
部門 事業者名 所在地 受賞年度

1 株式会社イノス 熊本市紺屋今町2-1ｺｰﾖｰﾋﾞﾙ３階

2 株式会社ラ・モード 山鹿市中640-1

3 社会福祉法人志友会　芦北学園発達医療センター 芦北郡芦北町芦北2813

4 西日本電信電話株式会社　熊本支店 熊本市桜町3-1

5 株式会社ミヤムラ 上益城郡益城町古閑153-11

6 富士精工㈱熊本工場 菊池郡大津町室1613

7 医療法人徳治会　吉永歯科医院 宇城市松橋町浦川内824-8

8 生活協同組合　水光社 水俣市古賀町1-1-1

9 株式会社セイコウ ダスキン八代 八代市旭中央通り8-3

10 飯塚電機工業株式会社 熊本市十禅寺1-4-12

11 シンエイ産業株式会社 阿蘇市一の宮町中通703

12 社会福祉法人鞍岳会　川辺保育園 菊池市旭志川辺出分屋敷84-1

13 トレジャーオブテクノロジー株式会社 益城町田原2081-17

14 熊本ワシントンホテルプラザ 熊本市下通2-3-10

15 医療法人高野会　高野病院 熊本市帯山4-2-88

16 医療法人徳治会　松下歯科医院 八代市豊原中町松原419-1

17 ＮＥＣセミコンダクターズ九州・山口株式会社　本社・熊本川尻工場 熊本市八幡町1-1-1

18 有限会社園田　ﾍｱｰﾌﾞﾃｨｯｸ園田 水俣市天神町2-4-1

19 医療法人室原会　菊南病院 熊本市鶴羽田町685

20 イオン九州株式会社　ジャスコ大津店 菊池郡大津町室137

21 医療法人徳治会　長野歯科医院 合志市野々島4787-20

22 医療法人　仁誠会 熊本市黒髪6-29-37

23 医療法人春水会　山鹿中央病院 山鹿市山鹿1000

24 ピュア・サポート　グループ 熊本市水前寺4-52-44

25 社会福祉法人　リデルライトホーム 熊本市黒髪5-23-1

26 イオン九州株式会社　ジャスコ菊陽店 菊池郡菊陽町津久礼2472

27 オムロン　リレーアンドデバイス株式会社 山鹿市杉1110

28 株式会社イズミ　ゆめタウンサンピアン 熊本市上南部2丁目2番2号

29 イオン九州株式会社　宇城バリュー店 宇城市小川町河江1-1

30 社会福祉法人聖母会　聖母の丘老人ホーム 熊本市南熊本5-1-1

31 医療法人潤心会　熊本セントラル病院 菊池郡大津町室955

32 株式会社　アース 玉名市玉名3584

33 医療法人杏林会　鴻江病院 荒尾市増永2620

34 社会福祉法人　不動会（特別養護老人ホーム　一本松荘など） 山鹿市鹿本町津袋450

35 株式会社　談 熊本市中央区妙体寺町5－1

36 医療法人　むすびの森（あきた病院） 熊本市南区会富町1120

37 医療法人　洗心会（荒尾中央病院など） 荒尾市荒尾1997

38 ルネサスセミコンダクタ九州・山口株式会社　熊本錦工場 球磨郡錦町一武2626番地

39 医療法人社団　愛育会　（福田病院） 熊本市中央区新町2丁目2番6号

40 社会医療法人　黎明会　宇城総合病院 宇城市松橋町久具691番地

41 特定非営利活動法人　おーさぁ 熊本市東区栄町2番15号

42 社会福祉法人　広友会　（あさひが丘荘など） 菊池市旭志伊坂449－1

43 株式会社　お菓子の香梅 熊本市中央区白山1丁目6－31

44 イオン九州株式会社　イオン熊本店 上益城郡嘉島町大字上島字長池2232

45 医療法人信岡会　菊池中央病院 菊池市隈府494

46 株式会社　エスケーホーム 山鹿市鍋田178－1

47 医療法人杏和会　城南病院 熊本市南区城南町舞原無番地

48 社会福祉法人岳寿会　梅香苑・ひめゆり 阿蘇郡高森町大字高森3175

49 株式会社　日本政策金融公庫　熊本支店・八代支店 熊本市中央区安政町4－22（熊本支店）

50 株式会社　くまもと健康支援研究所 熊本市東区石原1－11－11

51 株式会社　肥後銀行 熊本市中央区練兵町一番地

52 イオン九州株式会社　イオン八代店 八代市沖町六番割3987－3

53 医療法人　幸翔会　瀬戸病院 上益城郡山都町北中島2806番地

54 一般財団法人　杏仁会　江南病院 熊本市中央区渡鹿5丁目1－37

55 平井精密工業株式会社　熊本事業所 荒尾市宮内字下山下902

56 医療法人社団　坂梨会　阿蘇温泉病院 阿蘇市内牧1153－1

57 株式会社　えがお 熊本市東区東町4－10－1

58 医療法人　相生会　にしくまもと病院 熊本市南区富合町古閑1012番地
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59 株式会社　ダイナム熊本総括事務所 熊本市中央区米屋町1－7－1　

60 株式会社　ＪＴＢ熊本リレーションセンター 熊本市中央区辛島町5－1

61 九州電力株式会社　熊本支社,熊本電力センター、熊本配電センター、熊本営業センター 熊本市中央区上水前寺町1丁目6番36号

62 熊本製粉株式会社 熊本市西区花園1－25－1

63 医療法人　回生会　山鹿回生病院 山鹿市古閑1500－1

64 九州産交ツーリズム株式会社 熊本市中央区辛島町5番1号

65 産交バス株式会社 熊本市中央区辛島町5番1号

66 トッパン・フォームズ西日本株式会社　九州工場 熊本県玉名市大倉436

67 株式会社　ＳＨＩＦＴ（ラシクアーレ・ホコル） 熊本市中央区琴平2－6－44

68 株式会社　レイメイ藤井熊本本店 熊本市西区上熊本1丁目2番6号

69 株式会社　ＬＩＸＩＬ有明工場 玉名郡長洲町名石浜25番地

70 医療法人　有働会　有働病院 荒尾市万田475－1

71 トランスコスモス株式会社　ＢＰＯセンター熊本 熊本市中央区辛島町3－20　NBF熊本ビル

72 株式会社　鶴屋百貨店 熊本市中央区手取本町6番1号

73 株式会社　肥後銀行 熊本市中央区練兵町1番地

74 天草市男女共同参画推進ネットワーク「つんのでネット～風～」 天草市南新町9－32

75 熊本県認定農業者連絡会議 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

76 一般財団法人　杏仁会（くまもと青明病院、熊本内科病院、フォレスト熊本） 熊本市中央区渡鹿5丁目1－37

77 合同会社　縁合（住宅型有料老人ホーム梨園） 荒尾市菰屋2031－8

78 株式会社　大嶌屋 宇城市松橋町古保山2715－19

79 医療法人社団　寿量会 熊本市北区山室6丁目8番1号

80 株式会社　PLUNURSE（Cruto、Crutoあまくさ） 上益城郡嘉島町上島2110－3　グローリービル2F

81 第一生命保険　株式会社　熊本支社 熊本市中央区新市街11－18

82 株式会社　ネイチャー生活倶楽部 熊本市中央区神水2－7－10

83 ホシザキ南九　株式会社　熊本営業所 熊本市南区田井島2－1－38

84 大和リース　株式会社　熊本支店 熊本市中央区南熊本5丁目1番1号

85 熊本県男女共同参画活動交流協議会 熊本市東区東町3丁目10－39

86 八代市男女共同参画社会づくりネットワーク 八代市千丁町新牟田1502－1

87 株式会社ヒサダ九州工場 熊本市南区城南町藤山正達885－5

88 株式会社ツクイ（熊本地区） 熊本市南区田井島2－1－6

89 株式会社健康家族熊本支社 熊本市中央区水前寺2－2－1

90 協電機工株式会社 熊本市中央区本荘4－1－1

91 白鷺電気工業株式会社 熊本市東区御領8－3－38

92 有限会社ライフケア 玉名市中751－4

93 九州テイ・エス株式会社 菊池市赤星1890

94 社会づくり貢献部門 熊本県つばさの会 八代市東陽町河俣3517

95 株式会社ラディカ 熊本市南区出仲間1丁目1－21

96 株式会社アネシス 熊本市東区長嶺南8丁目8－55

97 株式会社マックスサポート熊本荒尾支店 荒尾市大島54－1

98 マルキン食品株式会社 熊本市中央区世安町380

99 九州大豆食品株式会社 熊本市中央区世安町380

100 株式会社トヨダ体育教室 上益城郡益城町古閑42－12

101 新産住拓株式会社 熊本市南区近見8丁目9－85

102 アフラック生命保険株式会社熊本支店 熊本市中央区新市街11－18

103 社会づくり貢献部門 熊本転入ママの会くまてん 熊本市中央区黒髪2－20－5－３０３
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