
事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種 株式会社八代建材 7名 令和元年10月1日～令和4年9月30日 福島県

第1種 丸藤運輸有限会社 17名 令和元年9月10日～令和4年9月9日 茨城県

第1種 株式会社JM物流本社営業所 9名 平成30年5月25日～令和3年5月24日 群馬県

第1種 名昭運輸株式会社本社営業所 43名 平成30年3月28日～令和3年3月27日 愛知県

第1種 株式会社東海ロジテム本社営業所 25名 平成30年9月7日～令和3年9月6日 愛知県

第1種 株式会社東海ロジテム豊橋営業所 14名 平成30年8月23日～令和3年8月22日 愛知県

第1種 有限会社菊地運輸 7名 令和元年5月8日～令和4年5月7日 愛知県

第1種 ダイシン商事株式会社本社 11名 令和元年10月8日～令和4年10月7日 愛知県

第1種 東山株式会社SyncAgeりんくう常滑 24名 平成31年4月1日～令和4年3月31日 愛知県

第2種 有限会社功栄興産 7名 平成29年11月1日～令和4年10月31日 福島県

第2種 有限会社カミノ運送 14名 平成28年4月10日～令和3年4月9日 愛知県

第2種 AZロジ株式会社本社営業所 17名 平成28年12月1日～令和3年11月30日 愛知県

第3種 株式会社マルシゲ商会 6名 平成27年6月1日～令和4年5月31日 愛知県

第3種
有限会社サンケイエクスプレス本社
営業所

6名 平成27年4月1日～令和4年3月31日 愛知県

第3種 流星ライン株式会社 28名 平成27年9月1日～令和4年8月31日 愛知県

第3種 株式会社SBトランスポートシステム 21名 平成24年12月14日～令和元年12月13日 愛知県

第4種 有限会社こがね車両サービス 7名 平成23年6月1日～令和3年5月31日 福島県

第4種 株式会社グリーン・ネット 19名 平成24年1月1日～令和3年12月31日 愛知県

第4種
株式会社ディ・エス物流名古屋営業
所

20名 平成24年6月17日～令和4年6月16日 愛知県

第4種 丸半運輸株式会社 24名 平成24年5月25日～令和4年5月24日 愛知県

第4種
株式会社トレードトラスト小牧シェア
ロジセンター

14名 平成20年7月29日～平成30年7月28日 愛知県

第4種 太平産業株式会社豊田支店 38名 平成24年9月6日～令和4年9月5日 愛知県

第5種 有限会社恒心 27名 平成18年10月4日～令和3年10月3日 愛知県

第5種 東山物流株式会社船見デポ 22名 昭和62年1月1日～平成13年12月31日 愛知県

第5種 東山物流株式会社SyncBace名和北 6名 昭和59年10月1日～平成11年9月30日 愛知県

小企業無災害記録表彰〔令和4年12月〕
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事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種 株式会社アクシス 10名 平成30年6月20日～令和3年6月19日 岐阜県

第2種 稚内通運株式会社本社営業所 12名 平成28年12月28日～令和3年12月27日 北海道

第2種 ALSOK福島株式会社 20名 平成29年9月1日～令和4年8月31日 福島県

第2種 セキサンドレー有限会社 6名 平成29年1月1日～令和3年12月31日 岐阜県

第2種 南濃運送株式会社 18名 平成29年1月1日～令和3年12月31日 岐阜県

第2種 新東運輸有限会社 28名 平成29年7月1日～令和4年6月30日 岐阜県

第2種 株式会社キャリックス 6名 平成29年1月1日～令和3年12月31日 岐阜県

第3種 稚内通運株式会社名寄営業所 6名 平成26年6月1日～令和3年5月31日 北海道

第3種
北海道フーズ輸送株式会社旭川第
二物流センター

28名 平成27年3月1日～令和4年2月28日 北海道

第3種 株式会社中村建運会津営業所 13名 平成26年6月6日～令和3年6月5日 福島県

第3種 大西運送株式会社 5名 平成27年4月1日～令和4年3月31日 岐阜県

第4種 株式会社林環境本社営業所 20名 平成24年8月15日～令和4年8月14日 群馬県

事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種 岩手庄子運送株式会社一関営業所 34名 平成30年8月30日～令和3年8月29日 岩手県

第1種 有限会社にぐるまサービス 4名 令和元年6月1日～令和4年5月31日 福島県

第1種 樅山建材工業株式会社 7名 令和元年8月1日～令和4年7月31日 福島県

第1種 有限会社カーサービスこんの 7名 令和元年8月1日～令和4年7月31日 福島県

第2種 株式会社ヤマイシ 7名 平成29年9月1日～令和4年8月31日 福島県

第4種 有限会社亀田 7名 平成24年4月1日～令和4年3月31日 福島県

第4種 株式会社長岡運送 16名 平成24年8月1日～令和4年7月31日 福島県

小企業無災害記録表彰〔令和4年10月〕
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事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種
カメイ物流サービス株式会社福島営
業所

10名 令和元年8月1日～令和4年7月31日 福島県

第1種 東進運輸株式会社本社営業所 14名 令和元年8月1日～令和4年7月31日 群馬県

第1種 中越テック株式会社鴻巣営業所 30名 平成31年4月1日～令和4年3月31日 埼玉県

第2種 有限会社シギハラ・エンジニアリング 14名 平成29年7月1日～令和4年6月30日 福島県

第2種 有限会社新星ロジテック本社 12名 平成29年5月16日～令和4年5月15日 栃木県

第2種 群北運輸株式会社本社営業所 24名 平成29年7月11日～令和4年7月10日 群馬県

第2種 中越テック株式会社草加営業所 34名 平成28年10月7日～令和3年10月6日 埼玉県

第3種 平和貨物運送株式会社 19名 平成26年3月7日～令和3年3月6日 福島県

第3種
東北三八五流通株式会社福島営業
所

6名 平成27年7月23日～令和4年7月22日 福島県

第4種 大杉運輸倉庫株式会社本社営業所 42名 平成24年7月27日～令和4年7月26日 群馬県

第4種 株式会社ロビン 10名 平成24年7月1日～令和4年6月30日 埼玉県

第5種 アイセー運輸有限会社 9名 平成19年7月1日～令和4年6月30日 栃木県

第5種
株式会社末広物流サービス横倉営
業所

26名 平成19年6月1日～令和4年5月31日 栃木県

第5種 株式会社エスティビー本社営業所 11名 平成19年5月31日～令和4年5月30日 群馬県

第5種 讃王興産株式会社 16名 平成18年11月1日～令和3年10月31日 香川県

小企業無災害記録表彰〔令和4年9月〕
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事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種 安立運輸株式会社福島営業所 28名 令和元年6月1日～令和4年5月31日 福島県

第1種 有限会社丸昇運輸本社営業所 11名 平成30年5月25日～令和3年5月24日 群馬県

第1種 株式会社高橋水産運輸前橋営業所 27名 令和元年5月9日～令和4年5月8日 群馬県

第1種
株式会社エス・テー・エス群馬営業
所

20名 平成30年8月20日～令和3年8月19日 群馬県

第1種 株式会社フジサービス群馬営業所 22名 平成29年8月22日～令和2年8月21日 群馬県

第1種 株式会社アマカン群馬営業所 24名 令和元年5月16日～令和4年5月15日 群馬県

第1種 株式会社トーリク群馬営業所 36名 平成30年4月21日～令和3年4月20日 群馬県

第1種 涌井運輸有限会社本社営業所 8名 平成31年4月1日～令和4年3月31日 群馬県

第1種 中越テック株式会社石川営業所 32名 令和元年5月23日～令和4年5月22日 石川県

第2種 福島青果運輸倉庫株式会社 45名 平成29年7月1日～令和4年6月30日 福島県

第2種 有限会社日本軽貨物福島 6名 平成29年6月1日～令和4年5月31日 福島県

第2種 株式会社ハヤカワ福島営業所 11名 平成29年6月1日～令和4年5月31日 福島県

第2種 有限会社カワサキ 15名 平成29年7月1日～令和4年6月30日 福島県

第2種
日本図書輸送株式会社東日本事業
部福島営業所

3名 平成29年7月1日～令和4年6月30日 福島県

第2種 有限会社こだま運輸本社営業所 18名 平成29年6月3日～令和4年6月2日 群馬県

第2種 株式会社三山運輸本社営業所 43名 平成28年6月13日～令和3年6月12日 群馬県

第2種 株式会社大伸本社営業所 26名 平成27年7月31日～令和2年7月30日 群馬県

第2種 三橋運輸株式会社群馬営業所 22名 平成28年1月14日～令和3年1月13日 群馬県

小企業無災害記録表彰〔令和4年8月〕
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事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第2種 株式会社東洋陸送社太田営業所 21名 平成27年10月1日～令和2年9月30日 群馬県

第2種 株式会社カンセイ本社営業所 11名 平成28年1月13日～令和3年1月12日 群馬県

第2種 結城運輸倉庫株式会社群馬営業所 12名 平成29年3月21日～令和4年3月20日 群馬県

第2種 矢内運輸株式会社本社営業所 20名 平成28年5月18日～令和3年5月17日 群馬県

第2種 有限会社阿部商事前橋営業所 21名 平成29年2月4日～令和4年2月3日 群馬県

第2種
前橋南部運送株式会社藤岡イン
ター営業所

10名 平成28年１１月25日～令和3年11月24日 群馬県

第2種 株式会社吉原本社営業所 29名 平成27年10月7日～令和2年10月6日 群馬県

第2種 北関物流株式会社本社営業所 6名 平成28年7月10日～令和3年7月9日 群馬県

第3種 有限会社ミナミ商事本社営業所 15名 平成26年1月28日～令和3年1月27日 群馬県

第3種 藤産業株式会社群馬営業所 7名 平成26年9月17日～令和3年9月16日 群馬県

第4種 株式会社友商本社営業所 7名 平成20年9月1日～平成30年8月31日 群馬県

第4種 中越テック株式会社茨城営業所 35名 平成24年5月15日～令和4年5月14日 茨城県

第4種
岡山生コン運送株式会社水島営業
所

3名 平成24年7月2日～令和4年7月1日 岡山県

第4種 有限会社ラビット本社営業所 8名 平成21年7月4日～令和元年7月3日 群馬県

第5種 有限会社阿部商事本社営業所 19名 平成14年10月12日～平成29年10月11日 群馬県

第5種 株式会社東海車輌関東営業所 14名 平成19年6月1日～令和4年5月31日 群馬県

第5種 髙橋商運有限会社本社営業所 18名 平成19年6月22日～令和4年6月21日 群馬県

小企業無災害記録表彰〔令和4年8月〕
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事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種 菱友貨物株式会社 18名 平成30年7月30日～令和3年7月29日 宮城県

第1種 有限会社真栄運輸本社営業所 17名 平成31年4月1日～令和4年3月31日 宮城県

第1種 大仙運輸株式会社名取営業所 6名 平成30年11月13日～令和3年11月12日 宮城県

第1種 有限会社武山商運 48名 平成30年1月18日～令和3年1月17日 宮城県

第1種 株式会社かねゑ運輸 32名 令和元年5月1日～令和4年4月30日 福島県

第1種 株式会社司荷役商事 13名 令和元年5月1日～令和4年4月30日 福島県

第1種 信陵建設株式会社 19名 令和元年5月1日～令和4年4月30日 福島県

第1種 株式会社三栄運輸福島営業所 13名 令和元年6月1日～令和4年5月31日 福島県

第1種 千野運輸株式会社福島営業所 42名 令和元年5月1日～令和4年4月30日 福島県

第1種 株式会社矢野テック本社営業所 15名 平成29年12月14日～令和2年12月13日 群馬県

第2種 有限会社魚心会運送 6名 平成29年4月1日～令和4年3月31日 宮城県

第2種 株式会社三條商事 11名 平成27年12月9日～令和2年12月8日 宮城県

第2種
アクロストランスポート株式会社仙台
営業所

26名 平成27年12月3日～令和2年12月2日 宮城県

第2種 浜名東日本株式会社本社営業所 23名 平成29年1月12日～令和4年1月11日 宮城県

第2種 株式会社福島丸政運輸 45名 平成29年5月1日～令和4年4月30日 福島県

第2種 有限会社新利根流通本社営業所 13名 平成29年4月1日～令和4年3月31日 群馬県

第3種 株式会社トミナガ仙台支店 19名 平成26年12月31日～令和3年12月30日 宮城県

第3種 有限会社中田運輸 27名 平成27年3月17日～令和4年3月16日 宮城県

第4種 丸大運輸株式会社仙台営業所 12名 平成24年4月1日～令和4年3月31日 宮城県

第4種 ダイショウ・ロジ株式会社 22名 平成20年3月31日～平成30年3月30日 宮城県

第4種 中越テック株式会社群馬営業所 32名 平成22年2月16日～令和2年2月15日 群馬県

第4種 有限会社MJC 5名 平成23年5月1日～令和3年4月30日 岡山県

第4種 有限会社アイシン物流 5名 平成24年4月1日～令和4年3月31日 福島県

第5種 有限会社加藤興業 3名 平成19年4月1日～令和4年3月31日 宮城県

第5種 有限会社ダイセン物流 9名 平成19年5月4日～令和4年5月3日 千葉県

第5種 繁屋運送株式会社 10名 平成15年4月1日～平成30年3月31日 岡山県

小企業無災害記録表彰〔令和4年7月〕
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事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種 株式会社船坂運送店 7名 平成30年4月18日～令和3年4月17日 岡山県

第2種 有限会社サンエス物流 5名 平成28年12月1日～令和3年11月30日 福島県

第2種 有限会社牧野運輸 5名 平成29年4月1日～令和4年3月31日 富山県

第3種 有限会社鈴木運送 13名 平成27年2月1日～令和4年1月31日 福島県

第4種 日本郵便輸送株式会社福島営業所 8名 平成24年4月1日～令和4年3月31日 福島県

第4種 藤本運輸株式会社 19名 平成24年4月1日～令和4年3月31日 福島県

第4種
岡山生コン運送株式会社本社営業
所

10名 平成24年4月1日～令和4年3月31日 岡山県

第5種 有限会社旭液輸送 8名 平成19年5月１日～令和4年4月30日 千葉県

第5種 有限会社倉益運輸 5名 平成18年1月1日～令和2年12月31日 岡山県

事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種 株式会社ユアック 10名 平成31年1月1日～令和3年12月31日 岡山県

第1種 陸照運輸株式会社水島営業所 9名 平成30年7月1日～令和3年6月30日 岡山県

第3種 株式会社アジア運輸前橋営業所 17名 平成27年3月12日～令和4年3月11日 群馬県

第4種 まる吉自動車工業株式会社 16名 平成23年6月22日～令和3年6月21日 山形県

第4種 会津通商株式会社 23名 平成22年4月1日～令和2年3月31日 山形県

第4種 株式会社三葉陸運 5名 平成24年3月1日～令和4年2月28日 福島県

第4種 有限会社的場 8名 平成24年4月1日～令和4年3月31日 福島県

第5種 有限会社千明アクティー本社営業所 7名 平成19年3月21日～令和4年3月20日 群馬県

事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種 ツカサ運輸株式会社 11名 平成31年2月1日～令和4年1月31日 福島県

第2種 株式会社中村建運本社営業所 20名 平成28年4月5日～令和3年4月4日 福島県

第2種
株式会社ファースト・ロジスティックス高
崎営業所

13名 平成29年2月12日～令和4年2月11日 群馬県

小企業無災害記録表彰〔令和4年6月〕

小企業無災害記録表彰〔令和4年4月〕

小企業無災害記録表彰〔令和4年5月〕
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事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種
株式会社ムラセエコライン福島事業
所

17名 平成22年10月2日～平成25年10月1日 福島県

第3種 永和運輸株式会社 10名 平成24年11月1日～令和元年10月31日 茨城県

第5種 株式会社仲岡運輸 13名 平成18年1月1日～令和2年12月31日 岡山県

事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第1種 高橋運輸興業株式会社福島営業所 16名 平成30年12月1日～令和3年11月30日 福島県

第2種 株式会社WORKERS 23名 平成28年10月1日～令和3年9月30日 福島県

第3種 柴山流通管理株式会社本社営業所 12名 平成26年11月20日～令和3年11月19日 群馬県

第4種 王子陸運株式会社藤岡営業所 6名 平成23年10月31日～令和3年10月30日 群馬県

小企業無災害記録表彰〔令和4年1月〕

小企業無災害記録表彰〔令和4年3月〕
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