 http://www takenaka co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

大阪府 ぱなほーむ パナホーム(株) 建設業 http://www panahome jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

大阪府
おおさかひがししんようきん
こ

大阪東信用金庫 金融業，保険業 http://www osaka-higashin co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

大阪府 しゃーぷ シャープ株式会社
電気機械器具製造
業

http://www sharp co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門厚生労働大臣優
良賞

tp://www mhlw go p/g n ral/s ido koyou k nt u/ l j usy u0 h 3 p f

大阪府 いけだぎんこう (株)池田銀行 銀行 http://www sihd-bk jp/ 15年 大阪府 池田市 オーブ・池田賞

大阪府 おとわ (株)音羽 飲食業 http://www otw co jp/ 16年 大阪府 池田市 オーブ・池田賞

大阪府 だいはつこうぎょう ダイハツ工業(株) 自動車販売 http://www daihatsu co jp/index htm 17年 大阪府 池田市 オーブ・池田賞

大阪府
せいぼうりょくきゅうえんせ
んたー・おおさか

性暴力救援センター・大阪（ＳＡＣＨＩＣＯ） http://www sachico jp/ 23年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞

兵庫県
いきまっせしょうひしゃけい
はつぐるーぷてくてく

行きまっせ！消費者啓発グループ「てくてく」 21年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞特別部門賞

兵庫県 こらぼねっと （有）コラボねっと
人材育成・障害者
自立支援

http://collabonet net/ 20年 内閣府 兵庫県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

兵庫県 もろぞふ モロゾフ(株) 洋菓子 http://www morozoff co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

兵庫県 わーるど (株)ワールド アパレル http://www world co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

兵庫県 のーりつ (株)ノーリツ 給湯器 http://www noritz co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

兵庫県 だいしんくう (株)大真空 水晶デバイス http://www kds info/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

兵庫県
かんさいすーぱーまーけっ
と

(株)関西スーパーマーケット 食品小売 http://www kansaisuper co jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

兵庫県 おおぜき 大関(株) 酒造 http://www ozeki co jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

兵庫県 あしっくす (株)アシックス
スポーツ用品製造
販売業

http://www asics co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

兵庫県 さんようひゃっかてん (株)山陽百貨店 百貨店 http://www sanyo-dp co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

兵庫県 かわさきじゅうこうぎょう 川崎重工業(株) 輸送用機器製造 http://www khi co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

兵庫県
せいかつきょうどうくみあい
こーぷこうべ

生活協同組合コープこうべ 生活協同組合 http://www kobe coop or jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

兵庫県 ひめじしいしかい （社）姫路市医師会 医療 http://www himeji-med or jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

兵庫県 ありつねやくひんこうぎょう 有恒薬品工業(株) 殺虫剤製造 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

兵庫県
そうごうほけんせいどけん
きゅうじょ

(株)綜合保険制度研究所 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

兵庫県 いけだでんき 池田電機(株)
照明機器、電気機
器製造

http://group mew co jp/ikeda/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

兵庫県 いとうはむ 伊藤ハム(株) 食品 http://www itoham co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

兵庫県 もろぞふ モロゾフ(株)
洋菓子製造、レスト
ラン

http://www morozoff co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

兵庫県 とーほー (株)トーホー 食品卸売、小売 http://www to-ho co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

兵庫県
ぷろくたー･あんど･ぎゃんぶ
る・ふぁー・いーすと・いんく

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク 日用品製造 http://jp pg com/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

兵庫県 にほんいーらいりりー 日本イーライリリー(株) 医薬品 http://www lilly co jp/CACHE/index index cfm 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

兵庫県 ふじつうてん 富士通テン(株)
自動車オーディオ製
品

http://www fujitsu-ten co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

兵庫県 ふじつうてん 富士通テン(株)
自動車オーディオ製
品

http://www fujitsu-ten co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞



兵庫県 くりーんてっくす・じゃぱん クリーンテックス・ジャパン(株) 製造業 http://www kleen-tex-japan co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

兵庫県 しんきばす 神姫バス(株) 運輸業，郵便業 http://www shinkibus co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

兵庫県 ふぇりしも 株式会社フェリシモ 卸売業，小売業 http://www felissimo co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

兵庫県 けいてっく 株式会社ケイテック
学術研究，専門・技
術サービス業

http://www ktec-kobe co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

兵庫県
すみともきんぞくこうぎょう
こうかんかんぱにー とく
しゅかんじぎょうしょ

住友金属工業(株)鋼管カンパニー 特殊管事業所 金属精錬業 http://www umitom metals co jp/steeltubeworks/index html 19年 兵庫県 尼崎市 男女共同参画推進事業者表彰

兵庫県
もりながせいか つかぐちこ
うじょう

森永製菓(株) 塚口工場 菓子製造 http://www morinaga co jp/index html 19年 兵庫県 尼崎市 男女共同参画推進事業者表彰

兵庫県
あまがさきしょうこうかいぎ
しょ

尼崎商工会議所 地域総合経済団体 http://www amacci or jp/ 19年 兵庫県 尼崎市 男女共同参画推進事業者表彰

兵庫県
えいこうでんきこうぎょうか
ぶしきがいしゃ

栄興電機工業(株) 建設業（電気工事） http://www eikottg co jp/ 22年 兵庫県 尼崎市 男女共同参画推進事業者表彰

兵庫県
かぶしきがいしゃ えいすい
かがく

(株) 栄水化学 ビルメンテナンス業 http://www eisui co jp 22年 兵庫県 尼崎市 男女共同参画推進事業者表彰

兵庫県
やまむらそうこかぶしきがい
しゃ

山村倉庫(株) 物流業 www yamaso-web co jp 22年 兵庫県 尼崎市 男女共同参画推進事業者表彰

奈良県 ならこうつう 奈良交通(株) 運輸 http://www narakotsu co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

奈良県 かきのはすしほんぽたなか (株)柿の葉すし本舗たなか 食品 http://www kakinohasushi co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

奈良県 やまとしんようきんこ 大和信用金庫 信用金庫 http://www yamato-shinkin co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

奈良県 ゆうじかい （社福）郁慈会 社会福祉法人 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

奈良県 しゃだんせいしんかい （医社）清心会桜井病院 医療法人 http://www sakurai-hp com/index2 html 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

奈良県
でぃー・えぬ・ぴーでーたてく
のかんさい

(株)ＤＮＰデータテクノ関西 情報処理 http://www dnp co jp/dnp datatechno kansai/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

奈良県 だいとくしょくひん 大徳食品(株) 食品製造 http://www daitoku-kk co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

奈良県 おかもと 岡本(株) 繊維、衣料 http://www okamotocorp co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

奈良県 きょうどうせいはんいんさつ 共同精版印刷(株) 印刷 http://www kspkk co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

奈良県 やまとしんようきんこ 大和信用金庫 信用金庫 http://www yamato-shinkin co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

奈良県 うえしま (株)植嶋 菓子卸売業 http://www ueshima-net co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

奈良県 ないとうでんき 内藤電気(株) 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

奈良県 ならけんとらっくきょうかい （社）奈良県トラック協会 運輸 http://narata or jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

奈良県
えむえすてぃーこーぽれー
しょん

(株)MSTコーポレーション 工作機械器具 http://www mst-corp co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

奈良県
しみんせいかつきょうどうく
みあいならこーぷ

市民生活協同組合ならコープ 卸売業・小売業 http://www naracoop or jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

奈良県 あいわかい （社福）愛和会 医療・福祉 http://www takarazuka-aiwakai or jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

奈良県 くれたけ (株)呉竹 製造業 http://www kuretake co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 都道府県労働局長優良賞

奈良県 さとうやくひんこうぎょう 佐藤薬品工業(株) 製造業 http://www sato-yakuhin co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

奈良県 うえしま (株)植嶋 菓子卸売業 http://www ueshima-net co jp/ 19年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

奈良県 さほかい （社福）佐保会
軽費老人ホーム・保
育所

http://www ans co jp/n/shikanodaisaho/
http://www ans co jp/n/shikanodaisaho/

19年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

奈良県 やまとしんようきんこ 大和信用金庫 金融業 http://www yamato-shinkin co jp/ 19年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

奈良県 あいわかい （社福）愛和会 福祉・保育 http://www takarazuka-aiwakai or jp/ 20年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

奈良県 まんようふくしかい （社福）万葉福祉会 福祉 http://www manyoen jp/ 20年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

奈良県 きょうどうせいはんいんさつ 共同精版印刷(株) 印刷 http://www kspkk co jp/ 20年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

奈良県
しみんせいかつきょうどうく
みあいならこーぷ

市民生活協同組合ならコープ 卸売業・小売業 http://www naracoop or jp/ 21年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

奈良県 くれたけ (株)呉竹 製造業 http://www kuretake co jp/ 21年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

奈良県 わいずすたっふ (株)ワイズスタッフ サービス業 http://www ysstaff co jp/ 21年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

奈良県 ふぁーましーきのうた ファーマシー木のうた 卸売業・小売業 http://www kinouta co jp/ 21年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

奈良県 さんごうさんさんはうす 特定非営利活動法人三郷サンサンハウス 福祉・介護 http://www 3533house com/ 22年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

奈良県 あい・ぴー・ふぁいん アイ・ピー・ファイン株式会社 サービス業 http://www ipfine com/ 22年 奈良県 奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業 知事表彰

和歌山県
きしゅうちゅうおうのうぎょう
きょうどうくみあい

紀州中央農業協同組合 農業協同組合 http://www ja-kc or jp/ 13年 和歌山県 男女共同参画いきいき大賞 ベストオフィス賞

和歌山県 ふたみしょうかい (株)双美商会
ビル総合メンテナン
ス

http://www futami-s co jp/ 14年 和歌山県 男女共同参画いきいき大賞 ベストオフィス賞

和歌山県
わかやまりびんぐしんぶん
しゃ

(株)和歌山リビング新聞社
フリーペーパーの発
行

http://www living-wakayama jp/ 15年 和歌山県 男女共同参画いきいき大賞 ベストオフィス賞

和歌山県 にしおかかいけいじむしょ 西岡会計事務所 専門サービス業 http://www nishioka-nmc com/ 16年 和歌山県 男女共同参画いきいき大賞 ベストオフィス賞

和歌山県
きなんのうぎょうきょうどうく
みあい

紀南農業協同組合 農業協同組合 http://www ja-kinan or jp/web/ 16年 和歌山県 男女共同参画いきいき大賞 ベストオフィス賞

和歌山県 おふぃすめいと オフィスメイト(株) 人材派遣業 http://mates jp/ 17年 和歌山県 男女共同参画いきいき大賞 ベストオフィス賞

和歌山県 うらしまかんこうほてる 浦島観光ホテル(株) 旅館業 http://www hotelurashima co jp/ 17年 和歌山県 男女共同参画いきいき大賞 ベストオフィス賞

和歌山県 こざがわゆずひらいのさと 農事組合法人古座川ゆず平井の里 農産品加工販売等 http://www4 ocn ne jp/~yuzusato/ 21年 和歌山県 男女共同参画いきいき大賞 ベストグループ賞

和歌山県 かぶしきがいしゃらかん 株式会社ラカン

トータルプロモーション、
店舗プロデュース、デザ
イン、企画、アンケート・
モニタリング、情報紙発
行

http://lacan jp/index html 22年 和歌山県 男女共同参画いきいき大賞 ベストグループ賞

和歌山県
わかやまでんてつかぶしき
がいしゃ

和歌山電鐵株式会社
鉄道事業、運輸事
業等

http://www wakayama-dentetsu co jp/ 22年 和歌山県 男女共同参画いきいき大賞 ベストグループ賞

鳥取県 とっとりさんようでんき 鳥取三洋電機(株) 電気機器 http://www torisan co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鳥取県 ぐっどひる グッドヒル(株) ＩＴ http://www nnn co jp/nihonkai/goodhill/index html 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鳥取県 とっとりだいまる (株)鳥取大丸 百貨店 http://www daimaru-tottori co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞



鳥取県 さんいんほうそう (株)山陰放送 テレビ局 http://bss jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鳥取県 とっとりふくしかい （社福）鳥取福祉会 福祉施設 http://www tottorifukushikai jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鳥取県 こうふぎけんこんさるたんと （有）江府技研コンサルタント
土木建築サービス
業

16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鳥取県
だいせんにゅうぎょうのう
ぎょうきょうどうくみあい

大山乳業農業協同組合
農業協同組合（乳
業）

http://www dainyu or jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鳥取県
しんこうじぇい・えふ・いーき
き

神鋼ＪＦＥ機器(株)
高圧ガス容器製造
販売

http://www shinko-kiki co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鳥取県
とっとりけんせいかつきょう
どうくみあい

鳥取県生活協同組合 生活協同組合 http://www tottori coop/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鳥取県
ふじたがくいんとっとりたん
きだいがく

（学）藤田学院 鳥取短期大学 短期大学 http://www cygnus ac jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

鳥取県 ほてるさんるーとよなご (株)ホテルサンルート米子 ホテル http://www sunroute jp/index html 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

鳥取県 やまこうけんせつ やまこう建設(株) 建築、土木 http://www yamakou-net co jp/hp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

鳥取県 てぃー・えむ・えす (株)ティー・エム・エス 建設 http://www tms-j co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

鳥取県
めいわかいいりょうふくしせ
んたー

社会医療法人 明和会医療福祉センター 医療，福祉 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

鳥取県 やまこうけんせつ やまこう建設(株) 建設業 http://www yamakou-net co jp/index html 20年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 優秀賞

鳥取県
さんようでんきこんしゅまー
えれくとろにくす

三洋電機コンシュマーエレクトロニクス(株) 製造業 http://ce jp sanyo com/ 20年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 優秀賞

鳥取県
さんいんごうどうぎんこうとっ
とりえいぎょうほんぶ

(株)山陰合同銀行鳥取営業本部 金融業 http://www gogin co jp/ 20年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 優秀賞

鳥取県 とっとりぎんこう (株)鳥取銀行 金融業 http://www tottoribank co jp/top htm 20年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 奨励賞

鳥取県 とうきょういんさつ 東京印刷(株) 印刷業 http://tokyop com/ 20年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 奨励賞

鳥取県
さんいんぎじゅつこんさるた
んと

サンイン技術コンサルタント(株)
土木建築サービス
業

http://www sanin-gc co jp/top html 20年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 奨励賞

鳥取県 せんだいさんようこうぎょう 千代三洋工業(株) 製造業 20年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 奨励賞

鳥取県
めいわかいいりょうふくしせ
んたー

社会医療法人 明和会医療福祉センター 医療・福祉 http://www mmwc or jp/ 22年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 優秀賞

鳥取県 みたこどけん （有）みたこ土建 建設業 22年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 優秀賞

鳥取県
とっとりけんこうせいじぎょう
だん

（社福）鳥取県厚生事業団 医療・福祉 http://www tottori-kousei jp/ 22年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 優秀賞

鳥取県 たけうちぐみ (株)竹内組 建設業 22年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 奨励賞

鳥取県 あさひこんさるたんと アサヒコンサルタント(株) 技術サービス業 http://www asahic co jp/index html 22年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 奨励賞

鳥取県
とっとりけんしゃかいふくし
きょうぎかい

（社福） 鳥取県社会福祉協議会 医療・福祉 http://www tottori-wel or jp/ 22年 鳥取県 鳥取県うれしい職場ささえる大賞 奨励賞

鳥取県 やまこうけんせつ やまこう建設(株) 建設業 http://www yamakou-net co jp/hp/ 17年 鳥取県 鳥取市 鳥取市次世代育成優秀企業表彰 優秀賞

鳥取県 とっとりぎんこう (株)鳥取銀行 金融業 http://www tottoribank co jp/top htm 17年 鳥取県 鳥取市 鳥取市次世代育成優秀企業表彰 優良賞

鳥取県
とっとりけんせいかつきょう
どうくみあい

鳥取県生活協同組合 小売業 http://www tottori coop/ 17年 鳥取県 鳥取市 鳥取市次世代育成優秀企業表彰 優良賞

鳥取県 とっとりさんようでんき 鳥取三洋電機(株)
電気機械器具製造
業

http://ce jp sanyo com/ 18年 鳥取県 鳥取市 鳥取市次世代育成優秀企業表彰 優秀賞

鳥取県 ぐっどひる グッドヒル(株) ＩＴ http://www nnn co jp/nihonkai/goodhill/index html 18年 鳥取県 鳥取市 鳥取市次世代育成優秀企業表彰 優良賞

鳥取県 せんだいさんようこうぎょう 千代三洋工業(株) 製造業 18年 鳥取県 鳥取市 鳥取市次世代育成優秀企業表彰 優良賞

鳥取県 だいやもんどでんき ダイヤモンド電機(株) 製造業 18年 鳥取県 鳥取市 鳥取市次世代育成優秀企業表彰 奨励賞

鳥取県 だいちきかく (株)大地企画
土木建築コンサルタ
ント

http://www c-dk jp/index html 19年 鳥取県 鳥取市 鳥取市次世代育成優秀企業表彰 優良賞

鳥取県 よしだけんせつ 吉田建設(株) 建設業 19年 鳥取県 鳥取市 鳥取市次世代育成優秀企業表彰 優良賞

鳥取県 にしむらぐみ (株)西村組 建設業 19年 鳥取県 鳥取市 鳥取市次世代育成優秀企業表彰 奨励賞

島根県 はぎのかい 萩の会 http://www6 ocn ne jp/~sesyu/ 17年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞特別部門賞

島根県 ながおかとそうてん (株)長岡塗装店 建物リフォーム http://www nagaoka-toso co jp/ 20年 内閣府 島根県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣総理大臣表彰

島根県 さんようせんいこうぎょう 三洋繊維工業(株) 衣料品製造 http://www sanyo-seni com/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

島根県 わかくさふくしかい （社福）若草福祉会 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

島根県 ながおかとそう (株)長岡塗装店 建物リフォーム http://www nagaoka-toso co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

島根県 しまねでんこう 島根電工(株) 電気設備工事 http://www sdgr co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

島根県 まつえたーみなるでぱーと (株)松江ターミナルデパート 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

島根県 いずこん (株)イズコン
コンクリート二次製
品

http://merce webloid jp/izcon/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

島根県 しまねさんようこうぎょう 島根三洋工業(株) 電子機器・部品 http://www shimane-sanyo com/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

島根県 きつぐそーいんぐせんたー (株)木次ソーイングセンター 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

島根県 じゃすとしょうじ ジャスト商事(株)
書籍・ＣＤ販売レン
タル

http://www just-corp co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

島根県 たかはしけんせつ 高橋建設(株) 音響工事設計施工 http://www takahashi-kensetsu co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

島根県 さんいんごうどうぎんこう (株)山陰合同銀行 金融サービス http://www gogin co jp/ 19年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 ながおかとそうてん (株)長岡塗装店
建設業（塗装工事・
防水工事）

http://www nagaoka-toso co jp/ 19年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 みつびしのうき 三菱農機(株) 製造業（機械器具） http://www mam co jp/ 19年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 まさこーぽれーしょん (株)マサコーポレーション
清掃用具レンタル・
販売、清掃業

http://www masaconet jp/ 20年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 ぽよぽよくりにっく (医)ぽよぽよクリニック 医療 http://www poyopoyo jp/ 20年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 かねだけんせつ (株)金田建設 建設業 http://www gr-kaneda co jp/index html 20年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 かねつぎけんこうぎょう カナツ技建工業(株) 建設業・水処理業 http://www kanatsu co jp/ 20年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 しまねふじつう (株)島根富士通
電気機械器具製造
業

http://jp fujitsu com/group/sfj/ 21年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰



島根県 りょうのうえんじにありんぐ 菱農エンジニアリング(株) 設計、製造業 http://www reng co jp/ 21年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 ふじきこーぽれーしょん フジキコーポレーション(株) 流通業、小売業 http://mondawa jp/ 21年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 さんびる (株)さんびる
総合ビルメンテナン
ス

http://www sanbg com/  21年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 じんじゅかい （医）仁寿会 医療業 http://www k-jinju or jp/ 22年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 ていじんこーどれ 帝人コードレ（株） 製造業 22年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 せこむさんいん セコム山陰（株） 警備業 http://www secom-sanin co jp/ 22年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

島根県 しまねワイナリー （株）島根ワイナリー 観光業 http://www shimane-winery jp/index html 22年 島根県
しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」島根
県知事表彰

岡山県 さんかくなび （特非）さんかくナビ
特定非営利活動法
人

http://ww32 tiki ne jp/~sankaku-navi/ 21年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞特別部門賞

岡山県 にしなひゃっかてん (株)仁科百貨店 卸売・小売業 http://www nishina co jp/ 18年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

岡山県 べねっせこーぽれーしょん (株)ベネッセコーポレーション
出版・印刷・同関連
産業

http://www benesse co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo1 html#1

岡山県 かくなんほんてん (株)角南本店 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞 ２０００年に社名を㈱サンアミに変更

岡山県 てんまんやすとあ (株)天満屋ストア 小売 http://www tenmaya-happytown com/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岡山県
あいせいかいとくべつようご
ろうじんほーむからまつそう

（社福）愛誠会 特別養護老人ホーム唐松荘 社会福祉法人 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岡山県 おかやまびゅーてぃー (株)岡山ビューティ 衣料 http://www okayama-beauty co jp/top1 htm 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岡山県
くらしきいりょうせいかつきょ
うどうくみあい

倉敷医療生活協同組合 医療・介護 http://www kura-hcu jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岡山県
おかやまいりょうせいかつ
きょうどうくみあい

岡山医療生活協同組合 医療・介護、保育 http://www okayama-health coop/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岡山県 くらしきかこう 倉敷化工(株)
自動車部品、産業
機器

http://www kuraka co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

岡山県 てんまや (株)天満屋 百貨店 http://www tenmaya co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

岡山県 りょうびうんゆ 両備運輸(株) 運輸 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞 合併による新会社設立のため、解散

岡山県 ちゅうごくぎんこう (株)中国銀行 銀行 http://www chugin co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

岡山県 ろーむ・ろじすてっく ローム・ロジステック(株) 半導体、電子部品 http://www rohm co jp/logi/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

岡山県 あいだえんじにありんぐ (株)英田エンジニアリング 産業機器 http://www aida-eng co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

岡山県 てんまんやすとあ (株)天満屋ストア 小売 http://www tenmaya-happytown com/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

岡山県
せいかつきょうどうくみあい
おかやまこーぷ

生活協同組合おかやまコープ
小売業(食料品、日
用品等)

http://www okayama-coop or jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門 厚生労働大臣
優良賞

http://www mhlw go jp/houdou/2
007/09/h0921-1a html

岡山県 おかやまたかしまや (株)岡山髙島屋 卸売業・小売業 http://www takashimaya co jp/okayama/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

岡山県 かなみつやくひん 金光薬品(株) 卸売業・小売業 http://www kanamitsu com/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

岡山県 めっせーじ (株)メッセージ 医療・福祉 http://www amille jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 ファミリー・フレンドリー企業部門 都道府県労働局長優良賞

岡山県 せろりー セロリー(株)
ｵﾌｨｽﾕﾆﾌｫｰﾑ、ｻｰ
ﾋﾞｽﾕﾆﾌｫｰﾑ等の企
画、製造、販売

http://www selery co jp/selery/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

岡山県 なかたにこううん 中谷興運(株) 運輸業 http://www nakatani-grp com/koun/out ine html 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

岡山県 みやけいいん 三宅医院 医療,福祉 http://www miyakeclinic com/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

岡山県 とまとぎんこう (株)トマト銀行 金融業，保険業 http://www tomatobank co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

岡山県 とよたかろーらおかやま トヨタカローラ岡山(株) 卸売業，小売業 http://toyota-dealers jp/36301/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

岡山県 やまだ (株)ヤマダ 建設業 http://yamada-g co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

岡山県 きょうわきかい 共和機械株式会社 製造業 http://www kyowa-machinery co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

岡山県
おかやまじょうほうしょりせ
んたー

(株)岡山情報処理センター 情報処理サービス http://www oec-o co jp/index html 14年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 さんあみ (株)サンアミ 被服製造販売業 http://www sun-amity co jp/ 14年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 りょうびうんゆ 両備運輸(株) 運輸業 http://www ryobi-holdings jp/ 15年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 てんまや (株)天満屋 百貨店業 http://www tenmaya co jp/ 16年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 おーてぃす オーティス(株) 製造業 http://www otis-com co jp/company/company htm 17年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 いのうえ (株)いのうえ 葬祭業 http://www everhall co jp/ 18年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 やまだようほうじょう (株)山田養蜂場
自然健康食品、化
粧品製造 通信販

http://www 3838 com/ 18年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 くろすかんぱにー (株)クロスカンパニー 衣料品製造・販売 http://www crosscompany co jp/index html 19年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 おかやまだいがく 国立大学法人岡山大学 教育 http://www okayama-u ac jp/ 20年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 あいだえんじにありんぐ (株)英田エンジニアリング 製造業 http://www aida-eng co jp/ 21年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 くらしきちゅうおうびょういん （財）倉敷中央病院 医療・福祉業 http://www kchnet or jp/ 22年 倉敷市 倉敷市男女共同参画社会づくり表彰（事業所の部）

岡山県
しゃかいふくしほうじんにちりんかい
とくべつようごろうじんほーむそうぎょうく
えん

（社福）日輪会特別養護老人ホーム宗玉園
特別養護老人ホー
ム

22年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 びざびぐるーぷ ビザビグループ 広告・出版 http://www vis-a-vis co jp 23年 岡山県 男女共同参画社会づくり表彰（事業者の部）

岡山県 かさおかだいいちびょういん 医療法人社団清和会 笠岡第一病院 医療・福祉 http://www kasaoka-d-hp or jp/ 19年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 おざきしょうじ 尾崎商事(株) 製造業 http://ozaki jp/ 19年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 りょうびほーるでぃんぐ 両備ホールディングス(株) 運輸・通信業 http://www ryobi-holdings jp/ 19年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 ちゅうごくぎんこう (株)中国銀行 金融・保険業 http://www chugin co jp/ 19年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞



岡山県 からまつそう （社福）愛誠会 特別養護老人ホーム唐松荘 医療・福祉業 http://www karamatsu-so jp/~karamatsu-so/index html 19年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 おかやましんようきんこ おかやま信用金庫 金融・保険業 http://www shinkin co jp/okayama/ 20年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 せろりー セロリー(株)
ｵﾌｨｽﾕﾆﾌｫｰﾑ、ｻｰ
ﾋﾞｽﾕﾆﾌｫｰﾑ等の企
画、製造、販売

http://www selery co jp/selery/ 20年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 ちゅうじょうしかいいん 医療法人中條歯科医院 医療・福祉 http://chujo-dent jp/ 20年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 やくしじじけいびょういん 医療法人薬師寺慈恵会 薬師寺慈恵病院 医療・福祉 http://www3 kct ne jp/~yakushiji jikei/ 20年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 ちゅうごくがくえんだいがく 中国学園大学・中国短期大学 教育 http://www cjc ac jp/ 20年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 ねっとそりゅーしょんず ネットソリューションズ(株) 電気通信工事 http://www net-solutions jp/index htm 20年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 おーえぬこうぎょう オーエヌ工業(株) 製造業 http://www onk-net co jp/ 20年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県
りょうびしすてむそりゅーしょ
んず

(株)両備システムソリューションズ サービス業 http://www ryobi-sol co jp/ 2１年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 とまとぎんこう (株)トマト銀行 金融・保険業 http://www tomatobank co jp/ 2１年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 ふくしまいいん 医療法人福嶋医院 医療・福祉 http://www iruka or jp/ 2１年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 しゅうじつがくえん 学校法人就実学園 教育 http://www shujitsu-h ed jp/ 2１年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県
そうせいかいわたなべいちょ
うかげかびょういん

医療法人創生会渡辺胃腸科外科病院 医療・福祉 http://watanabe or jp/ 2１年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 きょうわきかい 共和機械(株) 製造業 http://www kyowa-machinery co jp/ 2１年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 おかやまこーぷ 生活協同組合おかやまコープ 卸・小売業 http://www okayama-coop or jp/ 2１年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 こじまちゅうおうびょういん （財）仁厚医学研究所 児島中央病院 医療・福祉 http://www kojimach or jp/ 22年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 べねっせこーぽれーしょん (株)ベネッセコーポレーション 教育・学習支援業 http://www benesse co jp/ 22年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 りょうびぐれーすたくしー 両備グレースタクシー(株) 運輸業 http://www ryobi-gracetaxi com/ 22年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 さよういけだでんき 佐用池田電機(株) 製造業 http://group panasonic-denko co jp/ikeda/sayo/ 22年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 おかやまぶひん 岡山部品(株) 製造業 http://www okayamabuhin co jp/ 22年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 ぶらっくすみす (株)ブラックスミス 製造業 http://www blacksmith co jp/ 22年 岡山県 「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞

岡山県 くらしきちゅうおうびょういん （財）倉敷中央病院 医療・福祉業 http://www kchnet or jp/ 22年 岡山県 倉敷市 倉敷市男女共同参画社会づくり表彰（事業所の部）

岡山県
せいわかいくらしききねん
びょういん

医療法人誠和会 倉敷紀念病院 医療・福祉業 http://www seiwakai-net or jp 23年 岡山県 倉敷市 倉敷市男女共同参画社会づくり表彰（事業所の部）

岡山県 いであす (株)イデアス 専門サービス業 http://www ideass co jp/ 20年 岡山県 玉野市
玉野市男女共同参画社会の実現の促進に関する事
業者等表彰

岡山県 そうぎょくえん 特別養護老人ホーム 宗玉園
特別養護老人ホー
ム

20年 岡山県 玉野市
玉野市男女共同参画社会の実現の促進に関する事
業者等表彰

岡山県 ふぇにっくす 特別養護老人ホーム フェニックス
特別養護老人ホー
ム

http://yokokai-phoenix jp/contents/content0002 html 21年 岡山県 玉野市
玉野市男女共同参画社会の実現の促進に関する事
業者等表彰

岡山県 きびのこうぼうちみち (特非)吉備野工房ちみち
特定非営利活動法
人

http://www chimichi org/ 23年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞特別部門賞

広島県
あいだぶりゅーえいでぃーか
んきょうふくしせんもんがっ
こう

IWAD環境福祉専門学校 専修学校 http://www iwad ac jp/ 16年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ支援大賞

広島県
せいかつきょうどうくみあい
ひろしま

生活協同組合ひろしま 生活協同組合 http://www hiroshima coop/ 22年 内閣府 広島県 子ども若者育成・子育て支援功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

広島県 さたけ 株式会社サタケ
食品産業総合機械
及び食品の製造販
売

http://www.satake-japan.co jp/ja/ 22年 内閣府 子ども若者育成・子育て支援功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

広島県 にしかわごむこうぎょう 西川ゴム工業(株) ゴム製品 http://www nishikawa-rbr co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 ちゅうごうしんぶんしゃ (株)中国新聞社 マスコミ http://www chugoku-np co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 くまひらせいさくしょ (株)熊平製作所
セキュリティシステ
ム

http://www kumahira co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 てんぱーるこうぎょう テンパール工業(株) 遮断機、分電盤 http://www tempearl co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 まつだ マツダ(株) 自動車製造販売業 http://www mazda co jp/home html 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo5 html#1

広島県
せいかつきょうどうくみあい
ひろしま

生活協同組合ひろしま 生活協同組合 http://www hiroshima coop/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo6 html#1

広島県 さたけ (株)サタケ 産業機器、食品 http://www satake-japan co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 りょーび リョービ(株)
印刷機器、パワー
ツール

http://www ryobi-group co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 ひろしまでんてつ 広島電鉄(株) 運輸 http://www hiroden co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 さたけ (株)サタケ 産業機器、食品 http://www satake-japan co jp/ja/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/houdou/2
006/09/h0925-1a html

広島県 いずみ (株)イズミ 小売 http://www izumi co jp/index html 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 ちゅうでんぎじゅつこんさる 中電技術コンサルタント(株) 建設コンサルタント http://www cecnet co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 いずみ (株)イズミ 小売 http://www izumi co jp/index html 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 まつだ マツダ(株) 自動車 http://www mazda co jp/home html 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 ちゅうごくほうそう (株)中国放送 一般放送事業 http://www rcc co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 にちまん (株)ニチマン 靴製造販売 http://www nichiman co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 ふくや (株)福屋 百貨店 http://www fukuya-dept co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

広島県 さんよーふーず (株)サンヨーフーズ 麺類製造販売 http://www sanuki-udonbo co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

広島県 ろいやるこーぽれーしょん (株)ロイヤルコーポレーション 自動車学校 http://www royal-corp com/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

広島県 じちょうどう (株)自重堂 ユニフォーム、衣料 http://www jichodo co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

広島県 しまなみしんようきんこ しまなみ信用金庫 信用金庫 http://www shimanami-shinkin jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

広島県 ひろしまだいやしすてむ 広島ダイヤシステム(株) システム開発 http://www hdsnet co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞



広島県
さえきちゅうおうのうぎょう
きょうどうくみあい

佐伯中央農業協同組合 農業協同組合 http://ja-saikichuo or jp/index html 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

広島県 いずみ (株)イズミ 各種商品小売業 http://www izumi co jp/index html 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2004/05/h
0528-3b html#2-3

広島県 やまとよ (株)山豊
漬物、惣菜製造販
売

http://www yamatoyo co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

広島県 まるかしょくひん まるか食品(株) 食品 http://www e-maruka co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

広島県 ちゅうごうしんぶんしゃ (株)中国新聞社 マスコミ http://www chugoku-np co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

広島県 ひろしまがす 広島ガス(株) ガス供給 http://www hiroshima-gas co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

広島県 なかやまぼくじょう (株)なかやま牧場 畜産、スーパー http://www nakayama-farm jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

広島県 ひろしまぎんこう (株)広島銀行 銀行 http://www hirogin co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

広島県 あまのじつぎょう 天野実業(株) 製造業 http://www amanofoods co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

広島県 ふくや (株)福屋 卸売業・小売業 http://www fukuya-dept co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー･フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

広島県 でりかういんぐ デリカウイング(株) 製造業 http://www dwing co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー･フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

広島県 ひろしまぎんこう (株)広島銀行 金融業・保険業 http://www hirogin co jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門 厚生労働大臣優良賞
www mhlw go jp/stf/houdou/2r98
52000000sww8 html

広島県 ひろしまぎんこう (株)広島銀行 金融業･保険業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

広島県 ろじこむ (株)ロジコム 運輸業，郵便業 http://www net-logicom co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

山口県 ぼぶそんやまぐち ボブソン山口(株) 衣料 http://www axis or jp/~ysk/bobson html 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山口県 しゃだんこうようかい （医）社団向陽会阿知須同仁病院 医療 http://www dohjin com/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山口県
おーぷんしすてむそうごう
びょういん

オープンシステム総合病院徳山医師会病院 医療 http://www tokuyamaishikai com/byouin/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山口県 やまぐちにほんでんき 山口日本電気(株) 半導体デバイス http://www yamaguchi necel com/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山口県 るねさすやないせみこん (株)ルネサス柳井セミコンダクタ ダイオード製品 http://www yanasemi renesas com/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山口県 しものせきだいまる (株)下関大丸 百貨店 http://daimaru shimonoseki ne jp/index html 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山口県 とうようこうはん 東洋鋼鈑(株)
ブリキ、鋼板製造販
売

http://www toyokohan co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

山口県 さいきょうぎんこう (株)西京銀行 銀行 http://www saikyobank co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

山口県 しものせきだいまる (株)下関大丸 百貨店 http://daimaru shimonoseki ne jp/index html 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

山口県 ふじま (株)フジマ
経営コンサルティン
グ

http://fujima org/company html 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

山口県 さんでーさん (株)サンデーサン レストランチェーン http://www sundays-sun co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

山口県 さいきょうぎんこう (株)西京銀行 銀行業 http://www saikyobank co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2003/05/h
0528-1b html#6

山口県 しんこうさんぎょう 新光産業(株) 建築、機械 http://www ube-shinko co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

山口県 さいきょうぎんこう (株)西京銀行 銀行業 http://www saikyobank co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣 優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2005/05/h
0530-2b html#1

山口県 おのだつううん 小野田通運(株) 運輸 http://www6 ocn ne jp/~onodaexp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

山口県 しらかわこうぎょう 白川鉱業(株) 製造業 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

山口県 しるとろにっく・じゃぱん シルトロニック・ジャパン(株) 製造業 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

山口県
しゃかいふくしほうじんじょう
なんがくえん

(社福）城南学園 医療、福祉業 15年 山口県 育児休業を取得しやすい企業表彰 知事表彰

山口県 やまぐちまつしたでんき 山口松下電器(株) 電子部品製造業 12年 山口県 女性がいきいきと働ける企業表彰 知事表彰

山口県 うべかまぼこ 宇部蒲鉾(株) 食料品製造業 http://www ubekama co jp 13年 山口県 女性がいきいきと働ける企業表彰 知事表彰

山口県 しせんどうぐるーぷ 詩仙堂グループ 卸売・小売業 15年 山口県 男女がともにいきいきと働ける企業表彰 知事表彰

山口県 ゆーえむじー・えーびーえす ユーエムジー・エービーエス(株) ＡＢＳ樹脂製造販売 http://www umgabs co jp/ 16年 山口県 働く人にやさしい企業表彰 知事表彰

山口県 やまぐちぜろっくす 山口ゼロックス(株)
カラーレーザープリ
ンター

http://www fujixerox co jp/ygx/ 16年 山口県 働く人にやさしい企業表彰 知事表彰

山口県 さんようけんせつこうぎょう 山陽建設工業(株)
土木・建築工事、宅
建業

http://www sanyokk co jp/ 16年 山口県 働く人にやさしい企業表彰 知事表彰

山口県 まえだかいさん 前田海産(株) 食品製造業 http://www maeda ne jp/gaiyou html 16年 山口県 働く人にやさしい企業表彰 知事表彰

山口県 さんせいかい （医）三生会（光市） 医療業 19年 山口県 働く人にやさしい企業表彰 知事表彰

山口県
にほんむせんでんきさーび
すしゃ

(株)日本無線電機サービス社

船舶及び産業用監
視・制御システム、
電気・電子応用機
器の製造

http://www jrcs.co jp/ 20年 山口県 やまぐち子育て応援優良企業表彰 知事表彰

山口県 はまだぐみ (株)浜田組 20年 山口県 やまぐち子育て応援優良企業表彰 知事表彰

山口県 とくやまいしかい （社）徳山医師会 医療 http://www.tokuyamaishikai.com/ 20年 山口県 やまぐち子育て応援優良企業表彰 知事表彰

山口県 しるとろにっく・じゃぱん シルトロニック・ジャパン(株) 製造業 21年 山口県 やまぐち子育て応援優良企業表彰 知事表彰

徳島県
きゅうじんかい なるとやまう
え びょういん

（医）久仁会 鳴門山上病院 医療・福祉 http://www k ujink i-mc r jp/html/main/y m kami nn i html 20年 厚生労働省 母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の表彰

徳島県
とくしまけんこうせいかつ
きょうどうくみあい

徳島健康生活協同組合 医療生活協同組合 http://www2 tcn ne jp/~hcoopt/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

徳島県 あわぎんこう (株)阿波銀行 銀行 http://www awabank co jp/kojin/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

徳島県 あわぎんこう (株)阿波銀行 銀行 http://www awabank co jp/kojin/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/general/seido/koy

徳島県 わかほかい （社福）若穂会 医療・福祉 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

徳島県 とくしまだいがく 国立大学法人 徳島大学 大学 http://www tokushima-u ac jp/ 18年 徳島県 はぐくみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 なるときょういくだいがく 国立大学法人 鳴門教育大学 大学 http://www naruto-u ac jp 18年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 しけん (株)シケン 歯科技工業 http://www shiken biz 18年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 いりょうほうじんいざんかい 医療法人倚山会 医療業 http://www taoka or jp/ 18年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 にしせいこう 西精工(株) 金属製品製造業 http://www nishi-seiko co jp 18年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰



徳島県 かわべきかい （有）川辺機械 機械販売 http://kawabe-kikai ecweb jp 18年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 くらっしー (株)クラッシー サービス業 http://www classy-concierge com 18年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 おぷとぴあ (株)オプトピア 情報サービス業 http://www optpia co jp/ 18年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
とくしまけんちゅうしょうき
ぎょうだんたいちゅうおうか
い

徳島県中小企業団体中央会 サービス業 http://www tkc or jp 19年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
にしぶちすれーとこうぎょう
しょ

(株)西渕スレート工業所 建設業 http://www nishibuchi co jp 19年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 すまいる （有）スマイル 調剤薬局 http://www smile-group jp 19年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 うぃず （有）ウイズ 調剤薬局 http://www smile-group jp 19年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 らっく （有）ラック 調剤薬局 http://www smile-group jp 19年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 それいゆ (株)ソレイユ 調剤薬局 http://www smile-group jp 19年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 とくしまばす 徳島バス(株)
一般乗合貸切旅客
自動車運送

http://www tokubus co jp 19年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 そうごうびる・めんてむ 総合ビル・メンテム(株) ビルメンテナンス業 http://www sbm-inc co jp/ 19年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 とくしましんぶんしゃ （社）徳島新聞社 日刊新聞発行業 http://www topics or jp/ 19年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 まるもと (株)丸本 食料品製造業 http://www molmoto co jp/ 19年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 すたっふくりえいと (株)スタッフクリエイト 労働者派遣事業 http://www staffcreate com 19年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
いりょうほうじんきゅうじんか
い

医療法人久仁会 医療・福祉 http://www kyujinkai-mc or jp/ 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 いどむ (株)イドム 飲食業（外食） http://www4 ocn ne jp/~idm/ 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 てれこめでぃあ (株)テレコメディア
サービス業・テレ
マーケティング業

http://www telecomedia co jp/ 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 なるとえんぎょう 鳴門塩業(株) 製造業 http://www naruen co jp 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 いりょうほうじんめいわかい 医療法人明和会 田蒔病院 医療業 http://www1 kbctv ne jp/~meiwakai/ 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 たまきめでぃかるさぽーと （有）たまきメディカルサポート 介護 http://www kbcyv ne jp/~meiwakai/ 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 ふじさきでんき 藤崎電機(株) 製造業・建設業 http://www fujisakikk co jp 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
ぜんろうさいとくしまけんほ
んぶ

全労済徳島県本部 共済事業 http://www zenrosai-tokushima coop 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 しこくろうどうきんこ 四国労働金庫 金融 http://www shikoku-rokin or jp/ 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
いりょうほうじんじんしんか
いかめいびょういん

医療法人尽心会 亀井病院 医療業 http://www kameihospital com/ 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 ときわ (株)ときわ 貸衣装業 http://www bctoikwa co jp 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
いりょうほうじんこうせいか
い

医療法人弘誠会 浦田病院 医療業 http://www uratahp com/ 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
とくしまけんろうどうしゃふく
しきょうぎかい

（社）徳島県労働者福祉協議会
その他のサービス
業

http://tokushima rofuku net/ 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
とくしまけんきんろうしゃふく
しねっとわーく

（財）徳島県勤労者福祉ネットワーク サービス業 http://nmt ne jp/~tkfneto/ 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 うめのはなほいくえん （社福）梅の花保育園 保育園 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
いりょうほうじんようじょうえ
ん

医療法人養生園 医療業 http://www taoka-higashi or jp 20年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
さんえっくすじょうほうしすて
む

(株)サンエックス情報システム 情報サービス業 http://www sanx-info co jp/ 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 しこくぶひん 四国部品(株) 製造業 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
さくらしゃかいほけんろうむ
しほうじん

さくら社会保険労務士法人
社会保険労務士事
務所

http://www skr39 co jp/ 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 だいわりーす 大和リース(株) 建設業 http://www daiwalease co jp 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 てれねっと (株)テレネット コールセンター http://www tele-net co jp 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 てっくよびこう (株)テック予備校 塾・予備校 http://www tac-yobiko co jp/ 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 とくしまいんさつせんたー （業）徳島印刷センター 印刷・製本 http://www tpce net/ 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 いけだはくあいかい （社福）池田博愛会 社会福祉事業 http://www ikeda-hakuai or jp/ 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 う゛ぉーぐ （有）ヴォーグ 美容業 http://www9 ocn ne jp/~vogue/ 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 こーど コード(株) 広告代理業 http://co-do jp 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県
いりょうほうじんかとうかいこ
まつしまかないそびょういん

医療法人加藤会 小松島金磯病院 医療業 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 しょうじゅかい （社福）勝寿会 介護 http://www syoujukai or jp 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 ねおびえんと (株)ネオビエント 分類不能なもの 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 さくらぜいりしほうじん さくら税理士法人 税理士事務所 http://www skr39 co jp 21年 徳島県 はぐぐみ支援企業表彰 知事表彰

徳島県 だいいちきかい (株)大一器械
医療・科学・福祉機
器の販売

20年 徳島県
徳島東部地域子
育て支援推進協

議会
子育て支援中小企業表彰

徳島県 ときわ (株)ときわ
貸衣装・結婚式場・
レストラン外

20年 徳島県
徳島東部地域子
育て支援推進協

議会
子育て支援中小企業表彰

徳島県
じんしんかい(かめいびょう
いん）

医療法人尽心会（亀井病院） 医療 http://www kameihospital com/ 20年 徳島県
徳島東部地域子
育て支援推進協

議会
子育て支援中小企業表彰

徳島県
そうせいかい（ひまわりほい
くえん）

医療法人蒼生会（ひまわり保育園） 保育所 20年 徳島県
徳島東部地域子
育て支援推進協

議会
子育て支援中小企業表彰

徳島県 しけん (株)シケン 歯科技工業 http://www shiken-jp com/ 20年 徳島県
徳島東部地域子
育て支援推進協

議会
子育て支援中小企業表彰

徳島県 すまいる （有）スマイル 調剤薬局 20年 徳島県
徳島東部地域子
育て支援推進協

議会
子育て支援中小企業表彰

徳島県
きょうぎょうくみあい とくしま
いんさつせんたー

協業組合 徳島印刷センター 印刷業 http://tpce net/index php 21年 徳島県
徳島東部地域子
育て支援推進協

議会
子育て支援中小企業表彰

徳島県 てっくよびこう (株)テック予備校 教育・学習支援業 http://tec-yobiko co jp/ 21年 徳島県
徳島東部地域子
育て支援推進協

議会
子育て支援中小企業表彰

徳島県 ひろさわじどうしゃがっこう (株)広沢自動車学校 自動車教習所 http://hirosawa-ds com/index php 21年 徳島県
徳島東部地域子
育て支援推進協

議会
子育て支援中小企業表彰



徳島県 いどむ (株)イドム 飲食業 http://idomu/jp/ 21年 徳島県
徳島東部地域子
育て支援推進協

議会
子育て支援中小企業表彰

香川県
えぬぴーおーぐりーんこん
しゅうーまーたかまつ

NPOグリーンコンシューマー高松
特定非営利活動法
人

http://www pref kagawa jp/kankyo/gakushu 20年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞特別部門賞

香川県 わははねっと （特非）わははネット
特定非営利活動法
人

http://www npo-wahaha net/ 20年 内閣府 香川県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣総理大臣表彰

香川県 みきたくしー 三木タクシー(株)
一般乗用旅客自動
車運送業

http://www miki-taxi com/ 21年 香川県 子育て応援企業顕彰 知事表彰

香川県 えいせいびょういん 医療法人圭良会 永生病院 医療 http://www eisei-hp or jp/ 21年 香川県 子育て応援企業顕彰 知事表彰

香川県 ごしきだいびょういん 医療法人社団五色会 五色台病院 医療 http://www goshikidai or jp/ 21年 香川県 子育て応援企業顕彰 知事表彰

香川県 ふじさんぎょう 富士産業(株) その他の製造業 http://www fuji-sangyo co jp/ 21年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 ふじさんぎょう 富士産業(株) その他の製造業 http://www fuji-sangyo co jp/ 22年 香川県 子育て応援企業顕彰 知事表彰

香川県 しんぼうかい 医療法人社団 伸萌会 医療・福祉 http //www shinboukai net/home/index html 22年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

香川県 きょうわかがくこうぎょう 協和化学工業(株) 化学 http://www kyowa-chem co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

香川県 せしーる (株)セシール 衣料 http://www cecile co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

香川県 しこくけいそくこうぎょう 四国計測工業(株) 計器、基盤関連 http://www yonkei co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

香川県
ざいだんたいじゅかいそうご
うびょういんかいせいびょう
いん

（医）財団大樹会 総合病院回生病院 医療 http://www kaisei or jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

香川県 えす・てぃー・ねっと (株)STNet ＩＴ http://www stnet co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

香川県 かまだしょうじ 鎌田商事(株)
醤油製品、食品販
売

http://www kamada co jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

香川県 さんえいほりほっく 三英ホリホック(株) 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

香川県 ひゃくじゅうよんぎんこう (株)百十四銀行 銀行 http://www 114bank co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

香川県 かがわぎんこう (株)香川銀行 銀行 http://www kagawabank co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

香川県 たかまつしんようきんこ 高松信用金庫 信用金庫 http://www takashin co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

香川県 むれいんさつ 牟禮印刷(株) 印刷、ＩＴ http://www mure co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

香川県 とーかい (株)トーカイ
寝具、リネンサプラ
イ

http://www to-kai co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

香川県 ゆに・ちゃーむぷろだくつ ユニ・チャームプロダクツ(株) 衛生用品 http://www unicharm co jp/ 19年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

香川県 けいりょうかい 医療法人圭良会 医療・福祉 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー･フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

香川県 むれいんさつ 牟禮印刷(株) 印刷、製本業 http://www mure co jp/ 18年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県
たかまつあせっとびるでぃん
ぐ

(株)高松アセットビルディング 不動産業 http://www uritai-kaitai com/ 18年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 すわきゃんばす (株)スワキャンバス
その他の繊維製品
製造業

19年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 ほわいとしかいいん 医療法人社団尚誠会 ホワイト歯科医院 医療 http://www white-dent jp/ 19年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 あくせぷと (株)アクセプト
訪問介護、訪問入
浴事業所

19年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 いしまるせいめん 石丸製麺(株) 食料品製造業 http://www ishimaru co jp/ 20年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 いしまるせいめん 石丸製麺(株) 食料品製造業 http://www ishimaru co jp/ 22年 香川県 子育て応援企業顕彰 知事賞

香川県 よしもとしかいいん 医療法人社団吉翔会 吉本歯科医院 医療 http://www 8181118 com/ 20年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 よしもとしかいいん 医療法人社団吉翔会 吉本歯科医院 医療 http://www 8181118 com/ 22年 香川県 子育て応援企業顕彰 知事賞

香川県 えいせいびょういん 医療法人圭良会 永生病院 医療 http://www eisei-hp or jp/ 20年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 ごしきだいびょういん 医療法人社団五色会 五色台病院 医療 http://www goshikidai or jp/ 20年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 みきたくしー 三木タクシー(株)
一般乗用旅客自動
車運送業

http://www miki-taxi com/ 20年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 わははねっと （特非）わははネット
特定非営利活動法
人

http://www npo-wahaha net/ 20年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 らくせいかい (社福)楽生会 医療･福祉 http://www lucksay com/ 22年 香川県 子育て応援企業顕彰 商工労働部長賞

香川県 あいびーえるじぇい (株)ＩＢＬＪ
四国九州アイランド
リーグ運営

http://www iblj co jp/ 18年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 あくせぷと (株)アクセプト
訪問介護、訪問入
浴事業所

18年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県
きたしこくそうごうけいびほ
しょう

北四国総合警備保障(株)

常駐警備・空港保
安警備・雑踏警備・
身辺警護・防犯用
機器販売

http://www alsok-kitashikoku co jp/ 18年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 とーよーすぎうえ トーヨースギウエ(株)
建設機械販売・レン
タル業

http://www kobelconet com/toyosugiue/index html 18年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 むれいんさつ 牟禮印刷(株) 印刷、製本業 http://www mure co jp/ 18年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県
かがわけんちゅうしょうき
ぎょうだんたいちゅうおうか
い

香川県中小企業団体中央会
中小企業連携組織
の設立，運営・経営
支援

http://www chuokai-kagawa or jp/chuokai/ 18年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県
しゃかいふくしほうじんきっ
しょう

（社福）法人吉祥
在宅介護サービス
事業所

http://www netwave or jp/~kissyou/ 19年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 てぃーねっとう゛ぃぐら (株)Ｔ－ＮＥＴvigla 事務処理受託 http://www tn-japan co jp/beside/index html 19年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 ときわたくしー (株)トキワタクシー
ハイヤータクシー
業・旅行業

http://www tokiwataxi com/ 19年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県
たかまつあせっとびるでぃん
ぐ

(株)高松アセットビルディング 不動産業 http://www uritai-kaitai com/ 19年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県
ひゃくじゅうしじんざいせん
たー

(株)百十四人材センター
労働者派遣業務・
一般受託計算業務

http://www 114jinzai co jp/ 19年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県
かがわけんろうどうしゃふく
しきょうぎかい

（社）香川県労働者福祉協議会

労働者生活実態調
査、労働者余暇・健
康増進福利、未組
織労働者の生活支
援事業等

http://kagawa rofuku net/ 19年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 かがわだいはつ 香川ダイハツ販売(株)
自動車販売及び整
備業

http://dd2 daihatsu co jp/kagawaD/ 19年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 ゆうゆう 悠悠（有）
在宅介護サービス
事業所

19年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰



香川県 かがわびじねすさーびす 香川ビジネスサービス(株)
人材派遣・現金等
の精査・整理業務な

http://www kagawabank co jp/about/group/business html 19年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 よしもとしかいいん 医療法人社団吉翔会吉本歯科医院 歯科医 http://www 8181118 com/ 20年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 わははねっと （特非）わははネット
特定非営利活動法
人

http://www npo-wahaha net/ 20年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 あぽろしすてむ (株)アポロシステム
金融・医療・教育・
公益・物流等、各分

http://www apollosystem co jp/ 20年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 はっぴーらいふ (株)ハッピーライフ愛 介護 http://www happylifeai co jp/ 20年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 ふくせいかい (医)福生会 医療・介護 20年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 かがわせっけい (株)カガワ設計一級建築士事務所
建築・土木設計業
務

20年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 しにあらいふあしすと (株)シニアライフアシスト 介護 20年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 ぶっくおふうぃず (株)ブックオフウィズ
リサイクルショップ・
物品販売業

http://www bookoff-with jp/ 20年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 いしまるせいめん 石丸製麺(株) 食品製造・卸売業 http://www isimaru co jp/top/index htm 21年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 かがわけんしんようくみあい 香川県信用組合 金融業（信用組合） http://www kagawaken shinkumi jp/ 21年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 さんわてすこ (株)三和テスコ 金属製品製造業 http://www sanwa-tesco co jp/ 21年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 さんさいしょうじ 三彩商事(株) 婦人服小売業 http://www sansai co jp/ 21年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 なかしょうじ 中商事(株) 繊維製品卸売業 http://www naka co jp/ 21年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 なかたにせきざい 中谷石材(株) 石材加工・販売業 http://www nakatani14 com/index html 21年 香川県 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 おかうちあぴー （株）オカウチアピー
衣料品・家具・玩具
販売業

http://www api-net co jp/ 22年 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県
きゃすとけーえすびーぱーと
なーず

（株）キャストＫＳＢパートナーズ 放送業務請負業 http://www ckp co jp/ 22年 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 さんしゅうせいし 讃州製紙（株）
新聞用紙・硝子合
紙製造業

http://sanshu-seishi co jp/ 22年 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県
なかいきょうこしゃかいほけ
んろうむしじむしょ

仲井京子社会保険労務士事務所
社会保険労務士事
務所

http://www e-team jp/ 22年 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 びずー （株）Ｂｉｓｏｕｓ
教育・学習支援業
（家庭教師派遣・学
習塾）

http://www kagawa-study com/ 22年 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 ぷらすほーむ （株）プラスホーム
一般住宅建築・販
売業

- 22年 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県
しゃかいふくしほうじんらくせ
いかい

社会福祉法人楽生会
高齢者通所介護事
業所・ケアハウス

http://www lucksay com/ 22年 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

香川県 ろじっく （株）ロジック
コンピュータソフト開
発・販売，電気通信
工事業

http://www kk-logic com/ 22年 高松市 高松市子育て支援中小企業表彰 市長表彰

愛媛県 くすばしもんおり 楠橋紋織(株) 繊維 http://www kusubashi jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛媛県 しこくがす 四国瓦斯(株) ガス供給 http://www shikoku-gas co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛媛県 いよてつひゃっかてん (株)伊予鉄百貨店 百貨店 http://www iyotetsu-takashimaya co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛媛県 うわじましろき 宇和島シロキ(株) 自動車部品販売 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞 Ｈ１６．８閉鎖

愛媛県
はりそんとうしばらいてぃん
ぐ

ハリソン東芝ライティング(株) 産業用光源 http://www harison co jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

愛媛県 ふじ (株)フジ
食品、衣料、日用品
小売

http://www the-fuji com/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

愛媛県 えひめしんぶんしゃ (株)愛媛新聞社 新聞社 http://www ehime-np co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

愛媛県 えす・ぴー・しー (株)エス・ピー・シー 出版 http://www kk-spc co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

愛媛県 さかわいんさつ 佐川印刷(株) 印刷 http://www sakawa co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

愛媛県 いよてつたかしまや (株)伊予鉄髙島屋 卸売業・小売業 http://www iyotetsu-takashimaya co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

高知県
とさやまだしょっぴんぐせん
たー

(株)土佐山田ショッピングセンター 小売業 http://www value-tsc jp 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

高知県 とさきぼうのいえ （社福）土佐希望の家 障害児施設 http://www tosakibou jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

高知県
こうちけんえんげいのうぎょ
うきょうどうくみあいれんごう
かい

高知県園芸農業協同組合連合会
農業協同組合連合
会（青果、花き）

http://www1 odn ne jp/kochi-engeiren/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

高知県 たいよう (株)太陽 農機 http://www k-taiyo co jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

高知県 じんせんかい （医）仁泉会 医療法人 http://www jinsen jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

高知県 とさがす 土佐ガス(株) ガス供給 http://www tosagas co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

高知県 まつだいやくひん 松田医薬品(株) 医薬品 http://matsudaiyaku co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

高知県 いちぱーせんとくんのみせ (株)一パーセントクンの店 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

高知県
しこくじょうほうかんりせん
たー

四国情報管理センター(株)
システムコンサル
ティング

http://www jokan co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

高知県 こうちぎんこう (株)高知銀行 銀行 http://www kochi-bank co jp/index html 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

高知県 こうちとよたじどうしゃ 高知トヨタ自動車(株) 自動車販売 http://kochi toyota-dealers jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

高知県 しこくかんざい 四国管財(株) ビル・病院管理 http://www shikokukanzai co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

福岡県
かんだまちじょせいのうぎょ
うきかいおぺれーたーぐ
るーぷぐりーんず

苅田町女性農業機械オペレーターグループ「グリーン
ズ」

農業 21年 内閣府 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ賞

福岡県
きたきゅうしゅうしこくらしゃ
かいじぎょうきょうかい

（社福）北九州市小倉社会事業協会 医療・福祉 http://www1 bbiq jp/j-kyokai/ 19年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

福岡県
ながたせいけいげかびょう
いん

医療法人恒生堂永田整形外科病院 医療・福祉 http://www nagata-hospital or jp/ 21年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

福岡県 まついびょういん 医療法人社団天翠会松井病院 医療・福祉 http://www tensuikai or jp/ 21年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

福岡県 とうとうきき 東陶機器(株)
窯業・土石製品製
造業

http://www toto co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo1 html#1

福岡県
えふこーぷせいかつきょうど
うくみあい

エフコープ生活協同組合 生活協同組合 http://www fcoop or jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福岡県 ろいやる ロイヤル(株) 外食 http://www royal co jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞



福岡県 きゅうしゅうでんりょく 九州電力(株) 電気業 http://www kyuden co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo4 html#1

福岡県 にしにほんてつどう 西日本鉄道(株) 運輸 http://www nishitetsu co jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福岡県 にしにっぽんしんぶんしゃ (株)西日本新聞社 マスコミ http://www nishinippon co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福岡県 きゅうしゅうりょかくてつどう 九州旅客鉄道(株) 運輸 http://www jrkyushu co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

福岡県 いわたや (株)岩田屋 百貨店 http://www iwataya co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

福岡県 はかただいまる (株)博多大丸 百貨店 http://www daimaru co jp/fukuoka/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

福岡県 とうとうきき 東陶機器(株) 住宅設備 http://www toto co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

福岡県 いづつや (株)井筒屋 百貨店 http://www izutsuya co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

福岡県 ふくおかぎんこう (株)福岡銀行 銀行業 http://www fukuokabank co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 厚生労働大臣優良賞
http://www-
bm mhlw go jp/houdou/2003/05/h
0528-1b html#7

福岡県
ぱなそにっくこみゅにけー
しょんず

パナソニックコミュニケーションズ(株)
ネットワーク、光事
業

http://panasonic co jp/pcc/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

福岡県 みついはいてっく (株)三井ハイテック 金型メンテナンス http://www mitsui-high-tec com/ja/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

福岡県
よみうりしんぶんせいぶほ
んしゃ

(株)読売新聞西部本社 情報通信業 http://kyushu yomiuri co jp/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー･フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

福岡県 にしにほんしてぃぎんこう (株)西日本シティ銀行 金融業・保険業 http://www ncbank co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

福岡県 ふくや (株)ふくや 製造業 http://www fukuya com/ 14年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県 ぷりてっくえんめい (株)プリテックえんめい 印刷業 http://www enmeiz com/ 14年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県
しょうがいがくしゅうをすすめ
るあまぎあさくらじょせいか
いぎ

生涯学習を進める甘木朝倉女性会議 14年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県
ふくおかけんのうぎょうきょう
どうくみあいちゅうおうかい

福岡県農業協同組合中央会 14年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県 たかぎ (株)タカギ
プラスチック家庭用
品、家庭用浄水器
製造販売

http://www takagi co jp/ 15年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県 ふくようせいし 福陽製紙(株) 製紙業 http://www yamecci or jp/k kaiwashi/fukuyo/index html 15年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県 くるめじょせいかいぎ 久留米女性会議 15年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県
ふくおかけんしょうこうかい
じょせいぶれんごうかい

福岡県商工会女性部連合会 15年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県 ふぁうぷ (株)ファウプ
情報誌アヴァンティ
の編集・出版および
イベント事業

http://www e-avanti com/ 16年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞 現 ㈱アヴァンティ

福岡県 たくしんさんぎょう 拓新産業(株)
建設用機材のレン
タル リース

http://www k5 dion ne jp/~takushin/ 16年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県
のおがたしはたらくふじんの
いえりようしゃのかい

直方市働く婦人の家利用者の会 16年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県
やまとまちあぐりかる
ちゃー･あしすたんと･ちーむ

大和町アグリカルチャー･アシスタント･チーム 16年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県 きゅーせつ (株)キューセツ
足場工事・イベント
用足場・仮設トイレ

http://www kyusetsu co jp/ 17年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県 びじねすりふぁいん (株)ビジネスリファイン 人材派遣業 http://www business-refine co jp/ 17年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県 たがわ２１じょせいかいぎ たがわ２１女性会議 17年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県
ふくおかけんじょせいのうそ
んあどばいざーOBかいみど
りのかぜ

福岡県女性農村アドバイザーOB会緑の風 17年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県 おくむらびょういん （医）宗仁会奥村病院 医療業 http://www soujin or jp/ 18年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県 きのくにや (株)紀之国屋 産業機器他 http://www kinokuni-ya ne jp/ 18年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県
きたきゅうしゅうしじょせいだ
んたいれんらくかいぎ

北九州市女性団体連絡会議 18年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県
おおかわじょせいねっとわー
く

大川女性ネットワーク 18年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県 してぃあすこむ (株)シティアスコム
情報通信業(情報
サービス)

http://www city co jp/ 19年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県
ごじゅうにまんごくじょすいあ
ん

五十二萬石如水庵 製造業 http://www 52-net com/webshop/ 19年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県
かんだまちじょせいのうぎょ
うきかいおぺれーたーぐ
るーぷぐりーんず

苅田町女性農業機械オペレーターグループ
「グリーンズ」

19年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県
まえばるじょせいねっとわー
く

まえばる女性ネットワーク 19年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県 よしのびょういん 医療法人 寿芳会 芳野病院 医療 http://www yoshino-hp com/ 20年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県 ふくと (株)フクト 教材出版・販売 http://www fukuto jp/ 20年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県
いいづかじょせいねっとわー
く

飯塚女性ネットワーク 20年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県 おおのじょうじょせいのかい 大野城女性の会 20年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県 くろーばーさぽーと (株)クローバーサポート サービス業 http://www cloversupport co jp/ 21年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県 あびりてぃきゅー (株)アビリティ・キュー サービス業 http://www apapanet com/ 2１年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県
ふくおかけんちいきふじんか
いれんらくきょうぎかい

福岡県地域婦人会連絡協議会 2１年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県 あじあじょせいせんたー （特非）アジア女性センター http://www1 plala or jp/AWCenter/ 2１年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県 せいぶぎけん （株）西部技研 製造業 http://seibu-giken co jp/ 22年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞



福岡県
ふどうさんちゅうおうじょうほ
うせんたー

（株）不動産中央情報センター 不動産賃貸管理業 http://www demand co jp/ 22年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 企業賞

福岡県
しんぎかいとういいんのかい
せみなーめいと

審議会等委員の会｢セミナーメイト｣ 22年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県
おごおりじょせいきょうぎか
い

おごおり女性協議会 22年 福岡県 福岡県男女共同参画表彰 団体賞

福岡県 いわたや (株)岩田屋 百貨店 http://www iwataya-mitsukoshi co jp/ 19年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県
えふこーぷせいかつきょうど
うくみあい

エフコープ生活協同組合 生活協同組合 http://www fcoop or jp/ 19年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県
かとりっくひかりがおかよう
ちえん

カトリック光丘幼稚園 幼稚園 http://www c-hikarigaoka ed jp/ 19年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 ななじゅえん
（社福）藤の実会
特別養護老人ホーム七樹園

介護老人福祉施設 http://care-net biz/40/fujinomikai/ 19年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 にしにっぽんてつどう 西日本鉄道(株) 運輸 http://www nishitetsu co jp/ 20年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 びーえすえす (株)ビー・エス・エス ソフトウエア開発 http://www bssnet co jp/ 20年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県
きたきゅうしゅうてをつなぐい
くせいかい

（社福） 北九州市手をつなぐ育成会 障害者福祉施設 http://www kitaiku com/ 20年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 とうのさんふじんかいいん 医療法人愛成会 東野産婦人科医院 病院 http://www toono or jp/index html 20年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 よしのびょういん 医療法人寿芳会 芳野病院 病院 http://www yoshino-hp com/ 21年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 しんにほんせいやく 新日本製薬(株) 医薬品販売 http://www shinnihonseiyaku co jp/ 21年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 ふくおかいんさつ 福岡印刷(株) 印刷業 https://www inf co jp/ 21年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 でんそーきゅうしゅう (株)デンソー九州 自動車部品販売 http://www denso-kyushu com/ 21年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 あう゛ぁんてぃ (株)アヴァンティ 雑誌企画出版 http://e-avanti com 22年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 ほくちくでんぎょう 北筑電業(株) 建設業 http://hokutiku com 22年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 みやたびょういん 医療法人相生会 宮田病院 病院 http://www lta-med com/miyata-hospital 22年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 いなかずこうさん 大稲グループ 稲員興産(株) 不動産業 http://www daito-group co jp 22年 福岡県 子育て応援宣言企業・事業所知事表彰 優秀企業表彰

福岡県 くるめいわたや (株)久留米岩田屋 百貨店 14年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県 きゅーせつ (株)キューセツ
足場工事・イベント
用足場・仮設トイレ

http://www kyusetsu co jp/ 16年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県 あかちゃんのしろ (株)赤ちゃんの城
ベビー用品の企画
製造販売

http://www baby co jp/ 17年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県
のりたけ すーぱーあぶ
れーしぶ

(株)ノリタケ スーパーアブレーシブ
ダイヤモンド工具製
造・販売

18年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県
たぬしまるちゅうおうびょうい
ん

（医）聖峰会 田主丸中央病院 医療福祉業 http://www seihoukai or jp/ 18年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県 くろーばーさぽーと (株)クローバーサポート 人材派遣業 http://www cloversupport co jp/ 19年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県 てくの・かるちゃー・しすてむ (株)テクノ・カルチャー・システム ソフトウエア開発 http://www techno-net co jp/ 19年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県 ないとうびょういん （医）松風海 内藤病院 医療福祉業 http://www shoufukai or jp/ 19年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県 ちくほうぎんこう (株)筑邦銀行 銀行 http://www chikugin co jp/ 20年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県 てんじんかい 医療法人天神会 医療 http://www tenjinkai or jp/ 20年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県 えがみほいくえん 認定こども園 江上保育園 保育 20年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県 くるめだいがく 学校法人 久留米大学 教育、研究、診療 http://www kurume-u ac jp/ 21年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県 ゆうかりがくえん （社福）ゆうかり学園 医療・福祉 http://www yuukari or jp/ 21年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

福岡県 くるめやくるとはんばい 久留米ヤクルト販売(株) 販売 21年 福岡県 久留米市 久留米市雇用優良事業所表彰 仕事と家庭の両立支援モデル事業所

佐賀県 ばりあふりーらいふ （有）バリアフリーLife 医療・福祉 22年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

佐賀県 しゅんようかい （医）春陽会 医療福祉 http://www3 ocn ne jp/~uemurahp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

佐賀県 えるあん (株)エルアン 製造 http://www elleun co jp/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

佐賀県 めぐみこうせいせんたー （社福）めぐみ厚生センター 医療福祉 http //www megumikousei-center org/2007/04/post php 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

佐賀県 さがさんようこうぎょう 佐賀三洋工業(株) 製造 http://www saga-sanyo co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

佐賀県 きゅうしゅういなっくす (株)九州ＩＮＡＸ 製造 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

佐賀県 しょうらいかい （医）松籟会 医療福祉 http://www shouraikai jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

佐賀県 えーすこうないさーびす エース構内サービス(株) 製造 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

佐賀県 さがたまや (株)佐賀玉屋 百貨店 http://www saga-tamaya co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

佐賀県 さがきょうえいぎんこう (株)佐賀共栄銀行 金融 http://www kyogin co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

佐賀県 さがぎんこう (株)佐賀銀行 金融 http://www sagabank co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

佐賀県 むらおかや (株)村岡屋 製造 http://www muraokaya co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

佐賀県 えーすこうないさーびす エース構内サービス(株)
製品包装、荷役作
業

2１年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 きたじま (株)北島 和洋菓子製造販売 2１年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県
きゅうしゅうろうどうきんこさ
がしてん

九州労働金庫 佐賀支店 金融業 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 さがきょうえいぎんこう (株)佐賀共栄銀行 金融業 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 さがぎんこう (株)佐賀銀行 金融業 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 さがたまや (株)佐賀玉屋 百貨店業 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県
にしにほんそうごうこんさる
たんと

西日本総合コンサルタント(株) 建設コンサルタント 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 うえむらびょういん 医療法人春陽会 うえむら病院 医療業 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県
だいわばんきんとそうこう
ぎょう

（有）ダイワ鈑金塗装工業
車両販売、鈑金塗
装

21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 つじぐみこうむてん (株)辻組工務店 建築・土木工事 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県
ていこくでーたばんく さがし
てん

(株)帝国データバンク佐賀支店 企業信用調査 http://www tdb co jp 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 ぷらざ (株)ぷらざ 印刷、情報誌発行 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部



佐賀県 まべっく (株)マベック ビルメンテナンス業 http://www mabec jp 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 みやぎけんせつ （有）宮城建設 土木工事業 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 むらおかや (株)村岡屋 菓子製造・販売 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 きゅうしゅういなっくす (株)九州ＩＮＡＸ 製造 21年 佐賀県 さが子育て応援宣言事業所表彰

佐賀県
すみともせいめいほけん さ
がししゃ

住友生命保険相互会社 佐賀支社 金融業・保険業 http://www sumitomolife co jp/ 21年 佐賀県 さが子育て応援宣言事業所表彰

佐賀県
だいわりーす さがえいぎょ
うしょ

大和リース(株)佐賀営業所
流通建築リース事
業

http://www daiwalease co jp 21年 佐賀県 さが子育て応援宣言事業所表彰

佐賀県
とうこうかい しんどうびょう
いん

（医）唐虹会 進藤病院 医療福祉 http://www shindo-hp or jp/index html 22年 佐賀県 さが子育て応援宣言事業所表彰

佐賀県
ぱなそにっくこみゅにけー
しょんずねっとわーくす さ

パナソニックシステムネットワークス（株）佐賀事業場 製造 http://panasonic co jp/snc/psn/ 22年 佐賀県 さが子育て応援宣言事業所表彰

佐賀県
おおたじょうかひなまつりあ
いこうかい

太田城下ひなまつり愛好会 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 地域の部

佐賀県
きたかわそえこうみんかんう
んえいきょうぎかいまつりせ
んもんいいんかい

北川副公民館運営協議会祭り専門委員会 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 地域の部

佐賀県 くぼいずみじどうくらぶ 久保泉児童クラブ 21年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 地域の部

佐賀県 かんこうほてる あさかぜ 観光ホテル 朝風 ホテル http://www bunbun ne jp/~asakaze-/ 22年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 いずみ ゆめたうんさが (株)イズミ ゆめタウン佐賀 総合スーパー http://www izumi co jp/youmetown/saga/ 22年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県
きゅうしゅうでんりょく さがし
てん

九州電力(株) 佐賀支店 電力 http://s kyuden co jp/ 22年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 さがぷりんてぃんぐ (株)サガプリンティング 印刷 http://www s-print co jp/ 22年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県
せいゆうかい せいゆうびょ
ういん

医療法人清友会 清友病院 医療 22年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 たじまこうさん 田島興産(株)
ＬＰガス販売、リ
フォーム

http://www tajimakosan com/ 22年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 ぷらいむ (有)プライム 人材育成（ＩＴ） http://www prime18 co jp/ 22年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 まりとぴあ (株)マリトピア 結婚式場 http://www maritopia com/ 22年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県 もとしま (株)モトシマ 車検・修理 http://www motoshima co jp/ 22年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 事業所の部

佐賀県
かせしょうがっこうぼらん
てぃあねっとわーく

ＫＳＶＮ（嘉瀬小学校ボランティアネットワーク） 22年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 地域の部

佐賀県 やえみぞじちかい 八戸溝自治会 22年 佐賀県 佐賀市 パートナーシップ賞 地域の部

長崎県
おおつかかい からこびょう
いん

（医社） 大塚会 唐比病院 医療・福祉 http://www13 ocn ne jp/~karako/ 18年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

長崎県 あまごころほんぽ あまごころ本舗(株)壱岐支社 卸売・小売業 http://www tokubin-web jp/ 19年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

長崎県
きゅうしゅうわこーるせいぞ
う

九州ワコール製造(株) 製造業 http //www wacoalholdings jp/group/japan16 html 19年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

長崎県
わこうかい けいじゅびょう
いん

（医）和光会 恵寿病院 医療・福祉 20年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

長崎県 びせん (株)美泉 製造業 http://www bisen biz/entrance room02 html 20年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

長崎県 ながさきわこーるほうせい 長崎ワコール縫製(株) 衣料 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

長崎県 させぼたまや (株)佐世保玉屋 百貨店 http://www sasebo-tamaya co jp/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

長崎県 させぼたまや (株)佐世保玉屋 百貨店 http://www sasebo-tamaya co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

長崎県 ながさきけんろうどうきんこ 長崎県労働金庫 金融 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

長崎県 はまやひゃっかてん (株)浜屋百貨店 百貨店 http://www nagasaki-hamaya com/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

長崎県 せんとらるほてるさせぼ （有）セントラルホテル佐世保 ホテル http://www sasebo co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

長崎県 きゅうしゅうてん (株)九州テン
電気通信機器、工
事

http://www qten co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

長崎県 じゅうはちぎんこう (株)十八銀行 銀行 http://www 18bank co jp/ 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

長崎県
いきしのうぎょうきょうどうく
みあい

壱岐市農業協同組合 農業協同組合 http://www jaiki net/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

長崎県 きゅうしゅうきょうぐ 九州教具(株) 複合機、電気機器 http://www q-bic net/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

長崎県 おおしまぞうせんじょ (株)大島造船所 製造業 http://www osy co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

長崎県
えいあいじーこみゅにけー
しょん

ＡＩＧコミュニケーションワン(株) シェアードサービス http://www aigco co jp/ 18年 長崎県 ながさき子育て支援表彰 子育てと仕事の両立支援企業表彰

長崎県 ちょうこうしょうゆ チョーコー醤油(株)
醤油・味噌・ソース
製造

http://www choko co jp/ 18年 長崎県 ながさき子育て支援表彰 子育てと仕事の両立支援企業表彰

長崎県 させぼたまや (株)佐世保玉屋 百貨店業 http://www sasebo-tamaya co jp/ 19年 長崎県 ながさき子育て支援表彰 子育てと仕事の両立支援企業表彰

長崎県 きゅうしゅうワコール 九州ワコール製造(株) 下着製造販売 http://www b-m ll ne jp/compan Det il HYbqCQbvGXjt a px 19年 長崎県 ながさき子育て支援表彰 子育てと仕事の両立支援企業表彰

長崎県 えこーでんしこうぎょう エコー電子工業(株)

電子 情報通信機
器の販売、ソフト
ウェアおよびコン
ピュータシステムの
開発

http://www g-hopper ne jp/index asp 20年 長崎県 ながさき子育て支援表彰 子育てと仕事の両立支援企業表彰

長崎県 しょうわどう ㈱昭和堂 印刷業 http://www showado co jp/ 21年 長崎県 ながさき子育て支援表彰 子育てと仕事の両立支援企業表彰

長崎県 たちばなしんようきんこ たちばな信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/t1942/ 21年 長崎県 ながさき子育て支援表彰 子育てと仕事の両立支援企業表彰

長崎県 かめやまでんき ㈱亀山電機 設計、製造業 http://www kameyama-grp co jp/ 22年 長崎県 ながさき子育て支援表彰 子育てと仕事の両立支援企業表彰

長崎県 きゅうしゅうきょうぐ 九州教具㈱
複合機、電子機器
類販売

http://www q-bic net/ 22年 長崎県 ながさき子育て支援表彰 子育てと仕事の両立支援企業表彰

長崎県 おおしまぞうせんじょ ㈱大島造船所 製造業 http://www osy co jp/ 22年 長崎県 ながさき子育て支援表彰 子育てと仕事の両立支援企業表彰

長崎県 ながさきしんぶんしゃ ㈱長崎新聞社 情報通信 http://www nagasaki-np co jp/ 23年 長崎県 ながさき子育て支援表彰 子育てと仕事の両立支援企業表彰

熊本県
えぬてぃ・てぃ・てぃ・ネオメ
イトなかきゅうしゅう

(株)エヌ・ティ・ティ ネオメイト中九州 情報通信業 http://www ntt-neo com/company/index html 18年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

熊本県 おおうらかい （医社） 大浦会 医療・福祉 http://www ourakai com/ 19年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）



熊本県 つるやひゃっかてん (株)鶴屋百貨店 百貨店 http://www tsuruya-dept co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

熊本県 ことぶきや (株)壽屋 総合スーパー事業 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

熊本県
くるめいわたやくまもといわ
たや

(株)久留米岩田屋熊本岩田屋 百貨店 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

熊本県 きゅうしゅうにほんでんき 九州日本電気(株) 半導体生産 http://www kyushu necel com/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

熊本県 きゅうしゅうてい・えす 九州テイ・エス(株) 自動車、バイク部品 http://www kyusyu-ts co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

熊本県
めるこ・でぃすぷれい・てくの
ろじー

メルコ・ディスプレイ・テクノロジー(株)
液晶ディスプレイ製
品

18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

熊本県 おかしのこうばい (株)お菓子の香梅 製菓 http://www kobai jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

熊本県 くまもとしんようきんこ 熊本信用金庫 信用金庫 http://www kumamoto-shinkin jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

熊本県
くまもとちゅうおうしんようき
んこ

熊本中央信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/kumachu/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

熊本県 いのす (株)イノス ソフトウエア開発 http://www inos co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

熊本県
ふじせいこうかぶしきかい
しゃくまもとこうじょう

富士精工(株)熊本工場 機械工具 http://www c-max co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

熊本県 くまもとふぁみりーぎんこう (株)熊本ファミリー銀行 銀行 http://www kf-bank jp/index html 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

熊本県 きゅうしゅうすてり 九州ステリ(株)
滅菌業務、院内物
流

http://www kyushusterile co jp/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

熊本県 いのす (株)イノス ソフトウエア開発 http://www inos co jp 14年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 ら・もーど (株)ラ・モード 婦人服製造業 http://www lamode jp/ 14年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県
あしきたがくえんはったつい
りょうせんたー

（社福）志友会 芦北学園発達医療センター
医療機関、福祉施
設

http://shiyu-kai or jp/ 14年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 みやむら (株)ミヤムラ
諸機械製作、修理
業

http://www kk-miyamura co jp/ 15年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県
にしにほんでんしんでんわ
くまもとしてん

西日本電信電話(株)熊本支店 電気通信事業 http://www ntt-west co jp/kumamoto/ 15年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 よしながしかいいん （医）徳治会 吉永歯科医院 医療業 http://www yoshinaga-dc net/pc/ 16年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県
ふじせいこう くまもとこう
じょう

富士精工(株)熊本工場

特殊超硬工具、特
殊ダイアモンド工
具、特殊ホルダー、
治工具、自動車用
試作部品、射出成
型金型等の製造販
売

16年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 だすきんやつしろ (株)セイコウ九州 ダスキン八代
清掃用品・害虫駆
除等のメンテナンス
リース

 17年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 かわべほいいくえん （社福）鞍岳会「川辺保育園」 保育園 http://www kawabe ed jp/ 17年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 しんえいさんぎょう シンエイ産業(株)
機器のソフト設計メ
ンテナンス

17年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 すいこうしゃ 生活協同組合 水光社 生活協同組会 http://www suikosha or jp/ 17年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 いいづかでんきこうぎょう 飯塚電機工業(株) 電気工事業 http://www iizuka-denki co jp/ 17年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 とれじゃーおぶてくのろじー トレジャーオブテクノロジー(株)
ソフトウエア開発事
業他

http://www tt-net co jp/ 18年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県
くまもとわしんとんほてるぷ
らざ

熊本ワシントンホテルプラザ ホテル業 http://kumamoto washington jp/index html 18年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 たかのびょういん 特定医療法人社団 高野病院 医療業 http://www takano-hospital jp/ 19年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 まつしたしかいいん 医療法人社団徳治会 松下歯科医院 医療業 http://www yoshinagashika com/site matsushitashika/ 19年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県
えぬいーしーせみこんだく
たーずきゅうしゅうやまぐち

ＮＥＣセミコンダクターズ九州・山口(株)
製造業（半導体・電
子・電気部品）

http://www sky renesas com/cprofile/index html 20年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県
そのだ へあーぶてぃっくそ
のだ

（有）園田 ヘアーブティック園田 理容・美容・エステ 20年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 きくなんびょういん 医療法人室原会 菊南病院 医療 http //www kikunan-hospital com/Pages/top html 20年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 じゃすこおおつてん イオン九州(株) ジャスコ大津店 卸売・小売業 http://www aeon-kyushu info/ 20年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 ながのしかいいん 医療法人社団徳治会 長野歯科医院 医療 http://www naganoshika com/ 20年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 おかむら (株)オカムラ サービス業 http://www okamura-tmc co jp/ 20年 熊本県 宇城市 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 まつあいしょくひん 松合食品(株)
醤油、味噌、醸造
酢、ソース、佃煮製
造販売

http://www matsuai co jp/ 21年 熊本県 宇城市 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 じんせいかい 医療法人社団 仁誠会 医療・福祉業 http://www jinseikai or jp/ 21年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 やまがちゅうおうびょういん 医療法人 春水会 山鹿中央病院 医療業 http://www yamagachuohp jp/ 21年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 ぴゅあさぽーとぐるーぷ ピュア・サポート グループ 医療・福祉業 http://www ourakai com/ 21年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 りでるらいとほーむ （社福） リデルライトホーム 福祉業 http://www riddell-wright com/ 21年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 じゃすこきくようてん イオン九州(株) ジャスコ菊陽店 小売業 http://www aeon-kyushu info/kikuyo/ 21年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県
おむろんりれーあんどでば
いす

オムロン リレーアンドデバイス(株)
電気機械器具製造
業

http://www omron-relay co jp/ 21年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 しらうめのさと ＮＰＯ法人不知火福祉会グループホーム白梅の里 介護事業 22年 熊本県 宇城市 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 ゆめたうんさんぴあん (株)イズミ ゆめタウンサンピアン 小売業 http://www izumi co jp/corp/index html 22年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 いおんうきばりゅーてん イオン九州(株) イオン宇城バリュー店 小売業 http://www aeon-kyushu info/ 22年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県
せいぼのおかろうじんほー
む

社会福祉法人 聖母会 聖母の丘老人ホーム
社会福祉・介護事
業

22年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 くまもとせんとらるびょういん 医療法人 潤心会 熊本セントラル病院 医療業 http://www kchosp or jp/ 22年 熊本県 男女共同参画推進事業者表彰

熊本県 すいこうかい 社会福祉法人 水光会 福祉・介護業 http://www shiranuiso or jp/ 23年 熊本県 宇城市 男女共同参画推進事業者表彰

大分県 おおいたけんいしかい （社）大分県医師会 社団法人 http://www oita med or jp/ 20年 内閣府 大分県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

大分県 ひかりきんぞくこうぎょう 光金属工業(株) 製造業 http://www hikarikk co jp/profile html 18年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

大分県
よしけいさがおおいたえい
ぎょうしょ

(株)ヨシケイ佐賀 大分営業所 卸売・小売業 http://yoshikei-saga net/company html 18年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

大分県 たいせい (株)タイセイ 製造業 http://www taisei-wellnet co jp/ 19年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

大分県
てつせいかいつるみだい
びょういん

（医）哲世会鶴見台病院 医療 http://www tsurumidai or jp/index html 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞



大分県
ちゅうおうふくしかいちゅうお
うほいくえん

（社福）中央福祉会中央保育園 保育 http://kitsuki-chuou hoikuen to/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

大分県 ときは (株)トキハ 百貨店 http://www tokiwa-dept co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

大分県
おおいたけんいりょうせいか
つきょうどうくみあい

大分県医療生活協同組合 医療生活協同組合 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

大分県 おおいたぎんこう (株)大分銀行 銀行 http://www oitabank co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

大分県 ときわ (株)トキハ 百貨店 http://www tokiwa-dept co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

大分県 ひたびるかんりせんたー (株)日田ビル管理センター
清掃、設備管理、衛
生

http://www townet21 com/hitabuil/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

大分県 おおいたおかびょういん 敬和会 大分岡病院 医療業 http://www oka-hp com/ 18年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 おおたはたみせ 太田旗店 旗製造業 http://ootaflag com/ 18年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 あきのさと （社福）安岐の郷 介護老人福祉施設 http://www oct-net ne jp/~akisato/reimeiso/ 19年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 ときは (株)トキハ 小売業 http://www tokiwa-dept co jp/ 19年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 えとうびょういん 親和会 衛藤病院 医療業 http://shinwakai-hosp.com/ 19年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県
えぬてぃーえすつうしんさー
びす

(株) ＮＴＳ通信サービス 小売業 http://www.nts-ts.co jp/ 20年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 さんしんこうぎょう (株)三信工業 建設業 http://www.sanshin-net.co jp/ 20年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 さとうだいいちびょういん 明徳会 佐藤第一病院 医療 http://www.sato-d1.com/ 20年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 おーいーしー (株)オーイーシー
ソフトウェア・情報
サービス業

http://www oec co jp/ 21年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 ふんどーきんしょうゆ フンドーキン醤油(株) 食料品製造業 http://www fundokin co jp/ 21年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 きつきはーねす キツキハーネス(有) 製造業 21年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県
ながとみのうしんけいげか
びょういん

健裕会 永冨脳神経外科病院 医療業 http://www nagatomi-hp com/ 21年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 おおいたがす 大分瓦斯(株) ガス業 http://www oitagas com/ 22年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県
おおいたけんいりょうせいか
つきょうどうくみあい

大分県医療生活協同組合 医療業 22年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 ときわいんだすとりー (株)トキハインダストリー 小売業 http://www tokiwa-industry co jp/ 22年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 にっぽうけあさーびす (株)日豊ケアサービス 介護業 22年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 ひたびるかんりせんたー (株)日田ビル管理センタ－ ビルメンテナンス業 22年 大分県 大分県男女共同参画推進事業者顕彰

大分県 よしのしょくひん 吉野食品(有) 製造・販売業 http://torimesi jp/ 19年 大分県 大分県女性のチャレンジ賞

大分県 ぱわーうぇーぶひじ （特非）パワーウェーブ日出
特定非営利活動法
人

http://power-wave web infoseek co jp/ 19年 大分県 大分県女性のチャレンジ賞

大分県 てづくりおやつのおみせ （有）てづくりおやつのお店 小売業 http://www5 ocn ne jp/~oyatsu/ 20年 大分県 大分県女性のチャレンジ賞

大分県
おおいたいのちとくらしをか
んがえるかい

大分いのちとくらしを考える会 21年 大分県 大分県女性のチャレンジ賞

大分県 めばる 漁村女性起業化グループ「めばる」 21年 大分県 大分県女性のチャレンジ賞

大分県 ゆめつと （特非）夢苞(つと) http://care-net biz/44/yumetuto/ 21年 大分県 大分県女性のチャレンジ賞

大分県 ゆめのぼりこうぼう (株)夢のぼり工房 21年 大分県 大分県女性のチャレンジ賞

大分県
だいひごうのうぎょうしんこうかいかこう
ぶももはこうぼう 大肥郷ふるさと農業振興会加工部ももは工房 22年 大分県 大分県女性のチャレンジ賞

大分県 おおいたこうくうとらべる (株)大分航空トラベル 旅行業 http://www oita-air-travel jp/index php 20年 大分県 大分市 大分市子育て支援中小企業表彰

大分県 おおたはたみせ 太田旗店 旗製造業 http://ootaflag com/ 2１年 大分県 大分市 大分市子育て支援中小企業表彰

大分県 ときわぶつりゅうさーびす (株)トキハ物流サービス 一般貨物運送業 23年 大分県 大分市 大分市子育て支援中小企業表彰

宮崎県
みやこのじょうのうぎょうきょ
うどうくみあい

都城農業協同組合 農業協同組合 http://miyakonojyo ja-miyazaki jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

宮崎県 みやざきぎんこう (株)宮崎銀行 銀行 http://www miyagin co jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

宮崎県 おきまいくろでざいん (株)沖マイクロデザイン 半導体 http://www omd co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

宮崎県 みやざきやまかたや (株)宮崎山形屋 百貨店 http://www yamakataya co jp/department/miyazaki htm 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

宮崎県 たちばなひゃっかてん (株)橘百貨店 百貨店 http://www bonbelta com/PC/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

宮崎県 みやざきぎんこう (株)宮崎銀行 銀行 http://www miyagin co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

宮崎県 きょくしんがくえん 旭進学園 学校法人 http://miyaichi ed jp 16年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

宮崎県 なんごうしんようきんこ 南郷信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/nanshin/ 17年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

宮崎県 きゅうこうかい 医療法人 久康会 医療，福祉 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

宮崎県 さこだびょういん （医）耕和会 迫田病院 医療業 http://www kowakai jp/ 15年 宮崎県 宮崎県男女共同参画功労賞 事業所の部

宮崎県 たちばなひゃっかてん (株)橘百貨店 百貨店 http://www bonbelta com/PC/ 16年 宮崎県 宮崎県男女共同参画功労賞 事業所の部

宮崎県 みやざきごんこう (株)宮崎銀行 銀行業 http://www miyagin co jp/ 17年 宮崎県 宮崎県男女共同参画功労賞 事業所の部

宮崎県 きょくしんがくえん 旭進学園 学校法人 http://miyaichi ed jp 17年 宮崎県 宮崎県男女共同参画功労賞 事業所の部

宮崎県
ひらたひがしきゅうしゅうびょ
ういん

医療法人 久康会 平田東九州病院 医療・福祉 http://www q-totoro org/ 22年 宮崎県 宮崎県男女共同参画功労賞 事業所の部

宮崎県 のべおかほようえん 医療法人 隆誠会 延岡保養園 医療・福祉 http://www ryuseikai com/hoyouen/ 22年 宮崎県 宮崎県男女共同参画功労賞 事業所の部

宮崎県 さにーしーりんぐ (株)サニー・シーリング
ラベル、シール等粘
着製品製造販売

http://www sunnys co jp/company/index html 22年 宮崎県 宮崎県男女共同参画功労賞 事業所の部

宮崎県 みやざきだいがく 国立大学法人 宮崎大学 国立大学法人 http://www miyazaki-u ac jp/ 22年 宮崎県 宮崎県男女共同参画功労賞 事業所の部

宮崎県 ひらたびょういん 医療法人 久康会平田病院 医療 http://www q-totoro org/ 20年 宮崎県 夢ふくらむ子育て顕彰（みんなで子育て企業部門） 大賞

宮崎県 ゆりかごふくしかお （社福）ゆりかご福祉会 保育 20年 宮崎県 夢ふくらむ子育て顕彰（みんなで子育て企業部門） 奨励賞

宮崎県 くろきそうごうかんてい (株)黒木総合鑑定 不動産鑑定 20年 宮崎県 夢ふくらむ子育て顕彰（みんなで子育て企業部門） 奨励賞

宮崎県 にちわ (株)ニチワ 製造業 http://www nichiwa-corp co jp/ 21年 宮崎県 夢ふくらむ子育て顕彰（みんなで子育て企業部門） 大賞

宮崎県 みなみにほんはむ 南日本ハム(株) 食品 http://www minami-nipponham co jp/ 21年 宮崎県 夢ふくらむ子育て顕彰（みんなで子育て企業部門） 奨励賞

宮崎県
じゅんわりはびりてーしょん
しんこうざいだん

（財）潤和リハビリテーション振興財団 医療 http://www junwakai com/ 21年 宮崎県 夢ふくらむ子育て顕彰（みんなで子育て企業部門） 奨励賞

鹿児島県
あまみせいしょうねんしえん
せんたーゆずりはのさと

（特非）奄美青少年支援センターゆずり葉の郷
特定非営利活動法
人

http://www8 ocn ne jp/~yuzuriha/index html 20年 内閣府 鹿児島県 「子どもと家族を応援する日本」功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰



鹿児島県 あまみかなんえん （社福）聖隷福祉事業団奄美佳南園 医療、福祉 http //www seirei or jp/elderlyhome/amami/ 21年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

鹿児島県 やまかたや (株)山形屋 各種商品小売業 http://www yamakataya co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 労働大臣努力賞
http://www mhlw go jp/general/s
eido/koyou/family/kigyo1 html#1

鹿児島県 たいよー (株)タイヨー 生鮮食品販売 http://www taiyonet com/ 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鹿児島県 かごしまにほんでんき 鹿児島日本電気(株) 電気機器 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞 閉鎖

鹿児島県 かごしままつしたでんし 鹿児島松下電子(株) 製造業 http://panasonic co jp/sc/pscod/ 14年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞 現社名：パナソニック セミコンダクターオプトデバイス 株)

鹿児島県
じせいかいうえるふぇあきゅ
うしゅうびょういん

（医）慈生会ウエルフェア九州病院 医療法人 http://www welfare-kyusyu or jp/ 15年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鹿児島県
いかくらかいぱーるらんど
びょういん

（医）猪鹿倉会パールランド病院 医療法人 http://www pearlland or jp/ 16年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鹿児島県 かごしまぎんこう (株)鹿児島銀行 銀行 http://www kagin co jp/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鹿児島県
せんだいいしかいりつしみ
んびょういん

（社）川内市医師会立市民病院 医療 http://www sendaihp jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

鹿児島県 みなみにほんしんぶんしゃ (株)南日本新聞社 新聞 http://www 373news com/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

鹿児島県 かごしまぎんこう (株)鹿児島銀行 銀行 http://www kagin co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

鹿児島県 やまかたや (株)山形屋 百貨店 http://www yamakataya co jp/ 14年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

鹿児島県 かごしまぜろっくす 鹿児島ゼロックス(株)
情報通信機械器具
製造業

http://www fujixerox co jp/kgx/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞 現社名：富士ゼロックス鹿児島(株)

鹿児島県 かごしまてれびほうそう 鹿児島テレビ放送(株) テレビ局 http://www kts-tv co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

鹿児島県
ふじつうかごしまいんふぉ
ねっと

(株)富士通鹿児島インフォネット ＩＴ http://jp fujitsu com/group/kfn/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞奨励賞

鹿児島県 かごしまぎんこう (株)鹿児島銀行 金融業・保険業 http://www kagin co jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門厚生労働大臣優良賞
http://www mhlw go jp/houdou/2
009/10/dl/h1001-3a pdf

鹿児島県
せいかつきょうどうくみあい
こーぷかごしま

生活協同組合コープかごしま 卸売業・小売業 http://www kagoshima coop/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー･フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

鹿児島県 みなみにほんぎんこう (株)南日本銀行 金融業,保険業 http://nangin jp/ 22年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長優良賞

沖縄県 おきなわぎんこう (株)沖縄銀行 銀行 http://www okinawa-bank co jp/ 11年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

沖縄県 おきなわでんりょく 沖縄電力(株) 電力供給 http://www okiden co jp/index html 12年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

沖縄県 おきなわみつこし (株)沖縄三越 百貨店 http://okinawa-mitsukoshi jp/ 13年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

沖縄県
せいかつきょうどうくみあい
こーぷおきなわ

生活協同組合コープおきなわ 生活協同組合 http://www okinawa coop/ 17年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

沖縄県 りゅうきゅうしんぽうしゃ (株)琉球新報社 新聞 http://ryukyushimpo jp/ 18年 厚生労働省 ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞

沖縄県 りゅうきゅうぎんこう (株)琉球銀行 銀行・信託業 http://www ryugin co jp/ 11年 厚生労働省 均等推進企業表彰 労働大臣努力賞
http://www-
bm mhlw go jp/general/seido/koy
ou/kintou/jyusyou105 html

沖縄県 りゅうせき (株)りゅうせき 石油卸、販売 http://www ryuseki co jp/ 12年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

沖縄県
だいどうかさいかいじょうほ
けん

大同火災海上保険(株) 保険 http://www daidokasai co jp/ 13年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞

沖縄県
たいむすじゅうたくしんぶん
しゃ

(株)タイムス住宅新聞社 新聞、雑誌出版 http://www jpress co jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

沖縄県 おきなわけんろうどうきんこ 沖縄県労働金庫 労働金庫 http://www okinawa-rokin or jp/ 15年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

沖縄県 りうぼういんだすとりー (株)リウボウインダストリー 百貨店 http://www jpress co jp/ 18年 厚生労働省 均等推進企業表彰 都道府県労働局長賞優良賞

沖縄県 しーさー (株)シーサー
生活関連サービス
業、娯楽業

http://www seasir com/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

沖縄県
おきなわふじつうしすてむえ
んじにありんぐ

(株)沖縄富士通システムエンジニアリング 情報通信業 http://www okinawa fujitsu com/ 20年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー･フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

沖縄県 みやひらかんこう 宮平観光(株)
宿泊業・飲食サービ
ス業

http //www miyahira co jp/company/miyahira html 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰 均等推進企業部門都道府県労働局長奨励賞

沖縄県 ゆうあいかい 医療法人友愛会 医療・福祉 http://www yuuai or jp/ 21年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー･フレンドリー企業部門都道府県労働局
長奨励賞

沖縄県 りゅうせき 株式会社りゅうせき 卸売業，小売業 http://www ryuseki co jp/ 23年 厚生労働省 均等・両立推進企業表彰
ファミリー・フレンドリー企業部門都道府県労働局
長優良賞

沖縄県 とうあうんゆ 東亜運輸(株) 海上運送業 http://www toaunyu co jp/ 22年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県 おきなわろじてむ 沖縄ロジテム(株) 運送業 http://www oki-logi co jp/ 22年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県 おりっくすこーるせんたー オリックス・コールセンター(株) コールセンター業 http://www orix co jp/callcenter/ 22年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県 だいわりーす 大和リース(株) 沖縄営業所
流通建築リース事
業

http://www daiwalease co jp/base/okinawa/index html 22年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県 りゅうせき (株)りゅうせき
（ホームページ参
照）

http://www ryuseki co jp/index shtml 22年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県
りゅうきゅうねっとわーくさー
びす

(株)琉球ネットワークサービス

ソフトウェア受託開
発及びシステム開
発・運用における情
報技術の提供

http://www r-net co jp/ 22年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県 かねひでほんしゃ (株)金秀本社

グループの統括管
理業務及び所有不
動産の運用と金融
業

http://www kanehide co jp/info php?tpl=kigyo gaiyou 22年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県
いりょうほうじん あいわか
い

医療法人 愛和会 医療法人 http://www aiwakai jp/ 22年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県
かぶしきがいしゃ とくざとさ
んぎょう

（株）徳里産業 建設業 http://www tokuzato co jp/ 22年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県
とらんすこすもす・しー・あー
る・えむおきなわ かぶしき
がいしゃ

トランスコスモスシー・アール・エム沖縄(株)
コールセンター運営
業

http://www transcosmos-okinawa co jp/ 22年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業



沖縄県
おりおんびーる かぶしきが
いしゃ

オリオンビール(株)
製造業（ビール・発
泡酒・他の酒類製
造販売）

http://www orionbeer co jp/ 23年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県
にほんあいびーえむ・びじね
すさーびす かぶしきがい
しゃ

日本アイビーエム・ビジネスサービス(株)
情報処理・提供
サービス

http://www-06 ibm com/jp/ijbs/ 23年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県
おきなわりょうでんびるしす
てむ かぶしきがいしゃ

沖縄菱電ビルシステム(株) 建設業 http://www okinawa-ryoden jp/ 23年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県
かぶしきがいしゃ ぷろと
でーたせんたー

(株)プロトデータセンター
情報処理サービス
業

http://www pdc-ok jp/ 23年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

沖縄県
かぶしきがいしゃ おきなわ
かんきょうぶんせきせん
たー

(株)沖縄環境分析センター
情報処理サービス
業

http://www oeac co jp/ 23年 沖縄県 沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業

札幌市
さっぽろしゅうだんきゅうしょ
くじぎょうきょうどうくみあい

札幌集団給食事業協同組合 サービス業 20年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

千葉市
いりょうほうじんかしわばか
いかしわどびょういん

医療法人柏葉会柏戸病院 医療業 http://www kashiwado com/ 21年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

千葉市 じゅえるはま (株)ジュエルはま
貴金属・装飾品の
小売

http://www jewel-hama co jp/index html 21年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

千葉市
りょくえいかいさんあいきね
んびょういん

（医）緑栄会 三愛記念病院 医療業 http://www 3ai-hosp jp/ 15年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

千葉市 きゅーう゛ぃーしーじゃぱん (株)キュー・ヴィー・シージャパン テレビショッピング http://qvc jp/cont/top/Main 15年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

千葉市 みずれっく (株)ミズレック 金属精錬業 15年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

千葉市 れかむさーびす (株)レカムサービス
家庭用情報家電の
販売

16年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

千葉市 けいようしてぃーさーびす 京葉シティーサービス(株)
食品製造販売等の
サービス業

http://www jfe-hgs co jp/ 16年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰 現社名：ＪＦＥ東日本ジーエス㈱

千葉市
かんきょうこんとろーるせん
たー

(株)環境コントロールセンター
害虫防除・環境衛
生管理

http://www e-c-c co jp/ 17年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

千葉市
ちばちゅうおうやくるとはん
ばい

千葉中央ヤクルト販売(株)千葉支社 乳製品販売 http://www chibakenyakult co jp/ 17年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰 現社名：千葉県ヤクルト販売（株）

千葉市 ふくいしょうてん (有)福井商店
落花生加工販売
・県産品販売

http://www yosaburo com/ 18年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

千葉市 けめっと・じゃぱん ケメット・ジャパン(株)
研磨材料の輸

http://www kemet jp/ 18年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

千葉市 まるきんいんさつ 丸金印刷(株) 紙器印刷加工業 http://www marukin-print co jp/index html 19年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

千葉市
せいかつきょうどうくみあい
ちばこーぷ

生活協同組合ちばコープ 総合商品小売業 http://chiba coopnet jp/ 19年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

千葉市 いおんもーる イオンモール(株)
（ショッピングセン
ターの開発・運営）

http://www aeonmall com/ 20年 千葉市 男女共同参画推進優良事業者表彰

横浜市
ひたちてくにかるこみゅに
けーしょんず

(株)日立テクニカルコミュニケーションズ
ソフトウェア・情報機
器等のマニュアル
及びコンテンツ作成

http://www hitachi-tc co jp/ 19年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市 ふじつうわいえふしー (株)富士通ワイエフシー
ITコンサルティング・
システム開発

http://jp fujitsu com/group/yfc/ 19年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市 でこでこ (有)デコデコ
フェイスペインティン
グ等のイベントなど
の企画・運営など

http://decodeco co jp/ 19年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市 けいせいかい 医療法人社団恵生会 医療機関 http://www med-keiseikai or jp/take/ 20年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市 そうてつあめにてぃらいふ 相鉄アメニティライフ(株)
保育所・学童保育
の経営

http://www genkids sotetsu co jp 20年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市
まーけてぃんぐいんふぉ
めーしょんこみゅにてぃ

(株)マーケティングインフォメーションコミュニティ
コンサルティング
サービス･小売り

http://www mic-info co jp/ 20年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市 めでぃねっと (株)メディネット 医療サービス http://www medinet-inc co jp/ 20年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市 あろーひゅーまんりそーす アローヒューマンリソース(株) 総合人材サービス http://www ahr co jp/ 21年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市
けいすいかい かなざわびょ
ういん

医療法人社団景翠会 金沢病院 医療機関 http://www keisuikai or jp/index html 21年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市 けいせいかい 医療法人社団恵生会 医療機関 http://www med-keiseikai or jp/take/ 21年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市 にっぱ ニッパ(株) 紙器加工販売 http://www nippa-group co jp/index html 21年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市
にたちてくにかるこみゅに
けーしょんず

(株)日立テクニカルコミュニケーションズ
ソフトウェア・情報機
器等のマニュアル
及びコンテンツ作成

http://www hitachi-tc co jp/ 21年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市
ゆうあいかい ゆうあいくり
にっく

医療法人社団ゆうあい会 ゆうあいクリニック 医療機関 http://www shinyokohama jp/ 21年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市 こうようでんきどぼく 向洋電機土木㈱ 建設業 http://www kouyo-dd jp/index html 22年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

横浜市
いくせいかい ささきびょうい
ん

特定医療法人社団育成社 佐々木病院 医療機関 http://www yha-net jp/sasaki/ 22年 横浜市
「よこはまグッドバランス賞」～働きやすく子育てし
やすい企業～

認定・表彰

相模原市
そうしかいもりしたきねん
びょういん

（医）蒼紫会森下記念病院 医業 http://www morishita or jp/ 19年 神奈川県 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 院内保育所の整備等

相模原市 でゅぷろ (株)デュプロ 印刷機等製造 http://www duplonet co jp/ 19年 神奈川県 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 勤務時間の短縮等

相模原市 そうなんどりる (株)相南ドリル 超硬ドリル研磨 http://shimizuhara com/sounan/ 19年 神奈川県 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 企業内保育所の整備等

相模原市 さがみぴーしーあい 相模ピーシーアイ(株) プリント基板加工 http://www s-pci co jp/ 19年 神奈川県 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 企業内保育所の運営等

相模原市 あるぷすびじねすさーびす (株)アルプスビジネスサービス
技術職・事務職の
派遣及び請負業務

http://www jinzai-abs co jp/ 20年 神奈川県 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 勤務時間の短縮等



相模原市
さがみはらきょうどうびょうい
ん

相模原協同病院 病院 http://www sagamiharahp com/ 20年 神奈川県 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 院内保育所の整備等

相模原市 あさひしょうかい (株)旭商会
産業廃棄物処理及
びリサイクル業

http //www asahi-shoukai co jp/index 0 html 21年 神奈川県 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 男性の育児休業取得等

相模原市
さがみはらちゅうおうびょう
いん

相模原中央病院 病院 http://www tokujukai or jp/ 21年 神奈川県 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 院内保育所の整備等

相模原市
とうきょうろき さがみこうじょ
う

東京濾器(株)相模工場 自動車部品製造業 http://www roki co jp/ 22年 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 フレックスタイム制度等

相模原市
めいりかいあいはらびょうい
ん

医療法人財団 明理会 相原病院 医療業 http://www ims gr jp/aihara/ 22年 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 院内保育所の整備等

相模原市
きょうどうくみあいしあかな
がわ

協同組合 Ｓｉａ 神奈川
製造業他集団化事
業組合

http://siakanagawa com/ 22年 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 事業所内保育所の整備等

相模原市 やまぐちいんさつじょ (有)山口印刷所 印刷業 http://www yama-in com/ 22年 相模原市 仕事と家庭両立支援推進企業表彰 一般事業主行動計画の策定等

静岡市 しずおかぎんこう (株)静岡銀行 銀行 http://www shizuokabank co jp/ 21年 静岡市 静岡市ワーク・ライフ・バランス推進事業所表彰 ワーク・ライフ・バランス大賞

静岡市 しずおかしんようきんこ しずおか信用金庫 信用金庫 http://www shinkin co jp/shizuoka/index html 21年 静岡市 静岡市ワーク・ライフ・バランス推進事業所表彰 ワーク・ライフ・バランス大賞

静岡市 へいわみらい 平和みらい(株) 物流業 http://www heiwa-mirai co jp/ 21年 静岡市 静岡市ワーク・ライフ・バランス推進事業所表彰 ワーク・ライフ・バランス大賞

静岡市 とうあどらむゆぎょう 東亜ドラム油業(株)清水事業所 製造業 http://toa-d co jp/1149 html 21年 静岡市 静岡市ワーク・ライフ・バランス推進事業所表彰 特別賞

静岡市
だんじょきょうどうさんかく
ふぉーらむしずおか

（特非）男女共同参画フォーラムしずおか その他サービス業 http://aicel21 jp/ 21年 静岡市 静岡市ワーク・ライフ・バランス推進事業所表彰 奨励賞

静岡市 おぶつだんのやまき （株）お佛壇のやまき
仏壇仏具の製造・
販売

http://www yamakibutsudan co jp/ 22年 静岡市 静岡市ワーク・ライフ・バランス推進事業所表彰 ワーク・ライフ・バランス大賞

静岡市 せいしんしんようきんこ 静清信用金庫 信用金庫 http://www seishin-shinkin co jp/ 22年 静岡市 静岡市ワーク・ライフ・バランス推進事業所表彰 ワーク・ライフ・バランス大賞

静岡市 だいわしょうけん 大和証券（株）静岡支店 有価証券等の売買 http://www daiwa jp/ 22年 静岡市 静岡市ワーク・ライフ・バランス推進事業所表彰 ワーク・ライフ・バランス大賞

浜松市 あそびがくえん （株）あそび学園 医療・福祉 http://web mac com/asobikodomoen 22年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

浜松市 やまははつどうき ヤマハ発動機(株)
モーターサイクル等
製造・販売

http://www yamaha-motor co jp/ 19年 浜松市 浜松市 ファミリーフレンドリー企業顕彰

名古屋市 だいすいせつび ダイスイ設備(株) 建設業 http://www daisui-web co jp/corp html 20年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

名古屋市 とよたつうしょう 豊田通商(株) 商社 http://www toyota-tsusho com/index cfm 21年 名古屋市 女性の活躍推進企業認定・表彰 優秀賞
http://www.city.nagoya jp/somu/
page/0000031643 html

名古屋市 えいべっくす エイベックス(株) 機械部品製造 http://www avex-inc co jp/ 21年 名古屋市 女性の活躍推進企業認定・表彰 優秀賞
http://www.city.nagoya jp/somu/
page/0000031643 html

名古屋市 ちゅうぶでんりょく 中部電力(株) 電力供給 http://www chuden co jp/ 21年 名古屋市 女性の活躍推進企業認定・表彰 優秀賞
http://www.city.nagoya jp/somu/
page/0000031643 html

名古屋市 せきすいはうす 積水ハウス㈱ 建設業 http://www sekisuihouse co jp/?ad=ad 22年 名古屋市 女性の活躍推進企業認定・表彰 優秀賞
http://www.city.nagoya jp/somu/
page/0000031641 html

名古屋市 やまだしょうかい ㈱山田商会 ガス設備配管工事 http://www ymax co jp/ 22年 名古屋市 女性の活躍推進企業認定・表彰 優秀賞
http://www.city.nagoya jp/somu/
page/0000031641 html

名古屋市 とよたふぁいなんす トヨタファイナンス㈱ 金融業 http://www toyota-finance co jp/ 22年 名古屋市 女性の活躍推進企業認定・表彰 優秀賞
http://www.city.nagoya jp/somu/
page/0000031641 html

東京都
みつびしとうきょうゆーえふ
じぇーぎんこう

(株)三菱東京ＵＦＪ銀行 銀行 http://www bk mufg jp/ 21年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 優秀賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

東京都
とうきょうかいじょうにちどう
かさいほけん

東京海上日動火災保険(株) 損害保険業 http://www tokiomarine-nichido co jp/ 22年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 優秀賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

岐阜県 とうのうしんようきんこ 東濃信用金庫 金融業 http://www shinkin co jp/tono/ 19年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 審査員特別賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

愛知県 おかざきしんようきんこ 岡崎信用金庫 信用金庫 http://www okashin co jp/ 21年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 優秀賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

名古屋市 ぽっかこーぽれーしょん (株)ポッカコーポレーション
食料、飲料品の製
造販売 仕入販売

http://www pokka co jp/ 19年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 優秀賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

名古屋市 よしだこうき 吉田工機(株)
除塵機・水門、橋
梁等の設備設計・

http://www yoshidakouki co jp/ 19年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 中小企業特別賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

名古屋市 とよたつうしょう 豊田通商(株) 商社 http://www toyota-tsusho com/index cfm 20年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 優秀賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

名古屋市 ちゅうぶでんりょく 中部電力(株) 電力供給 http://www chuden co jp/ 20年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 優秀賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

名古屋市 しきしませいぱん 敷島製パン(株)
パン、和洋菓子の
製造、販売

http://www pasconet co jp/ 21年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 優秀賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

名古屋市 さんきょうねっけん 三協熱研(株)
環境測定・コンサル
タント等

http://www sankyonetsuken co jp/topnetsu html 21年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 中小企業奨励賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

名古屋市 とうかいりょかくてつどう 東海旅客鉄道(株) 鉄道業 http://www jr-central co jp/ 22年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 優秀賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

名古屋市 なかにほんこうそくどうろ 中日本高速道路(株) 運輸・通信業 http://www c-nexco co jp/ 22年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 優秀賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

名古屋市 すぎやまちょうざいやっきょく (株)スギヤマ調剤薬局 調剤薬局 http://www sugiyama-club jp/top html 22年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 優秀賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

名古屋市 ちゅうぶどぼく 中部土木(株) 建設業 http://www chubudoboku co jp/ 22年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 中小企業特別賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

名古屋市 やまだしょうかい (株)山田商会 建設業 http://www ymax co jp/ 22年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 審査員特別賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

広島市 ぐらんで (株)グランデ 卸売・小売業 http://www grande88 com/top/index html 22年 名古屋市 子育て支援企業認定・表彰 中小企業特別賞
http://www city nagoya jp/kodom
oseishonen/page/0000010803 ht

京都市 おむろん オムロン(株)
制御機器・ＦＡシス
テム製造等

http://www omron co jp 18年 京都市
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度
に係る市長表彰

京都市 きょうなんそうこ 京南倉庫(株) 倉庫業 http://www kyonan-souko com/ 18年 京都市
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度
に係る市長表彰

京都市 にほんでんさん 日本電産(株) 製造業 http://www nidec co jp/ 19年 京都市
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度
に係る市長表彰

京都市 なかにしいんさつ 中西印刷(株) 印刷業 http://www nacos com/nakanishi/ 19年 京都市
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度
に係る市長表彰

京都市 きょうとぎんこう (株)京都銀行 銀行業 http://www kyotobank co jp/ 20年 京都市
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度
に係る市長表彰

京都市 ふじいだいまる (株)藤井大丸 小売業 http://www fujiidaimaru co jp/ 20年 京都市
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度
に係る市長表彰

京都市 にっしんでんき 日新電機(株) 製造業 http://nissin jp 21年 京都市
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度
に係る市長表彰

京都市 あさひれんとげんこうぎょう 朝日レントゲン工業(株) 製造業 http://www asahi-xray co jp/ 21年 京都市
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度
に係る市長表彰

京都市 うえだほんしゃ (株)ウエダ本社 オフィスディーラー http://www ueda-h co jp/ 19年 京都市 O（おやじの）K（子育て参加に理解がある）企業

京都市 しんこーじゅうけん (株)シンコー住研
新築・リフォーム工
事業

http://www shinko-j com/ 19年 京都市 O（おやじの）K（子育て参加に理解がある）企業

京都市 つのきち (株)津乃吉 佃煮製造業 19年 京都市 O（おやじの）K（子育て参加に理解がある）企業

京都市 ほりばせいさくしょ (株)堀場製作所 精密機器製造業 http://www jp horiba com/ 19年 京都市 O（おやじの）K（子育て参加に理解がある）企業

京都市 いしかわしょうてん 石川商店
北山杉磨丸太生産
卸売業

19年 京都市 O（おやじの）K（子育て参加に理解がある）企業



京都市 たかしまやきょうとてん 株式会社髙島屋 京都店 百貨店事業 http://www.takashimaya.co jp/kyoto/ 22年 京都市
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度
に係る市長表彰

京都市 たいわがくえん 学校法人 大和学園 教育サービス業 http://www.taiwa.ac.jp/ 22年 京都市
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度
に係る市長表彰

京都市 かわいちすいさん 河市水産株式会社 鮮魚仲卸業 http://www.kyoto-kawaichi.co jp/ 22年 京都市
「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度
に係る奨励賞

大阪市 たかやまきんぞくこうぎょう タカヤマ金属工業株式会社 製造業 http://www.takayama-kk.co.jp/works/old/index.html 22年 内閣府 大阪市 子ども若者育成・子育て支援功労者表彰 内閣府特命担当大臣（少子化対策）表彰

大阪市 にしいでいいん （医）西出医院 医療業 http://www015 upp so-net ne jp/s24dhp/a1204top html 16年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 あくせぷと (株)アクセプト
マーケティング、コ
ンサルティング

http://www accept-inc co jp/index htm 16年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 えるねっと (株)エルネット 情報サービス業 http://www lnet co jp/ 16年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 あぷりーてぃせさも (株)アプリ－ティセサモ
料理教室の受託運
営

http://www og-cookingschool com/ 17年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 はーと・あんど・きゃりあ (株)ハート・アンド・キャリア キャリア開発事業 http://www heart-c co jp/hc/index html 17年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 くりろんかせい クリロン化成(株)
包装用プラスチック
複合フィルムの製
造・販売

http://www kurilon co jp/ 17年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 だいふくしんようきんこ 大福信用金庫 金融業 http://www shinkin co jp/daifuku/ 17年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 いちねん (株)イチネン
自動車リース事業、
自動車メンテナンス
受託事業 燃料販

http://www ichinenhd co jp/ 18年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

平成20年に名称変更
(株)イチネンホールディングス

大阪市 まざーねっと (株)マザーネット
育児家事サービス
業

http://www carifami com/ 18年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 あべにーるぽるて アベニ－ルポルテ有限責任事業組合
アーティストモール
事業

http://www avenirporte com/ 18年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 こぷろ コプロ(株) 卸売業 http://www ajs gr jp/copro/ 18年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 たかやまきんぞくこうぎょう タカヤマ金属工業(株)
金属製品製造販売
(雨とい受金具、建
築金物)

http://www takayama-kk co jp/ 18年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市
じょせいらいふさいくるけん
きゅうじょ

(有）女性ライフサイクル研究所
心理カウンセリン
グ、講師派遣、研究
調査

http://www flcflc com 19年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 ぜんじんかい （医）全人会
医業及び介護福祉
業

http://www honami or jp 19年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 どりむしゃ (株)どりむ社 出版・企画・編集 http://www dorimu-web com 19年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 ひさこねいる (株)ヒサコネイル 美容業 http://www hisakonail jp 19年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 ぴるぷわーく (株)ピルプワーク
不動産販売支援事
業

http://plpwork co jp 19年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 あくてぃあ (有)アクティア
ユニバーサル衣料
の開発・販売

http://www actia jp 20年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 あるとすたー (株)アルトスター
ＷＥＢ制作及び販
促、それらに伴うコ
ンサルティング

http://www altstarr com 20年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市
きゅうほうきんぞくせいさく
しょ

(株)久宝金属製作所
各種金属板・建築
金物・販売、自社製
品企画・製造販売

http://q-ho com 20年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 れんびようじがくえん 宗教法人光聖寺 蓮美幼児学園
保育サービス・乳幼
児教育

http://renbi com 20年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 じぶでんき 治部電機(株)
特殊変圧器の製造
及び販売

http://www jibu co jp 20年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 でぃぷろむ (株)ディプロム
コンピューター情報
処理・フォトスタジオ
運営 人材派遣

http://www diplom co jp 20年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 ばいなんこうざい 梅南鋼材(株)
鋼材の販売と鋼板
加工

http://bainan jp 20年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 ふぁるめでぃこ ファルメディコ(株)
院外処方受付によ
る保険調剤業務・漢
方相談 その他

http://www pharmedico com 20年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 ふじつうえふえすおー 富士通エフエスオー株式会社
情報処理サービス
及び情報処理シス
テムのソフトウェア

http://jp fujitsu com/group/fasol/ 20年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

平成20年に合併
(株)富士通アドバンストソリュー
ションズ

大阪市 よしみや (株)吉見屋
病院向けレンタルテ
レビ及びコインラン
ドリ 業 プリペイド

http://4438 tv/ 20年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 いー・びーいんぐ （特非）イー・ビーイング
環境マネジメント、
CSRコンサルティン
グなど

http://www e-being jp 21年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 いしどうがらす 石堂硝子(株)
化粧品容器の企
画・開発・販売

http://www ishido-glass co jp 21年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市
えぬてぃてぃにしにほん・か
んさいあいてぃめいと

(株)NTT西日本‐関西アイティメイト 人材派遣業 http://www ntt-itmate-kansai co jp/ 21年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 このはなこうぎょうかい （社法）此花工業会 労働保険事務組合 http://www konohana or jp 21年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 てぃえむおふぃす (株)TMオフィス 広告代理業 http://www tm-office co jp// 21年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 てらす (株)Terrace
婦人靴小売業、靴
修理業

http://www terrace-japan com 21年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 ねっとばりゅ (株)NetValue
受託開発ソフトウェ
ア業、物理セキュリ
ティシステム導入支

http://www netvalue-io com/ 21年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 ひびきしょうけん ひびき証券(株)
金融商品取引業
［証券業・投資顧問
業］

http://www hibiki-sec co jp 21年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 わいずぱーとなーず 司法書士ＹＳパートナーズ
司法書士法務サー
ビス

http://ys-partners com 21年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

平成23年に名称変更
司法書士事務所ともえみ

大阪市 ことや (株)KOTOYA
不動産仲介業・賃
貸管理業

http://www e-tintai com 22年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 さいとうてっこうしょ (株)斉藤鐵工所
水門扉、除塵機、産
業用設備等の製
造・販売

http://www e-saitoh co jp 22年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 しむにじゅうよん (株)SiM24
電子機器や電子部
品や生産設備の構
造系のシミ レ

http://www sim24 co jp 22年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 たーなーぷろせす (有)ターナープロセス
水処理装置の開
発・製造・販売、製
造プロセス技術のコ

http://tanap jp 22年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html



大阪市 だいやあくせす (株)ダイヤアクセス
携帯電話の販売及
びアフターサービ
ス・コンサルティング

http://www dia-access co jp 22年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 てんひこさんぎょう (株)天彦産業 特殊鋼材卸売 http://www tenhiko co jp 22年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 はすとわ (有)ハストワ
訪問介護(介護保
険、障がい者自立
支援制度)移動支援

http://www hasutowa net 22年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 ふくながえんじにありんぐ (株)フクナガエンジニアリング
コンテナバック販
売・産業車両用タイ
ヤ販売・金属資源リ

http://www ecosoft co jp 22年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市 ましんさんよう (株)マシン三洋
機械機器・設備等
の販売専門商社

http://www machine-sanyo com 22年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

大阪市
みつもとらせんかんこうぎょ
う

三元ラセン管工業(株)
フレキシブルチュー
ブ及びベローズの
設計・製造

http://www mitsumoto-bellows co jp 22年 大阪市 大阪市きらめき企業賞
http://www creo-
osaka or jp/kirameki/index html

神戸市 のーりつ (株)ノーリツ 製造業 http://www noritz co jp/index html 15年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 ゆめこうぼう (株)夢工房 ソフトウェア業） http://www yumekobo jp/ 15年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市
ぷろてくたー・あんど・ぎゃん
ぶる・ふぁー・いーすと・いん
く

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク 製造・販売業 http://jp pg com/ 15年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 ひしいしょうじ 菱井商事(株) 総合卸売業 http://www hishii co jp/ 15年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 ふぇりしも (株)フェリシモ
ダイレクトマーケティ
ング業

http://www felissimo co jp/ 16年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 ますだせいふんじょ (株)増田製粉所 製粉業 http://www masufun co jp/ 16年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 にほんいーらいりりー 日本イーライリリー(株) 医薬品 http://www lilly co jp/CACHE/index index cfm 16年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 はくつるしゅぞう 白鶴酒造(株) 製造業 http://www hakutsuru co jp/ 16年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 しゃるれ (株)シャルレ
衣料品・化粧品等
の販売

http://www charle co jp/ 17年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 もろぞふ モロゾフ(株)
食料品製造・販売、
喫茶レストラン

http://www morozoff co jp/ 17年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 こーぷこうべ 生活協同組合コープこうべ 流通小売業 http://www kobe coop or jp/ 17年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 ふじつうてん 富士通テン(株) 製造・販売業 http://www fujitsu-ten co jp/ 17年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 あしっくす (株)アシックス
スポーツ用品製造
販売業

http://www asics co jp/ 18年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 とーほー (株)トーホー
業務用食品卸売
業・小売業

http://www to-ho co jp/index html 18年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 ろっく・ふぃーるど (株)ロック・フィールド
そうざいの製造販
売業

http://www rockfield co jp/ 18年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 はんしんそっけん 阪神測建(株) 建設コンサルタント http://hanshinsokken com/ 18年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市
めいりんかい
みやじびょういん

（医）明倫会宮地病院 医療業 http://www meirinkai or jp/ 19年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 わーるど (株)ワールド アパレル http://www world co jp/ 19年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 きょうどうびょうり (株)協同病理
病理学的臨床試
験 試験研究

http://www kbkb jp/ 19年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 みつぼしべると 三ツ星ベルト(株) ベルト製造業 http://www mitsuboshi co jp/japan/index html 19年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 すみともごむこうぎょう 住友ゴム工業(株) ゴム製造業 http://www sumitomorubber co jp/ 19年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 いけあじゃぱん イケア・ジャパン(株)ＩＫＥＡポートアイランド 小売業 http://www ikea com/jp/ja/ 20年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 くりーんてっくすじゃぱん クリーンテックス・ジャパン(株) 製造業 http://www kleen-tex-japan co jp/ 20年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 しすめっくす シスメックス(株) 製造業 http://www sysmex co jp/ 20年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 ばんどーかがく バンドー化学(株) 製造業 http://www bando co jp/ 20年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 ひょうごやくるとはんばい 兵庫ヤクルト販売(株) 食品・飲料卸売業 http://www hyogo-yakult co jp/ 20年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 みなとぎんこう (株)みなと銀行 銀行業 http://www minatobk co jp/ 20年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 みなとけんせつ 港建設(株) 建設業 http://www powerbiz bz/ 20年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 かねへい (株)カネヘイ 卸売業 http://www kanehei co jp/ 21年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 こうべせいこうしょ (株)神戸製鋼所 製造業 http://www kobelco co jp/ 21年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 こうべでじたるらぼ (株)神戸デジタル・ラボ 情報通信業 http://www kdl co jp/ 21年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 こべるこしすてむ コベルコシステム(株) 情報通信業 http://www kobelcosys co jp/ 21年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市
しんこうかんきょうそりゅー
しょん

(株)神鋼環境ソリューション 製造業 http://www kobelco-eco co jp/ 21年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 しんこうけあらいふ 神鋼ケアライフ(株) 医療・福祉 http://www s-carelife co jp/ 21年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 だいへんろっこうじむしょ (株)ダイヘン 六甲事務所 製造業 http://www daihen co jp/index html 21年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 まるしょうけんせつ 丸正建設(株) 建設業 http://www marusyo-k co jp/ 21年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 かわさきじゅうこうぎょう 川崎重工業(株) 輸送用機器製造 http://www khi co jp/ 22年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市
しせいどうはんばい きんき
ししゃ こうべおふぃす

資生堂販売(株)近畿支社神戸オフィス 化粧品卸売業 http://www shiseido co jp/ 22年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 だいわりーす こうべしてん 大和リース(株)神戸支店 建設業 http://www daiwalease co jp/shiten/kobe/index html 22年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 ちゃいるどはーと (株)チャイルドハート 医療・福祉 http://www child-heart com/ 22年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 ねすれにほん ネスレ日本(株) 製造業 http://www nestle co jp/ 22年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市
みついすみともぎんこう こ
うべしないのかくぶてん・
しゅっちょうじょとう

(株)三井住友銀行(神戸市内の各部店･出張所等) 金融・保険業 http://www smfg co jp/responsibility/ 22年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 ゆーしすてむ (株)ユーシステム 情報通信業 http://www u-sys co jp/ 22年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 あすびおふぁーま アスビオファーマ(株)
学術研究、専門・技
術サービス業

http://www asubio co jp/index html 23年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 おぐらややなぎもと (株)小倉屋柳本 製造業 http://www maruyanagi co jp/ 23年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 かねてつでりかふーず カネテツデリカフーズ(株) 製造業 http://www kanetetsu com/ 23年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 こうようでんき 光洋電機(株) 卸売業・小売業 http://www koyodenki co jp/ 23年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰



神戸市
せいかつきょうどうくみあい
れんごうかい こーぷしぜん
はじぎょうれんごう

生活協同組合連合会コープ自然派事業連合 卸売業・小売業 http://www shizenha ne jp/ 23年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市 だいえいかんきょう 大栄環境(株) サービス業 http://www dinsgr co jp/ 23年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

神戸市
ひょうごろっこうのうぎょう
きょうどうくみあい

兵庫六甲農業協同組合 複合サービス業 http://www jarokko or jp/ 23年 神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰

岡山市 おかやまでんききどう 岡山電気軌道(株)
軌道および自動車
による一般旅客運

http://www okayama-kido co jp/ 14年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 せんりこーぽれーしょん (株)千里コーポレーション
総合セールスプロ
モーション、ＴＶコ

http://www harenet ne jp/senri/ 14年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 ぜんにちしんぱん 全日信販(株)
クレジットカード事業
等

http://www aj-card co jp/ 15年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 ちゅうごくしーるいんさつ (株)中国シール印刷 印刷業 http://www c-seal co jp 15年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 ぱーるこうぼうもりした （有）パール工房森下 宝飾業 http://www chikorika jp 16年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 はくじゅうじ (株)白十字
洋菓子・和菓子製
造販売、喫茶

http://www hakujuji-g co jp 16年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 おかやますぽーつかいかん (株)岡山スポーツ会館
スポーツクラブ、健
康増進施設の運営

http://www osk21 co jp 17年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 りょうびたくしーせんたー 両備タクシーセンター
タクシー業務の受託
並びに共同配車、タ

http://www ryobitc com/ 17年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市
えぬいーしーしすてむてくの
ろじーおかやまじぎょうしょ

ＮＥＣシステムテクノロジー(株)岡山事業所
ＩＴ基盤ソフトウェア
事業、ＳＩサービス事

http://www necst co jp 18年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 らいぶ (株)Ｌ．Ｉ．Ｂ．

照明器具、カーテ
ン、家具等の販売
取り付け、インテリ
アのコーディネイト
及びプランニング

http://www l-i-b com/ 18年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 えいこーすぽーつ (株)栄光スポーツ スポーツ用品販売 http://www eikosports co jp 19年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 でんしょく (株)デンショク
屋内外看板・広告
塔・ネオン制作

http://www denshoku-group co jp 20年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 ばんけっとさぷらい (株)バンケットサプライ
人材派遣業、職業
紹介事業、業務請

http://www banquet-supply co jp 20年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 びざびりれーしょんず (株)ビザビリレーションズ
地域生活情報誌の
出版

http://www vis-a-vis co jp/ 21年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 みのるほてるじぎょう みのるホテル事業(株) ホテル業 http://www hotel kooraku co jp/ 21年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 まさや (株)ＭＡＳＡＹＡ
化粧品・雑貨小売
業

22年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 らーんず (株)ラーンズ
教材等企画・出版・
販売

http://www learn-s co jp/ 22年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 えすぺらんさ (株)エスペランサ
医療事務・アメニ
ティ部門の人材派
遣

23年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

岡山市 はしもとしかいいん 橋本歯科医院 歯科医院 23年 岡山市 岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する事業者表彰

広島市 はなまん (株)花満 卸売業（花き） http://www hanaman co jp/ 18年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 めがねのたなかちぇーん メガネの田中チェーン(株) 小売業（眼鏡） http://www tanaka-megane co jp/ 18年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 かわの (株)かわの サービス業 19年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 ふれすた (株)フレスタ 小売業 http://www fresta co jp/index html 19年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 ぶんかどう (株)文華堂
企画・デザイン・印
刷業

http://bunka-do jp/index php 19年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 あーとでぃれくと （有） アートディレクト 衣料品印刷 http://www artdirect jp/printshop/ 20年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 ちから (株) ちから
麺類・和菓子製造
販売

http://www chikara jp/ 20年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 やまひ (株) やまひ 包装資材卸 http://yamahi.net/ 20年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 ぐらんで (株)グランデ 販売業 http://www.grande88.com/ 21年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 しにあねっとひろしま （特非）シニアネットひろしま パソコン指導 http://www.seniornet-hiroshima.gr jp/ 21年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 ひろぼし ヒロボシ(株) 卸売業 http://www.hiroboshi.com/ 21年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 よもぎのあとりえ （特非）よもぎのアトリエ 飲食業 http://yomoginoatorie com/ 21年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 たにしきかくいんさつ (株)タニシ企画印刷 印刷業 http://www tanishi co jp/ 22年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 ひろしまぎんこう (株)広島銀行 銀行業 http://www hirogin co jp/ 22年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市
ひろしましのうぎょうきょうど
うくみあい

広島市農業協同組合 複合サービス http://www ja-hiroshimashi or jp/ 22年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 めりぃはうすせいふうしんと 介護付有料老人ホーム メリィハウス西風新都 有料老人ホーム http://www merry-house jp/ 22年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 さんこうけんせつ 三興建設㈱ 建設業 http://www sanko-g co jp/ 23年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 そりー 司法書士法人SOLY（ソリー） 司法書士事務所 http://soly jp/ 23年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 べらみすてーしょん ㈲ベラミステーション 出張理美容 http://www bel-ami co jp 23年 広島市 広島市男女共同参画推進事業所顕彰

広島市 ひろしましんようきんこ 広島信用金庫 金融業 http://www shinkin co jp/hiroshin/ 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 みつこしひろしまてん (株)三越広島店 小売業 ttp://www mit uko hi co jp/ hop EcLo i N me= tore nfo t r t p nfo&t npoCd=20 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市

ひろしまけんこうしゅうよく
じょうぎょうせいかつえいせ
いどうぎょうくみあいひろしま
しぶ

広島県公衆浴場業生活衛生同業組合広島支部 一般浴場 http://www 1010hiroshima com/ 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ぶんかどう (株)文華堂 印刷業 http://bunka-do jp/ 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 もりのぶけんせつ 森信建設(株) 建設業 http://www morinobu jp/ 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ひろしまびじゅつかん （財）ひろしま美術館 美術館 http://www hiroshima-museum jp/ 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 えいび Ｅｉｂｉ（エイビ） 美容院 http://www eibi-hair jp/ 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ひろしまじょうこうふくしかい （社福）広島常光福祉会 高齢者福祉 http://www h-joukoufukusikai jp/ 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市
ふじつうちゅうごくしすてむ
ず

(株)富士通中国システムズ 情報サービス業 http://jp fujitsu com/group/chugoku/ 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 まさーず ＭＡＳＡＲ’Ｓ（マサーズ） 飲食店 http://masars web fc2 com/ 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 いんてれっせ (株)インテレッセ 自動車販売 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 こうそかぷせるさろんるふと 酸素カプセルサロンＬｕｆｔ（ルフト）
酸素カプセルサービ
ス

http://www luft voo cc/ 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 はーすとーりー (株)ハー・ストーリィ
マーケティング＆コ
ンサルティング業

http://www herstory co jp/ 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰



広島市
にほんといざらすひろしまや
ぎてん

日本トイザらス(株)広島八木店 玩具販売 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 びぜんやきぎゃらりーちひろ 備前焼ギャラリー ちひろ 備前焼販売 http://www bizenyaki-chihiro com/index html 19年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市
てんまやひろしまみどりいて
ん

(株)天満屋広島緑井店 小売業 http://www tenmaya co jp/midorii/saiji html 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 にしきたくしー (株)錦タクシー
一般乗用旅客運送
事業

http://www nisiki-taxi co jp/ 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 めるぱるくひろしま メルパルク広島 ホテル業 http://www mielparque jp/ 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 つぼみかふぇだいにんぐ Ｔｓｕｂｏｍｉ ｃａｆｅ ｄｉｎｉｎｇ（ツボミカフェダイニング） 飲食業 http://www tsubomicafe com/ 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 よもぎのあとりえ （特非）よもぎのアトリエ
特定非営利活動法
人

20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ぐらんで  (株)グランデ 販売業 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 どいふぁみりーしかいいん 土井ファミリー歯科医院 歯科医院 http://www ne jp/asahi/family-d c/doi/ 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 そばしらかわ 蕎場（そば）－しらかわ 飲食業 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市
すずきありーなひろしまちゅ
うおう

スズキアリーナ広島中央（(株)カーソゴー） 自動車販売 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 さろんどえすぷり  (株)サロンドエスプリ
エステティックサロ
ン

20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 きゅうけんちょうしか 九軒町歯科 歯科医院 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市
くもんひろしまぎおんきょうし
つ

ＫＵＭＯＮ（くもん）広島ぎおん教室 学習塾 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ぶるーべりーえいかいわ Ｂｌｕｅｂｅｒｒｙ（ブルーベリー）英会話 英会話教室 http://www bbeikaiwa com/jp/home shtml 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 こどものへやちかちこ 子供の部屋Ｃｈｉｃａ Ｃｈｉｃｏ（チカ チコ） 物販業 http://www chica-chico jp/ 20年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 めがねのたなかちぇーん メガネの田中チェーン(株) 小売業（眼鏡） http://www tanaka-megane co jp/ 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 だいいちびるさーびす (株)第一ビルサービス 不動産管理業 http://www daiichibs com/ 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ゆめたうんひろしま ゆめタウン広島 総合小売業 http://www izumi co jp/youmetown/hiroshima/ 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市
あくさせいめいほけん ひろ
しまえふえーししゃ

アクサ生命保険(株)広島FA支社 生命保険業 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市
だいわりーす ひろしまして
ん

大和リース(株)広島支店 建築業・リース業 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市
はくあいかい しんのさんふ
じんか

（医）博愛会 真野産婦人科 産婦人科診療所 http://www hakuailady or jp/ 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市
かまくらぱすた ぎおんしん
どうてん

(株)鎌倉パスタ 祇園新道店 飲食店 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 いおんもーるひろしまぎおん イオンモール広島祇園 総合小売業 http://gion aeonmall com/ 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市
ふくふくあん せんりょうまん
じゅう にしひろしまてん

福々庵 千両まんじゅう 西広島店 製造小売業 http://www fukufukuan jp/index html 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 あいおいどおりしかくりにっく あいおい通り歯科クリニック 歯科診療所 http://www aioi-dent com/ 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 まぐねっと へあー ＭＡＧＮＥＴ ＨＡＩＲ 美容業 http://www magnethair com/ 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 こうちしかいいん 河内歯科医院 歯科診療所 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 みやもとかぐこうぎょうしょ （有）宮本家具工業所 家具製造小売業 http://www miyakagu co jp/ 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ぷれすくーるわんぱくきっず プレスクールわんぱくキッズ 認可外保育所 http://www kidslink jp/wanpaku-kids/ 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 えこも ＥＣＯＭＯ
小売業（リサイクル
販売）

http://ecomo-shop jp/ 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 へあー めいく ふぁしる ＨＡＩＲ ＭＡＫＥ ｆａｃｉｌｅ 美容業 21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ちっぷ とっぷ Ｔｉｐ Ｔｏｐ
美容業（ネイルサロ
ン）

21年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ふくや (株)福屋 百貨店 http://www fukuya-dept co jp/ 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ひろしまししんようくみあい 広島市信用組合 金融機関業務 http://www hiroshimashi shinkumi jp/ 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ぎょうせい ちゅうごくししゃ （株）ぎょうせい 中国支社 出版業 http://gyosei jp/index html 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 くらーじゅぷらす （株）クラージュプラス インテリア用品販売 http://www courageplus com/ 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 こすめてぃっく ぺるる コスメティック ｐｅｒｌｅ 化粧品販売 http://perle fem jp/ 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 いのくちかぐひゃっかてん （株）井口家具百貨店 家具小売業 http://www inokuchikagu co jp/ 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 じむすりー ジムスリー（株） 事務代行サービス http://www jim3 co jp/ 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市
ひろしましのうぎょうきょうど
うくみあい

広島市農業協同組合 農産物の販売 http://www ja-hiroshimashi or jp/index html 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 やまとよ （株）山豊 食品製造業 http://www yamatoyo co jp/ 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 せんす へあー ＳＥＮ’Ｓ ＨＡＩＲ 美容業 http://www sens-hair jp/index html 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 なちゅらる はーつ Ｎａｔｕｒａｌ ｈｅａｒｔｓ
癒しサロン・スクー
ル

http://homepage3 nifty com/natural-hearts/ 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ずーむ ずーむ へあー ＺＯＯＭ ＺＯＯＭ ＨＡＩＲ 美容業 http://www freepe jp/i cgi?balboa 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 さごたに 砂谷（株） 乳製品製造業 http://www sagotani net/ 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 あさひほーむず 旭ホームズ（株） 建設業 http://asahihomes-h com/ 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

広島市 ゆずみ 癒泉 ～ｙｕｚｕｍｉ～
リラクゼーションス
クール

http://yuzumi085happy web fc2 com/ 22年 広島市 広島市子育てに優しい事業所表彰

福岡市 けありんぐ （株）ケアリング 医療・福祉 http://ｗｗｗ cariｎg jp/info/map html 22年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

福岡市 あそうかいごさーびす 麻生介護サービス（株） 医療・福祉 http://www aso-kaigo jp/ 22年 厚生労働省
母子家庭の母の就業の促進を図る優良企業等の
表彰（はたらく母子家庭応援企業表彰）

北九州市 びーなすわん Ｖｅｎｕｓ Ｏｎｅ
民間女性起業家支
援グループ

http://www venus-one com/ 17年 内閣府 北九州市 女性のチャレンジ賞等 女性のチャレンジ支援賞

北九州市
じゅほうかい よしのびょう
いん

（医） 寿芳会 芳野病院 医療 http://www yoshino-hp com/ 19年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市
はまゆうかい おうじびょう
いん

（医）はまゆう会 王子病院 医療 http://www ouji-byouin jp/index html 19年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市 ぐりーむ (株)グリーム
医療、福祉システム
開発

http://www gleam-kokura co jp/ 19年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市 みついはいてっく (株)三井ハイテック 製造業 http://www mitsui-high-tec com 19年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市 へるしーはいむ （社福）南風会 ヘルシーハイム 高齢者福祉事業 http://www healthyhaim or jp/ 19年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市
きたきゅうしゅうしょうこうか
いぎしょじょせいかい

北九州商工会議所女性会 経済団体 http://www kitakyushucci or jp/joseikai/top 19年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 奨励賞



北九州市 こくらだいいちびょういん （医）真鶴会 小倉第一病院 医療 http://www kdh gr jp/ 20年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市
しんにってつやはたきねん
びょういん

医療法人社団 新日鐵八幡記念病院 医療 http://www ns yawata-mhp or jp/ 20年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市 やすかわでんき (株)安川電機 製造業 http://www yaskawa co jp/index html 20年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市 おきなのもり （社福） 容風会総合福祉施設おきなの杜 高齢者福祉事業 http://care-net biz/40/okinanomori/index 20年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市 にほんこんぴゅーたー 日本コンピューター(株) 情報通信 http://www nck co jp/ 20年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市 にしにほんしふくかい （社福）西日本至福会 高齢者福祉事業 http://www shifukukai com/ 20年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 奨励賞

北九州市
きたきゅうしゅうしてをつなぐ
いくせいかい

(社福）北九州市手をつなぐ育成会 社会福祉事業 http://www kitaiku com/ 21年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市 しんりょう (株)新菱 製造業（化学） http://www shinryo-gr com/ 21年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市 こんだくと コンダクト(株) 不動産業 http://www e-conduct co jp/ 21年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 奨励賞

北九州市
ふろうさんちゅうおうじょうほ
うせんたー

(株)不動産中央情報センター 不動産サービス業 http://www demand co jp/ 21年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 奨励賞

北九州市
きゅうしゅうこうせいねんき
んびょういん

（財）厚生年金事業振興団 九州厚生年金病院 医療 http://www kyuko-hsp jp/ 22年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市
ふじつうこみゅにけーしょん
さーびす

富士通コミュニケーションサービス(株)北九州サポー
トセンター

サービス業 http://jp fujitsu com/group/csl/ 22年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市 みさきがおか （社福）敬寿会 美咲ヶ丘 高齢者福祉事業 http://www misakigaoka com/ 22年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市 ぜむけんさーびす （有）ゼムケンサービス 建設業 http://www zmken co jp/top html 23年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市
ふくおかけんさいせいかい
やはたそうごうびょういん

（社福）恩賜財団済生会 福岡県済生会八幡総合病
院

医療サービス業 http://www yahata saiseikai or jp/ 23年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 市長賞

北九州市
きたきゅうしゅうあゆみのか
い

（社福）北九州あゆみの会 社会福祉事業 http://www ayuminokai or jp/ 23年 北九州市 北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰 企業・団体部門 奨励賞

北九州市 こくらだいいちびょういん （医）真鶴会 小倉第一病院 医療 http://www kdh gr jp/ 17年 北九州市 子育てしやすい環境作りを進める企業・団体表彰

北九州市 おーねすと (株)オーネスト 情報通信業 http://www ohnest co jp/ 17年 北九州市 子育てしやすい環境作りを進める企業・団体表彰

北九州市 たかみや (株)タカミヤ 卸売・小売業 http://www takamiya co jp/ 17年 北九州市 子育てしやすい環境作りを進める企業・団体表彰  

北九州市 よしのびょういん （医）寿芳会 芳野病院 医療 http://www yoshino-hp com/ 17年 北九州市 子育てしやすい環境作りを進める企業・団体表彰

北九州市
きたきゅうしゅうやくるとはん
ばい

北九州ヤクルト販売(株) 飲料販売業 17年 北九州市 子育てしやすい環境作りを進める企業・団体表彰

北九州市 とばたきょうりつびょういん （医）共愛会戸畑共立病院 医療・福祉業 http://www kyoaikai com/ 18年 北九州市 子育てしやすい環境作りを進める企業・団体表彰

北九州市 そるねっと (株)ソルネット
ソフトウエア開発事
業他

http://www solnet-dot co jp/ 18年 北九州市 子育てしやすい環境作りを進める企業・団体表彰

北九州市 みやたでんせつこうぎょう (株)宮田電設工業 建設業 18年 北九州市 子育てしやすい環境作りを進める企業・団体表彰

北九州市 とーとー ＴＯＴＯ(株) 製造業 http://www toto co jp/ 18年 北九州市 子育てしやすい環境作りを進める企業・団体表彰

北九州市
えふこーぷせいかつきょうど
うくみあいほくぶくいきほん
ぶ

エフコープ生活協同組合北部区域本部 生活協同組合 18年 北九州市 子育てしやすい環境作りを進める企業・団体表彰

北九州市 えるだーさーびす (株)エルダーサービス
介護サービス事業
他

http://www elder-s co jp/index html 14年 北九州市 男女協働実践企業表彰 女性従業員活用

北九州市 きたきゅうしゅうえきべんとう 北九州駅弁当(株) 弁当製造販売 http://www k-ekibento co jp/index2 htm 14年 北九州市 男女協働実践企業表彰 女性従業員活用

北九州市
きたきゅうしゅうしょうぼう
きょく

北九州市消防局 行政機関
http://www city kitakyushu jp/pcp portal/
PortalServlet?DISPLAY ID=DIRECT&NEX

15年 北九州市 男女協働実践企業表彰 研修

北九州市
ふどうさんちゅうおうじょうほ
うせんたー

(株)不動産中央情報センター 不動産サービス業 http://www demand co jp/ 16年 北九州市 男女協働実践企業表彰 奨励賞（女性従業員活用）

北九州市 みはぎのびょういん （財）小倉地区医療協会 三萩野病院 医療 http://www m-hp or jp/ 16年 北九州市 男女協働実践企業表彰 出産・育児のための環境作り

北九州市 よしのびょういん （医）寿芳会 芳野病院 医療 http://www yoshino-hp com/ 17年 北九州市 男女協働実践企業表彰


