
いばらき健康経営推進事業所一覧　（令和5年2月1日現在）　　　　　

認定番号 認定年度 事業所名 代表者職氏名 事業所所在地

第1号 平成３０年度社会福祉法人　梅の里 理事長　髙松　秀彦 東茨城郡茨城町　小幡北山 2766-36

第2号 平成３０年度有限会社　桜井工業 代表取締役　桜井　裕一 下妻市　谷田部 89-1

第3号 平成３０年度三光建設　株式会社 代表取締役　阪口　樹利 鹿嶋市　平井 1350

第4号 平成３０年度社会福祉法人　松濤会 松本　定信 日立市　砂沢町尾ノ作 1155-1

第5号 平成３０年度一般社団法人　ハーモニーナース　在宅看護センター和音 代表理事　黒澤　薫子 東茨城郡茨城町　前田 1707-360

第6号 平成３０年度株式会社　常陽銀行 取締役頭取　笹島　律夫 水戸市　南町 2-5-5

第7号 平成３０年度株式会社　山本パネル 代表取締役　山本　道子 水戸市　萱場町 906-18

第8号 平成３０年度センター家庭電器　株式会社 代表取締役　田嶋　志郎 水戸市　水府町 1548

第9号 平成３０年度株式会社　筑波銀行 取締役頭取　生田　雅彦 つくば市　竹園1-7

第10号 平成３０年度茨城倉庫　株式会社 取締役社長　太田　正明 水戸市　木葉下町　冨士山 292-22

第11号 平成３０年度一般財団法人　筑波学都資金財団　筑波大学学生宿舎管理事務所 所長　信太　郁夫 つくば市　天久保 2-1-1

第12号 平成３０年度株式会社　伊藤鋳造鉄工所 伊藤　幸司 那珂郡東海村　村松 3129-43

第13号 平成３０年度株式会社　アイ・エム・エス 伊藤　幸司 那珂郡東海村　村松 3129-13

第14号 平成３０年度障害者支援施設　ありすの杜 施設長　伊藤　和義 水戸市　下入野町 1924-1

第15号 平成３０年度株式会社　石山建設工業 代表取締役　石山　龍也 稲敷郡河内町　長竿 2495

第16号 平成３０年度土浦大同青果　株式会社 代表取締役　坂本　義治 土浦市　卸町 1-10-1

第17号 平成３０年度社会福祉法人　ひたち育成会 理事長　稲川　栄 日立市　南高野町 2-10-28

第18号 平成３０年度フォージテックカワベ　株式会社 代表取締役社長　河辺　真理子 茨城県東茨城郡城里町　高久 801

第19号 平成３０年度障害者支援施設　あさひの家 施設長　郡司　征樹 鉾田市　上太田 464-1

第20号 平成３０年度社会福祉法人　勇成会　ユーカリの里 伊藤　友子 鉾田市　上太田 465-1

第21号 平成３０年度青柳工業　株式会社 代表取締役　大曽根　哲哉 水戸市　青柳町 644

第22号 平成３０年度一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター 理事長　横濱　明 水戸市　笠原町 978-47

第23号 平成３０年度株式会社　トレンディ茨城 代表取締役　伊藤　忠士 水戸市　谷津町 1-30

第24号 平成３０年度一般財団法人　古河市地域振興公社 理事長　針谷　力 古河市　駒羽根 620

第25号 平成３０年度大進電設　株式会社 代表取締役　大越　正彦 那珂市　菅谷 2471-5

第26号 平成３０年度北つくば農業協同組合 代表理事組合長　古澤　諭 筑西市　岡芹 2222

第27号 平成３０年度日本ナショナル製罐　株式会社 島田　浩行 石岡市　柏原 9-2

第28号 平成３０年度医療法人　仁寿会　総和中央病院 理事長　岩下　清志 古河市　駒羽根 825-1

第29号 平成３０年度医療法人　それいゆ会　高萩それいゆ病院 院長　本郷　隆二 高萩市　上手綱赤塚 268

第30号 平成３０年度大栄システム　株式会社 畠山　博之 鹿嶋市　宮津台 151-56

第31号 平成３０年度茨城三菱自動車販売　株式会社 代表取締役　木村　英明 水戸市　千波町海道付 1982

第32号 平成３０年度茨城県国民健康保険団体連合会 理事長　小林　宣夫 水戸市　笠原町 978-26 茨城県市町村会館内

第33号 平成３０年度医療法人　盡誠会　宮本病院 理事長　宮本　二郎 稲敷市　幸田 1247

第34号 平成３０年度小林紙商事　株式会社 代表取締役社長　小林　裕明 水戸市　吉沢町 333-2

第35号 平成３０年度（認定取り消し）

第36号 平成３０年度株式会社　ジェイ・オー・エヌ・七二 鈴木　勝 北茨城市　関本町富士ケ丘 922-5

第37号 平成３０年度株式会社　後藤工務店 代表取締役　後藤　一憲 常陸太田市　和久町 1478

第38号 平成３０年度全国健康保険協会　茨城支部 支部長　木城　洋 水戸市　南町 3-4-57 水戸セントラルビル

第39号 平成３０年度美野里デリカ　株式会社 代表取締役　社長　大久保　悟 小美玉市　納場 617-1

第40号 平成３０年度社会医療法人　恒貴会 理事長　長山　辰治 筑西市　門井 1676-1

第41号 平成３０年度医療法人　博仁会 理事長　鈴木　邦彦 常陸大宮市　上町 313

第42号 平成３０年度社会福祉法人　博友会 理事長　鈴木　邦彦 常陸大宮市　野口平 146-1

第43号 平成３０年度株式会社　エイチ・エス・ケイ 代表取締役　白鳥　雄次 水戸市　金町 3-4-27

第44号 平成３０年度医療法人　竜仁会 理事長　牛尾　浩樹 龍ケ崎市　馴柴町 １区１５番地１

第45号 平成３０年度医療法人社団　有朋会　栗田病院 栗田　裕文 那珂市　豊喰 505

第46号 平成３０年度京三電機　株式会社 荒川　智之 古河市　丘里 11-3

第47号 平成３０年度茨城県農業協同組合中央会 代表理事会長　八木岡　努 水戸市　梅香 1-1-4

第48号 平成３０年度茨城県農協健康保険組合 理事長　八木岡　努 水戸市　梅香 1-5-5

第49号 平成３０年度株式会社　玄設計 代表取締役　川津　保 水戸市　酒門町 4287-3

第50号 平成３０年度社会福祉法人　樅山会 理事長　圷　正紀 鉾田市　樅山 500-1

第51号 平成３０年度エキスパート　株式会社 代表取締役　髙橋　功 つくば市　天久保 2-21-12

第52号 平成３０年度（認定取り消し）

第53号 平成３０年度障がい者サポートセンター　なの花 施設長　岡野　益寿美 ひたちなか市　馬渡 385-3

第54号 平成３０年度公益財団法人　茨城県総合健診協会 会長　永田　博司 水戸市　笠原町上組 489-5

第55号 平成３０年度医療法人　小沢眼科内科病院 小沢　忠彦 水戸市　吉沢町 246-6

第56号 平成３０年度公益財団法人　筑波メディカルセンター 代表理事　志摩　泰夫 つくば市　天久保 1-3-1

第57号 平成３０年度社会福祉法人　創志会 理事長　伊藤　勝江 つくば市　上郷 7563-67

第58号 平成３０年度水戸ヤクルト販売　株式会社 代表取締役　内藤　学 水戸市　谷津町 1-35

第59号 平成３０年度株式会社　稲村技研 代表取締役　稲村　惠之 日立市　千石町 2-14-13　クマタビル202号

第60号 平成３０年度株式会社　はぴ・ねす　 代表取締役　住谷　まさ美 ひたちなか市　高場 2343-1

第61号 平成３０年度株式会社　ありが園 代表取締役　住谷　まさ美 ひたちなか市　東石川 3139-2

第62号 平成３０年度株式会社　エス・エフ・ピー・サポート 代表取締役　住谷　まさ美 ひたちなか市　高場 2343-1

第63号 平成３０年度株式会社　ライフ商事 代表取締役　住谷　まさ美 ひたちなか市　高場 2343-1

第64号 平成３０年度有限会社　茨城まごころ介護サービス 高橋　勝弘 鹿嶋市　荒井 420-2



いばらき健康経営推進事業所一覧　（令和5年2月1日現在）　　　　　

認定番号 認定年度 事業所名 代表者職氏名 事業所所在地

第65号 平成３０年度大塚製薬株式会社　水戸出張所 所長　大野　高裕 水戸市　千波町 2402-6

第66号 令和元年度 株式会社　うらら 本多　英樹 つくば市　千現 1-7-2

第67号 令和元年度 株式会社　コーセー 代表取締役　小松　次郎 石岡市　柏原 6-3　フジモリ産業（株）内

第68号 令和元年度 有限会社　錦工業 代表取締役　山本　浩司 常陸太田市　岡田町 2088-3

第69号 令和元年度 日立商工会議所 会頭　秋山　公伯 日立市　幸町 1-21-2

第70号 令和元年度 伊奈工業　株式会社 代表取締役　大久保　剛 つくばみらい市　城中 359

第71号 令和元年度 株式会社　関東技研 代表取締役　小野　洋伸 那珂郡東海村　村松 405

第72号 令和元年度 （認定取り消し）

第73号 令和元年度 いばらく乳業　株式会社 代表取締役社長　北川　俊幸 水戸市　笠原町 1414

第74号 令和元年度 （認定取り消し）

第75号 令和元年度 （認定取り消し）

第76号 令和元年度 株式会社　金安商事 代表取締役　金子　大作 神栖市　須田 1328-3

第77号 令和元年度 株式会社　おおぞら保険 代表取締役　柿﨑　桂一 水戸市　元吉田町 2238-1

第78号 令和元年度 みなと運送　株式会社 代表取締役　山本　勇 神栖市　知手中央 10-7-43

第79号 令和元年度 明治安田生命保険　相互会社　水戸支社 支社長　田中　敬久 水戸市　南町 3-4-14　明治安田生命水戸南町ビル3階

第80号 令和元年度 有限会社　ONE　TEAM 代表取締役　河合　貴弘 水戸市　鯉淵町 2810

第81号 令和元年度 一般社団法人　茨城県経営者協会 会長　寺門　一義 水戸市　桜川 2-2-35

第82号 令和元年度 株式会社　廣澤精機製作所 代表取締役社長　柴田　清之 つくば市　寺具 1331-1

第83号 令和元年度 大和リース　株式会社　水戸支店 支店長　玉木　秀幸 水戸市　笠原町 1571-3

第84号 令和元年度 積水ハウス　株式会社　関東工場 関東工場長　今田　恵二郎 古河市　北利根 2

第85号 令和元年度 ベストパートナー　株式会社 代表取締役　小倉　貴志 土浦市　真鍋 3-2-5

第86号 令和元年度 松尾建設　株式会社 代表取締役　松尾　拓也 稲敷郡阿見町　実穀 1333

第87号 令和元年度 昭和産業　株式会社　鹿島工場 執行役員工場長　永井　俊彦 神栖市　東深芝 6

第88号 令和元年度 株式会社　ユードム 代表取締役社長　森　淳一 水戸市　城南 1-5-11

第89号 令和元年度 アオキ　株式会社 代表取締役　青木　正紀 石岡市　杉並 1-7-16

第90号 令和元年度 社会福祉法人　征峯会　特別養護老人ホームしらとり 施設長　塙　律雄 筑西市　上平塚 590-1

第91号 令和元年度 社会福祉法人　征峯会　ピアしらとり 施設長　石井　浩之 筑西市　小塙 861

第92号 令和元年度 （認定取り消し）

第93号 令和元年度 （認定取り消し）

第94号 令和元年度 株式会社　光星 代表取締役　野口　丈志 筑西市　森添島 1916-4

第95号 令和元年度 株式会社　クリエイティブ・ソフト 代表取締役　小圷　康夫 水戸市　城南 1-5-11　CIビル3階

第96号 令和元年度 株式会社　トップビジョン102 代表取締役　小野瀬　泰則 水戸市　千波町 1795-1

第97号 令和元年度 全国共済農業協同組合連合会茨城県本部 県本部長　梶間　郷士 水戸市　梅香 1-5-18

第98号 令和元年度 （認定取り消し）

第99号 令和２年度 社会福祉法人　青洲会　特別養護老人ホーム　こほく 施設長　平塚　利子 土浦市　菅谷町　タカノス 1168-1

第100号 令和２年度 社会福祉法人　太陽会 理事長　藤江　重樹 水戸市　元石川町 926-9

第101号 令和２年度 株式会社　髙砂鐵工所 代表取締役　髙倉　大輔 北茨城市　磯原町磯原 1611-1

第102号 令和２年度 雪印メグミルク　株式会社　阿見工場 橋本　定典 稲敷郡阿見町　星の里 22

第103号 令和２年度 土浦ケーブルテレビ　株式会社 代表取締役社長　橋本　祐一 土浦市　真鍋 1-11-12

第104号 令和２年度 株式会社　ひたち農園 代表取締役社長　根本　茂幸 常陸大宮市　大岩 1463-15

第105号 令和２年度 東洋平成ポリマ―　株式会社 代表取締役社長　柴田　幸久 かすみがうら市　下稲吉 2591

第106号 令和２年度 有限会社　日工自動車サービス 代表取締役　小野﨑　幸弥 日立市　滑川町 1-13-8

第107号 令和２年度 医療法人社団　つくば健仁会　とよさと病院 理事長　小池　健 つくば　市田倉 4725

第108号 令和２年度 株式会社　サシノベルテ 久保田　嘉郎 石岡市　府中 1-3-3

第109号 令和２年度 公益財団法人　日立市公園協会 根本　甲 日立市　宮田町 5-2-22

第110号 令和２年度 有限会社　ケイワイ工業 木村　壮一 水戸市　河和田町 4377-34

第111号 令和２年度 有限会社　小池工務店 小池　隆夫 笠間市　飯合 572

第112号 令和２年度 日鉄物流鹿島　株式会社 岸本　直樹 鹿嶋市　光 3

第113号 令和２年度 株式会社　吉田組 代表取締役　 田長邦 日立市　十王町友部 1866

第114号 令和２年度 水戸急送　株式会社 阿久津　正 水戸市　酒門町西割 4408-9

第115号 令和２年度 株式会社　日　東 代表取締役社長　二川　泰久 水戸市　柳町 2-11-36

第116号 令和２年度 社会福祉法人　北養会 大久保　泰子 水戸市　鯉淵町 2222-1

第117号 令和２年度 株式会社　デンサン 代表取締役　大森　清豪 土浦市　港町 2-2-10

第118号 令和２年度 日本ゲ―ジ　株式会社 代表取締役　山野内　十一郎 東茨城郡茨城町　長岡住吉 3652

第119号 令和２年度 横山電工　株式会社 横山　角栄 水戸市　吉沢町 352-146

第120号 令和２年度 さ志まや製菓　株式会社 斉藤　哲生 猿島郡境町　202-1

第121号 令和２年度 恩賜財団済生会支部　茨城県済生会　龍ケ崎済生会病院 院長　海老原　次男 龍ケ崎市　中里 1-1

第122号 令和２年度 株式会社　孝建 代表取締役　長谷川　孝夫 石岡市　真家 533-2

第123号 令和２年度 株式会社　西野精器製作所 代表取締役　西野　信弘 ひたちなか市　新光町 552-84

第124号 令和２年度 （認定取り消し）

第125号 令和２年度 古河商工会議所 会頭　蓮見　公男 古河市　鴻巣 1189-4

第126号 令和２年度 五光物流　株式会社 代表取締役社長　小林　章三郎 筑西市　飯島 69-2

第127号 令和２年度 有限会社　小林ブリキ店 代表取締役　小林　誠 坂東市　岩井 4380

第128号 令和２年度 社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会 会長　千葉　繁 稲敷郡阿見町　阿見 4671-1

第129号 令和２年度 株式会社　ウエルシード 代表取締役　塙　徹 つくば市　竹園 1-8-2-413

第130号 令和２年度 株式会社　ＡＧＲＩ　ＣＡＲΕ 代表取締役　日馬　祐貴 つくばみらい市　高岡 112-11



いばらき健康経営推進事業所一覧　（令和5年2月1日現在）　　　　　

認定番号 認定年度 事業所名 代表者職氏名 事業所所在地

第131号 令和３年度 社会福祉法人　祥風会 理事長　羽鳥　圭一 土浦市　小松 1-3-33　ハトリビル６階

第132号 令和３年度 常洋水産　株式会社 代表取締役社長　大谷　勉 水戸市　青柳町 4566

第133号 令和３年度 株式会社　東晃 代表取締役　齋藤　昱 結城市　新矢畑 1-1

第134号 令和３年度 （認定取り消し）

第135号 令和３年度 有限会社　長谷商事 長谷　豊 取手市　取手 2-10-15

第136号 令和３年度 国立研究開発法人　防災科学技術研究所 理事長　林　春男 つくば　市天王台 3-1

第137号 令和３年度 （認定取り消し）

第138号 令和３年度 金砂郷食品　株式会社 代表取締役　永田　由紀夫 常陸太田市　大里町 4137

第139号 令和３年度 松野浩之公認会計士・税理士事務所 松野浩之 常総市　水海道諏訪町 3269-1

第140号 令和３年度 茨城トヨタ自動車　株式会社 代表取締役　幡谷　史朗 水戸市　千波町 1887

第141号 令和３年度 株式会社　郡司建設 代表取締役　郡司　誠 鹿嶋市　粟生 1711

第142号 令和３年度 トノハテクノ　株式会社 代表取締役社長　殿畑　典弘 潮来市　島須 3075-10

第143号 令和３年度 株式会社　ナオイオート 代表取締役　直井　清正 取手市　桑原 680-1

第144号 令和３年度 株式会社　武井工業所 代表取締役　武井　厚 石岡市　若松 1-3-26

第145号 令和３年度 一般財団法人　茨城県住宅管理センター 理事長　海老沢　和雄 水戸市　大町 3-4-36

第146号 令和３年度 株式会社　小薬建設 代表取締役　小藥　拓巳 筑西市　稲野辺 45

第147号 令和３年度 株式会社　協栄エイアンドアイ 代表取締役　土田　和彦 土浦市　木田余 4783-5

第148号 令和３年度 大堀メンテナンス　株式会社 代表取締役　大堀　健二 つくば市　北条 1760

第149号 令和３年度 ペンギンシステム　株式会社 代表取締役　仁衡　琢磨 つくば市　千現 2-1-6　つくば研究支援センターCB10

第150号 令和３年度 株式会社　MURATA 村田　豊 水戸市　酒門町 4242

第151号 令和３年度 株式会社　フットボールクラブ水戸ホーリーホック 代表取締役　小島　耕 水戸市　笠原町 136-1

第152号 令和３年度 土浦商工会議所 会頭　中川　喜久治 土浦市　中央 2-2-16

第153号 令和３年度 須藤製糸　株式会社 代表取締役　須藤　恵美子 古河市　松並 2-18-10

第154号 令和３年度 瀬谷建設　株式会社 代表取締役　瀬谷　実 常陸太田市　新宿町 564

第155号 令和３年度 HARIO　株式会社 代表取締役　柴田　匡保 古河市　諸川 1371

第156号 令和３年度 株式会社　笹目宗兵衛商店 笹目　由香子 笠間市　笠間 1339

第157号 令和３年度 古河ヤクルト販売　株式会社 代表取締役社長  山浦　博 古河市　南町 1-62

第158号 令和３年度 株式会社　カスミ 代表取締役　山本　慎一郎 つくば市　西大橋 599-1

第159号 令和３年度 株式会社　ノーブルホーム 代表取締役　福井　英治 水戸市　笠原町 1196-15

第160号 令和３年度 関東通運　株式会社 代表取締役社長　井上　勉 古河市　高野 913

第161号 令和３年度 関東情報サービス　株式会社 代表取締役社長　大塚　聡 土浦市　文京町 8-21

第162号 令和３年度 沼尻産業　株式会社 代表取締役社長　沼尻　年正 つくば市　榎戸 783-12

第163号 令和３年度 （認定取り消し）

第164号 令和３年度 （認定取り消し）

第165号 令和３年度 国土建設コンサルタント　株式会社 代表取締役社長　比企　利夫 水戸市　堀町新田 1133-18

第166号 令和３年度 福智建設工業　株式会社 代表取締役　福智　成実 龍ケ崎市　馴馬町 2931

第167号 令和３年度 社会医療法人　若竹会 理事長　竹島　徹 牛久市　柏田町 1589-3

第168号 令和３年度 勝田環境　株式会社 代表取締役社長　望月　福男 ひたちなか市　津田 2554-2

第169号 令和３年度 株式会社　カツタ 代表取締役　望月　福男 ひたちなか市　高野 1968-2

第170号 令和３年度 桂建設　株式会社 代表取締役　大野　登 牛久市　さくら台 1-18-4

第171号 令和３年度 医療法人社団　筑三会　筑波胃腸病院 理事長　鈴木　隆二 つくば市　高見原 1-2-39

第172号 令和３年度 （認定取り消し）

第173号 令和３年度 アイバイオテック　株式会社 代表取締役社長　髙橋　眞澄 つくば市　二の宮　２－５－１　吉春ビルⅢ　２C

第174号 令和３年度 株式会社　Ｅ＆Ｅテクノサービス 代表取締役社長　猿田　哲也 ひたちなか市　足崎西原 1476-19

第175号 令和３年度 株式会社　ニシノ産業 代表取締役　西野　正 東茨城郡茨城町　長岡 3472-2

第176号 令和３年度 小松崎建設　株式会社 小松崎　卓 笠間市　押辺 2709-101

第177号 令和３年度 小桜建設　株式会社 代表取締役　関　隆行 石岡市　半田 1961

第178号 令和３年度 香陵住販　株式会社 代表取締役　薄井　宗明 水戸市　南町 2-4-33

第179号 令和３年度 株式会社　Ｋ－ウィンズ 代表取締役　河野　弘幸 土浦市　上高津新町 8-31

第180号 令和３年度 株式会社　ミゾグチ. 代表取締役　溝口　明洋 筑西市　折本 333-2

第181号 令和４年度 医療法人　たかぎ歯科 高木　伸子 土浦市 国分町 4-15

第182号 令和４年度 大同生命株式会社　水戸支社 支社長　佐藤　仁志 水戸市 桜川 1-1-25

第183号 令和４年度 旭エスケービー  株式会社 野田　英宏 笠間市 上市原 2511-5

第184号 令和４年度 常陽建設　株式会社 代表取締役　飯田　竹世 取手市　藤代　357-8

第185号 令和４年度 株式会社　イバケン 代表取締役　飯塚　敏晴 ひたちなか市　馬渡 3861-3

第186号 令和４年度 光阿運輸　株式会社 代表取締役　光岡　阿育 つくば市　榎戸 771-1

第187号 令和４年度 やまと技研  株式会社 佐藤　清一 桜川市　高久 2145-2

第188号 令和４年度 茨城乳配　株式会社 代表取締役　吉川　国之 水戸市　千波町 1821-1

第189号 令和４年度 株式会社　つくば食品 代表取締役　八巻　大介 古河市　下大野 2000-25

第190号 令和４年度 株式会社　燦食 代表取締役　赤木　一成 那珂郡　東海村　村松 3115-22

第191号 令和４年度 株式会社　HAKUTAKAクリエイトコーポレーション 代表取締役　杉山　尊宣 取手市　桑原 997-1

第192号 令和４年度 関東鉄道　株式会社 取締役社長　松上　英一郎 土浦市　真鍋　1-10-8

第193号 令和４年度 株式会社　田﨑 代表取締役　田﨑　広海 つくば市　六斗 1023-1

第194号 令和４年度 ＪＰＣ　株式会社 代表取締役　三瓶　哲也 那珂市　横堀　851-12

第195号 令和４年度 株式会社　ショウエイ 代表取締役　庄司　剛 日立市　十王町伊師 20-12

第196号 令和４年度 日本システム･エイト　株式会社 代表取締役　鈴木　洋二 水戸市　けやき台　三丁目3番地
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第197号 令和４年度 株式会社　下館電業社 代表取締役　笠倉　勉 筑西市甲350

第198号 令和４年度 富士ホーニング工業株式会社　土浦工場 徳武　幸雄 土浦市川口2-7-41

第199号 令和４年度 原信田建設　株式会社 代表取締役　原信田　栄 つくばみらい市板橋1783

第200号 令和４年度 菅原工業　株式会社 代表取締役　菅原　尚彦 水戸市谷田町883-95

第201号 令和４年度 東水建設　株式会社 代表取締役　千葉　和男 ひたちなか市平磯町1576-1

第202号 令和４年度 株式会社　ミナカワ 代表取締役　田部　充 日立市平和町1-10-14

第203号 令和４年度 株式会社　上肥 代表取締役　福地　啓一 ひたちなか市稲田1176-6

第204号 令和４年度 昭和建設　株式会社 代表取締役社長　小松原　仁 水戸市千波町1905番地

第205号 令和４年度 株式会社　アロウズ 代表取締役　新井　達夫 筑西市成井632-24

第206号 令和４年度 株式会社　常陸建設工業 代表取締役　大越　泉 東茨城郡城里町石塚973-10

第207号 令和４年度 海老根建設　株式会社 代表取締役　柳瀬　香織 久慈郡大子町大子1835-2

第208号 令和４年度 株式会社　柳田組 代表取締役　柳田　洋一 東茨城郡茨城町小鶴1357-3

第209号 令和４年度 珂北開発　株式会社 代表取締役　石崎　ちよ子 常陸太田市花房町51-1

第210号 令和４年度 株式会社　アイ･ロード 代表取締役　小又　純 水戸市河和田町4379-92

第211号 令和４年度 有限会社　飛田組 代表取締役　飛田　純一 常陸太田市岩手町747番地

第212号 令和４年度 株式会社　飯野工業 代表取締役　飯野　純幸 常総市中沼757-1

第213号 令和４年度 常盤造園建設　株式会社 代表取締役　飯田　俊美 取手市駒場四丁目6番5号

第214号 令和４年度 成建工業　株式会社 代表取締役　海老原　雅夫 つくばみらい市板橋3022-7

第215号 令和４年度 東興機械工業　株式会社 代表取締役　相澤　祐一 那珂郡東海村大字村松263番地の6

第216号 令和４年度 倉田建材　有限会社 代表取締役　倉田　進一 常総市本石下41

第217号 令和４年度 株式会社　アイアールイー 代表取締役　我妻　政志 土浦市大畑1581-5

第218号 令和４年度 株式会社　梅原工務店 代表取締役社長　梅原　基弘 常陸太田市小目町517

第219号 令和４年度 北島ポンプ興業　株式会社 代表取締役　北島　健一 常総市水海道淵頭町3099番地

第220号 令和４年度 増川建設　株式会社 代表取締役　増川　剛 龍ケ崎市川原代町5847-7

第221号 令和４年度 北條工業　株式会社 代表取締役　北條　信行 結城市大字結城3201-1

第222号 令和４年度 株式会社　イチムラ 代表取締役　市村　信義 つくば市沼田593

第223号 令和４年度 上田建設　株式会社 代表取締役　田中　真弓 取手市井野台5-11-20

第224号 令和４年度 プライムケア関東　株式会社 代表取締役社長　豊﨑　一彦 水戸市吉沢町358-1

第225号 令和４年度 株式会社　平野産業 代表取締役　平野　正栄 那珂市菅谷杉原5408-2

第226号 令和４年度 日東エンジニアリング　株式会社 代表取締役　坂本　好郎 土浦市小松三丁目24番16号

第227号 令和４年度 つくば環境エンジニアリング　株式会社 代表取締役　坂本　好之 土浦市並木四丁目4661番1

第228号 令和４年度 株式会社　横田建設 代表取締役　横田　修一 水戸市吉沢町667番地

第229号 令和４年度 株式会社　東永希工 代表取締役　三平　雅敏 水戸市見川2-50-25

第230号 令和４年度 染谷建設　株式会社 代表取締役　染谷　正美 常総市内守谷町3041

第231号 令和４年度 株式会社　アプリシエイト 代表取締役社長　和田　幸哉 水戸市三の丸1-1-3ステーションフロント7F

第232号 令和４年度 コマツ茨城　株式会社 代表取締役社長　豊﨑　一彦 水戸市吉沢町358-1

第233号 令和４年度 株式会社　イバジュウ 代表取締役社長　豊﨑　一彦 水戸市吉沢町358-1

第234号 令和４年度 日産部品茨城販売　株式会社 代表取締役　廣野　展也 水戸市千波町1948番地

第235号 令和４年度 株式会社　ヤ印 代表取締役社長　山田　久蔵 ひたちなか市沢メキ1110-18

第236号 令和４年度 大内建設　株式会社 代表取締役　大内康意 筑西市小川1453

第237号 令和４年度 社会福祉法人　陽山会 前島　守雅 石岡市三村長峰 2595-2

第238号 令和４年度 伸栄工業　株式会社 大和　好行 かすみがうら市上稲吉 1７５１

第239号 令和４年度 島田設備　株式会社 島田　栄 筑西市海老ケ島 896

第240号 令和４年度 株式会社カスミみらい 野口　隆宏 土浦市神立中央3-16-2

第241号 令和４年度 茨城通運株式会社 代表取締役　竹内雄次 常陸大宮市工業団地26-1

第242号 令和４年度 株式会社ローズコーポレーション 小倉　英徳 かすみがうら市上稲吉2045-1

第243号 令和４年度 大昭建設　株式会社 細谷　武史 龍ケ崎市１６８６

第244号 令和４年度 岩谷住建　株式会社 冨江　憲治 常総市豊岡町丁1618

第245号 令和４年度 株式会社　根本工務店 代表取締役　根本　正 鹿嶋市大船津2054-1

第246号 令和４年度 株式会社対崎工業 代表取締役　對﨑　寛 つくば市今鹿島1977番地

第247号 令和４年度 株式会社村上工務店 代表取締役　村上　嘉 つくば市上郷7066-2

第248号 令和４年度 植田防水工業株式会社 代表取締役　植田　佳男 水戸市八幡町10番71号

第249号 令和４年度 昭和管工事株式会社 代表取締役　広瀬　貴之 つくば市倉掛858-1

第250号 令和４年度 森永乳業配給株式会社 岩田　巧一 ひたちなか市勝倉1464-1

第251号 令和４年度 飯島電気工事株式会社 飯島　和真 牛久市神谷1-6-1

第252号 令和４年度 黒川建設株式会社 代表取締役　黒川　良三 日立市大久保町2-1-20

第253号 令和４年度 株式会社カスミグリーン 代表取締役社長　尾又　邦彦 土浦市北神立町1-7

第254号 令和４年度 国際ロジテック株式会社 代表取締役　篠田　吉孝 つくば市谷田部1600-1

第255号 令和４年度 三展ミネコンサルタント株式会社 代表取締役社長　井上　浩之 土浦市桜町四丁目11番14号

第256号 令和４年度 佐々木建設株式会社 佐々木　征史 土浦市真鍋一丁目16番24号

第257号 令和４年度 株式会社菊池土建 菊池　茂 常総市大沢1955

第258号 令和４年度 トヨタモビリティパーツ株式会社茨城支社 支社長　久松　博之 東茨城郡茨城町小幡702-1

第259号 令和４年度 株式会社　宏洋 代表取締役　保立　明宏 神栖市日川41444-1

第260号 令和４年度 水戸商工会議所 坂井　和美 水戸市桜川2-2-5　茨城県産業会館3F

第261号 令和４年度 新ひたち野農業協同組合 代表理事組合長　細谷　博之 石岡市南台３丁目21-14

第262号 令和４年度 株式会社アート・ジャパン 代表取締役　平塚　保 ひたちなか市枝川813-4
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第263号 令和４年度 株式会社　つくば緑師 代表取締役　福田　良成 つくば市筑穂1-16-7　YKハウス花畑102

第264号 令和４年度 株式会社　神峰精機 代表取締役　佐藤　一広 日立市小木津町字泉入860-17

第265号 令和４年度 ナカヤ建設株式会社 中村　幸生 水戸市元石川町611番地83

第266号 令和４年度 新安全警備保障株式会社 代表取締役執行役員社長　小俣　力男水戸市吉沢町357-1

第267号 令和４年度 株式会社　平成物産 大久保　一直 神栖市堀割3-1-1

第268号 令和４年度 東京フード株式会社 代表取締役社長　刈川　武詞 つくば市上大島字神明1687-1

第269号 令和４年度 株式会社　アコオ 代表取締役　宇都宮　浩 水戸市谷津町細田1-12

第270号 令和４年度 株式会社　染谷工務店 代表取締役　中山　英俊 常総市水海道淵頭町2982番地

第271号 令和４年度 株式会社ウミノ 海野　友洋 ひたちなか市大平4-8-4

第272号 令和４年度 株式会社　藤井運送 小圷　正広 水戸市千波町2264-1

第273号 令和４年度 髙野工業株式会社 代表取締役　髙野　竜也 かすみがうら市岩坪598番地1号

第274号 令和４年度 株式会社　根本工務所 代表取締役　根本　敬久 常陸太田市町屋町1487


