
令和４年11月

○五十音順　　　※各企業の取組内容は表彰年度順一覧に掲載しています

企業・団体名 所在市町 業種 表彰年度

あ 明石プラスチック工業株式会社 明石市 製造業 Ｒ２

Earthink株式会社 三田市 通信販売 R４

アスカカンパニー株式会社 加東市 製造業 Ｈ３０

アスビオファーマ株式会社 神戸市中央区 医療・福祉 Ｈ２４

株式会社あっぷる 姫路市 医療・福祉 Ｈ２８

阿比野建設株式会社 姫路市 建設業 Ｈ２５

アンサー株式会社 姫路市 情報通信業 Ｒ２

い 株式会社イーエスプランニング 神戸市中央区 不動産・物品賃貸業 Ｒ１

医療法人社団医仁会　ふくやま病院 明石市 医療・福祉 Ｈ２６

医療法人社団伊藤歯科クリニック 西宮市 医療・福祉 Ｈ２８

伊福精密株式会社 神戸市西区 製造業 Ｒ１

う 株式会社ウエスト神姫 相生市 運輸・郵便業 Ｈ２８

株式会社上林電気商会 明石市 建設業 Ｒ３

有限会社ウェルビー 加西市 医療・福祉 R４

医療法人社団魚橋会魚橋病院 相生市 医療・福祉 Ｈ２４

え 医療法人社団栄宏会　土井リハビリテーション病院 小野市 医療・福祉 Ｈ２４

医療法人社団栄宏会　栄宏会小野病院 小野市 医療・福祉 Ｈ２９

株式会社栄水化学 尼崎市 サービス業 Ｈ２６

株式会社エス・アイ 姫路市 情報通信業 Ｈ２１

ＳＥＣカーボン株式会社 尼崎市 製造業 Ｈ２５

ＭＨＩニュークリアシステムズ・ソリューションエンジニアリング株式会社 神戸市兵庫区 サービス業 Ｈ２８

株式会社エルザクライス 姫路市 学術研究・専門・技術サービス業 Ｒ２

お 株式会社オーシスマップ 養父市 情報通信業 Ｈ２３

株式会社大智鍛造所 川西市 製造業 Ｒ２

医療法人仁風会　小原病院 神戸市兵庫区 医療・福祉 Ｈ２８

社会保険労務士法人　オフィスねこの手 加古川市 学術研究、専門・技術サービス業 Ｒ３

か 株式会社香山組 尼崎市 建設業 Ｒ３

川崎重工業株式会社 神戸市中央区 製造業 Ｈ２６

株式会社カワサキモータースジャパン 明石市 卸売・小売業 Ｈ２４

川重テクノロジー株式会社 明石市 その他サービス業 Ｈ３０

株式会社河野鉄工所 神戸市灘区 建設業 Ｒ１

株式会社関西スーパーマーケット 伊丹市 卸売・小売業 Ｈ２２

き キー・ポイント株式会社 神戸市中央区 情報通信業 Ｈ２８

キャタピラージャパン合同会社 明石市 製造業 Ｒ１

株式会社基陽 三木市 製造業 Ｈ２７

株式会社協同病理 神戸市西区 医療・福祉 Ｈ２１

キンキテレコム株式会社 姫路市 情報通信業 R４

く 株式会社クボタ 本社阪神事務所 尼崎市 製造業 Ｒ３

け ケイオー開発株式会社フローラルイン姫路 姫路市 宿泊・飲食サービス Ｈ２３

株式会社ケイテック 明石市 サービス業 Ｈ２２

こ 小泉製麻株式会社 神戸市灘区 製造業 Ｒ１

一般財団法人甲南会甲南介護老人保健施設 神戸市東灘区 医療・福祉 Ｈ３０

一般財団法人甲南会甲南加古川病院 加古川市 医療・福祉 Ｈ２５
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甲南大学生活協同組合 神戸市東灘区 サービス業 Ｈ２３

神戸化成株式会社 神戸市灘区 製造業 R４

株式会社神戸製鋼所 神戸市中央区 製造業 Ｈ２７

株式会社神戸デジタル・ラボ 神戸市中央区 情報通信業 Ｈ２２

株式会社神戸マツダ 神戸市兵庫区 卸売・小売業 Ｒ１

株式会社神防社 神戸市中央区 建設業 Ｒ２

光洋電機株式会社 神戸市長田区 卸売・小売業 Ｈ２３

株式会社伍魚福 神戸市長田区 製造業 Ｒ２

株式会社コベルコE＆M 神戸市灘区 建設業 Ｈ２７

コベルコシステム株式会社 神戸市灘区 情報通信業 Ｈ２２

さ 齊藤鋼材株式会社 姫路市 卸売・小売業 Ｈ２４

株式会社さくらケーシーエス 神戸市中央区 情報通信業 Ｒ２

佐藤精機株式会社 姫路市 製造業 Ｈ２５

サワダ精密株式会社 姫路市 製造業 Ｒ２

三相電機株式会社 姫路市 製造業 Ｒ１

サントクコンピュータサービス株式会社 姫路市 情報通信業 Ｈ２９

山陽特殊製鋼株式会社 姫路市 製造業 Ｈ２２

し ジィ・アンド・ジィ株式会社 神戸市中央区 生活関連サービス業 Ｒ２

ＪＣＲファーマ株式会社 芦屋市 製造業 Ｒ３

有限会社システムプラネット 神戸市兵庫区 情報通信業 Ｈ２４

医療法人財団樹徳会　上ヶ原病院 西宮市 医療・福祉 Ｈ２５

昭和精機株式会社 神戸市西区 製造業 Ｈ２６

昭和瀝青工業株式会社 姫路市 製造業 Ｒ１

社会福祉法人しらさぎ福祉会 姫路市 医療・福祉 R４

市立加西病院 加西市 医療・福祉 Ｈ２７

社会福祉法人神港園 神戸市北区 医療・福祉 Ｒ１

す 住友ゴム工業株式会社 神戸市中央区 製造業 R４

住友電気工業株式会社伊丹製作所 伊丹市 電気・ガス・熱供給・水道業 Ｈ２２

せ 生活協同組合コープこうべ 神戸市東灘区 卸売・小売業 Ｈ２２

株式会社セイバン たつの市 製造業 Ｈ３０

社会医療法人財団聖フランシスコ会　姫路聖マリア病院 姫路市 医療・福祉 Ｈ２４

社会医療法人社団正峰会　大山病院 西脇市 医療・福祉 Ｈ２５

特定医療法人社団仙齢会いなみ野病院 加古川市 医療・福祉 Ｈ２９

た 株式会社大栄螺旋工業 西脇市 製造業 R４

株式会社ダイハツビジネスサポートセンター 伊丹市 サービス業 Ｈ２８

大和美術印刷株式会社 姫路市 製造業 Ｒ３

但南建設株式会社 朝来市 建設業 Ｒ３

ち 株式会社チャイルドハート 神戸市西区 医療・福祉 Ｈ２８

社会医療法人中央会尼崎中央病院 尼崎市 医療・福祉 Ｈ２３

つ 医療法人社団つかさ会　尾原病院 神戸市須磨区 医療・福祉 Ｈ２４

て TC神鋼不動産株式会社 神戸市中央区 不動産・物品賃貸業 Ｒ２

株式会社　ＴＡＴ 西宮市 卸売・小売業 Ｈ２６

株式会社デンソーテン 神戸市兵庫区 製造業 Ｈ２２
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と トーカロ株式会社 神戸市中央区 製造業 Ｈ２４

株式会社トーホー 神戸市東灘区 卸売・小売 Ｈ３０

株式会社土肥富 加東市 製造業 Ｈ２９

株式会社巴建設 豊岡市 建設業 Ｈ２５

株式会社トモエシステム 神戸市兵庫区 卸売業、小売業 Ｒ３

株式会社ドンク 神戸市東灘区 製造業 Ｈ２４

な 株式会社成田 洲本市 建設業 R４

に 西芝電機株式会社 姫路市 製造業 Ｈ２７

日東物流株式会社 神戸市中央区 運輸業・郵便業 Ｒ１

日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所広畑地区 姫路市 製造業 Ｒ１

ニデック大豊機工株式会社 豊岡市 製造業 Ｈ２３

日本盛株式会社 西宮市 製造業 Ｒ１

日本ジャイアントタイヤ株式会社 たつの市 製造業 Ｈ２９

株式会社日本政策金融公庫　兵庫県内各支店 神戸市中央区ほか 金融・保険業 Ｈ２８

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 神戸市中央区 サービス業 Ｈ２９

は ハートスフードクリエーツ株式会社 神戸市東灘区 宿泊業、飲食サービス業 Ｒ３

白鶴酒造株式会社 神戸市東灘区 製造業 Ｈ２８

パナソニック　エコソリューションズ池田電機株式会社 姫路市 製造業 Ｈ２１

株式会社ハヤブサ 三木市 製造業 R４

株式会社阪技 高砂市 その他サービス業 Ｈ３０

バンドー化学株式会社 神戸市中央区 製造業 Ｈ２９

ひ P＆Gジャパン合同会社 神戸市中央区 製造業 Ｈ２２

日高食品工業株式会社 姫路市 製造業 Ｈ２５

株式会社ビッグバレーインターナショナル 尼崎市 情報通信業 Ｒ３

株式会社姫路シティＦＭ２１ 姫路市 その他サービス業 Ｈ３０

姫路信用金庫 姫路市 金融業 R４

姫路ハウスサービス株式会社 姫路市 建設業 Ｒ２

株式会社平野組 姫路市 建設業 Ｈ２５

有限会社広田薬局 南あわじ市 卸売・小売 Ｈ３０

ふ 株式会社フェリシモ 神戸市中央区 卸売・小売業 Ｈ２３

富士通周辺機株式会社 加東市 製造業 Ｈ２６

冨士発條株式会社　 朝来市 製造業 Ｒ３

株式会社PLAST 神戸市長田区 医療・福祉 Ｒ１

一般社団法人フルーリル 西宮市 医療・福祉 R４

フルヤ工業株式会社 丹波篠山市 製造業 Ｈ３０

へ 株式会社ベネスト 神戸市中央区 情報通信業 Ｈ２９

兵庫ベンダ工業株式会社 姫路市 製造業 R４

ほ 医療法人社団豊繁会　近藤病院 尼崎市 医療・福祉 Ｈ２２

株式会社ポータルズ 神戸市須磨区 情報通信 Ｈ３０

ま 株式会社マインズ 姫路市 サービス業 Ｈ２７

株式会社松田ポンプ製作所 宝塚市 製造業 Ｈ２６

株式會社丸十 加古川市 製造業 Ｒ２

み 御国色素株式会社 姫路市 製造業 Ｒ３

株式会社三井住友銀行　芦屋エリア（旧芦屋ブロック） 芦屋市 金融・保険業 Ｈ２３
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ミツ精機株式会社 淡路市 製造業 Ｈ２８

三菱電機社会インフラ機器株式会社 丹波市 製造業 Ｈ２５

三ツ星ベルト株式会社 神戸市長田区 製造業 Ｈ２１

株式会社みなと銀行　本店 神戸市中央区 金融・保険業 Ｈ２７

む 医療法人社団向原クリニック 神戸市西区 医療・福祉 Ｈ３０

学校法人武庫川学院 西宮市 教育・学習支援業 Ｈ２５

ムネ製薬株式会社 淡路市 製造業 Ｈ２６

医療法人社団むらまつ歯科 西宮市 医療・福祉 R４

め 明昌機工株式会社 丹波市 製造業 Ｒ２

医療法人明倫会宮地病院 神戸市東灘区 医療・福祉 Ｈ２２

メック株式会社 尼崎市 製造業 Ｈ２６

も 株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ 神戸市中央区 製造業 Ｒ２

モロゾフ株式会社 神戸市東灘区 製造業 Ｈ２１

や 株式会社ヤマシタワークス 尼崎市 製造業 Ｈ２６

医療法人社団山田歯科医院 神戸市西区 医療・福祉 Ｒ１

ゆ 株式会社ユーシステム 神戸市中央区 情報通信業 Ｈ２３

株式会社夢工房 神戸市中央区 情報通信業 Ｈ２９

よ ヨドプレ株式会社 加西市 製造業 Ｈ２３

り 株式会社リベラル 三田市 サービス業 Ｈ２７

わ 株式会社ワイドソフトデザイン 神戸市中央区 情報通信業 Ｈ２９

医療法人社団わく歯科医院 丹波市 医療・福祉 Ｒ１

株式会社ワンピース 加古川市 卸売・小売業 Ｒ２
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