
名称 市町村 認定日

ア あいおいニッセイ同和損害保険株式会社島根支店 松江市 H29.11.8

アイカム株式会社 松江市 H24.3.3

朝日生命保険相互会社山陰支社 松江市 H26.12.17

愛宕林業有限会社協力工事店あいこう会 出雲市 H26.10.1

イオンリテール株式会社　イオン出雲店 出雲市 H23.12.15

イオンリテール株式会社　イオン大田店 大田市 H23.12.15

イオンリテール株式会社　イオン菅田店 松江市 H23.12.15

イオンリテール株式会社　イオン益田店 益田市 H23.12.15

イオンリテール株式会社　イオン松江店 松江市 H23.12.15

活き活き介助福祉タクシー 出雲市 H27.5.1

イズテック株式会社 出雲市 H31.2.14

出雲一畑交通株式会社 出雲市 H29.2.28

出雲市高齢者クラブ連合会 出雲市 H25.2.1

出雲市コミュニティセンター運営協議会 出雲市 H30.8.17

出雲商工会議所 出雲市 H31.1.15

出雲ロイヤルホテル 出雲市 H30.8.27

一畑工業株式会社 松江市 H26.3.3

一般社団法人島根県医師会 松江市 R2.10.30

一般社団法人島根県歯科医師会 松江市 R2.12.4

一般社団法人島根県歯科衛生士会 松江市 R3.2.24

一般財団法人宍道湖西岸森と自然財団 松江市 H26.3.3

一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会　島根県支部 出雲市 H25.6.1

石見自動車教習所 邑南町 H24.10.1

石見西地区郵便局長会 浜田市 R2.9.15

岩山哲川建築事務所 松江市 H26.3.3

雲南市・飯南町事務組合　木次放送センター 雲南市 H28.10.17

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社島根センター 松江市 H29.8.10

NPO法人コミュニティ益田 益田市 H25.4.1

NPO法人福田平治・与志顕彰会 松江市 H26.10.1

大畑建設株式会社 益田市 H27.1.15

カ カナツ技建工業株式会社 松江市 H24.9.1

株式会社ISM 出雲市 H25.7.1

株式会社　あゆみ　あゆみの里 飯南町 H26.3.3

株式会社ウシオ 出雲市 H26.2.1

株式会社SPSしまね 松江市 H24.3.3

株式会社エバーコム 松江市 H26.2.1

株式会社MIしまね 松江市 H24.4.4

株式会社オンチョウ 松江市 H26.9.1

株式会社カナツ 松江市 H24.11.1

株式会社　金見工務店 松江市 H26.3.3



名称 市町村 認定日

株式会社グランデヴァレ 出雲市 H29.8.10

株式会社　公善社 出雲市 R1.11.19

株式会社山陰管財 松江市 H26.2.1

株式会社山陰合同銀行 松江市 H22.1.27

株式会社　サンクラフト 浜田市 H26.11.4

株式会社サンテック 松江市 H26.7.1

株式会社　さんびる 松江市 H26.3.3

株式会社シーエックスアール島根営業所 松江市 H26.3.3

株式会社島根人材育成 出雲市 H27.4.24

株式会社島根東亜建物管理 松江市 H27.8.1

株式会社伸興サンライズ 松江市 H26.3.3

株式会社　真幸土木 松江市 H24.11.1

株式会社タイピック 益田市 H26.2.1

株式会社多伎振興 出雲市 H26.2.1

株式会社TFCメディアラボ 雲南市 H26.4.1

株式会社長岡塗装店 松江市 H28.5.23

株式会社中筋組 出雲市 H28.10.17

株式会社ネオナイト 松江市 H26.3.3

株式会社原商 松江市 H26.7.1

株式会社はらぶん 松江市 H26.3.3

株式会社平田自動車教習所 出雲市 H27.7.1

株式会社ふくしま 松江市 H23.1.28

株式会社　フロンティアいずも 出雲市 R1.12.17

株式会社松江浜乃木自動車教習所 松江市 H26.7.1

株式会社御船組 出雲市 H26.3.3

株式会社山重組 浜田市 H24.12.1

株式会社ラビット 松江市 H26.7.1

株式会社ワコムアイティ 松江市 H26.3.3

企業警備保障株式会社 松江市 H27.8.1

グリーンコープ生活協同組合 出雲市 H25.6.1

敬美容室 松江市 H25.3.1

警友株式会社浜田営業所 浜田市 H26.3.3

ケーシーコンサルタント株式会社 松江市 H24.11.1

公益財団法人しまね産業振興財団 松江市 H24.11.1

公益財団法人しまね自然と環境財団 大田市 H24.2.2

公益社団法人島根県医薬品登録販売者協会 松江市 H25.4.1

公益社団法人島根県看護協会 松江市 R2.11.19

公益社団法人益田市医師会 益田市 H24.8.1

ごうぎんシステムサービス株式会社 松江市 H22.3.29

国立病院機構松江医療センター 松江市 H25.7.1



名称 市町村 認定日

御朱印帳専門店しるべ 松江市 H26.3.3

サ さきたま-karakoro- 松江市 H26.3.3

さきたま-izumo- 出雲市 H26.3.3

作事屋 松江市 H29.6.8

さざんか行政書士事務所 松江市 H28.7.12

山陰ケーブルビジョン株式会社 松江市 H26.3.3

山陰建設工業株式会社 出雲市 H26.3.3

山陰中央テレビジョン放送株式会社 松江市 H26.2.1

サンベ電気株式会社 松江市 R2.12.25

サンテラス株式会社 隠岐の島町 H30.5.7

サンライフほのぼの有限会社 江津市 H29.8.16

ＪＡしまね　いわみ中央福祉センター 浜田市 H29.9.22

島根県火災共済協同組合 松江市 H24.8.1

島根県重症心身障害児（者）を守る会 出雲市 H25.7.1

島根県商工会連合会 松江市 H26.2.1

島根県青少年育成アドバイザー連絡協議会 出雲市 H26.2.1

島根県中小企業家同友会 松江市 R2.2.7

島根県中小企業団体中央会 松江市 H24.7.1

島根県農業協同組合やすぎ地区本部 安来市 H24.12.1

島根県立東部高等技術校 出雲市 H28.9.23

しまね信用金庫 松江市 H25.7.1

島根電工株式会社 松江市 H29.10.2

島根トヨタ自動車株式会社 松江市 H29.8.16

社会福祉法人  海士町社会福祉協議会 海士町 H24.2.2

社会福祉法人  出雲市社会福祉協議会 出雲市 H29.8.10

社会福祉法人　いわみ福祉会 浜田市 H24.8.1

社会福祉法人  大田市社会福祉協議会 大田市 H25.9.1

社会福祉法人　邑南町社会福祉協議会 邑南町 R3.2.19

社会福祉法人  隠岐の島町社会福祉協議会 隠岐の島町 H24.12.1

社会福祉法人  亀の子 大田市 H24.3.3

社会福祉法人　川本町社会福祉協議会 川本町 R2.10.9

社会福祉法人  希望の里福祉会 益田市 H24.11.1

社会福祉法人  敬仁会 松江市 H26.2.1

社会福祉法人  江津市社会福祉協議会 江津市 H26.8.1

社会福祉法人　さくらの家 松江市 R1.7.10

社会福祉法人  島根県社会福祉事業団障害者支援施設光風園 出雲市 H24.3.3

社会福祉法人  島根県社会福祉協議会 松江市 H24.2.2

社会福祉法人　島根県社会福祉事業団 松江市 H25.2.1

社会福祉法人  島根県社会福祉事業団障害者支援施設緑風園 邑南町 H26.1.7

社会福祉法人　島根ライトハウス 松江市 H24.4.4



名称 市町村 認定日

社会医療法人　仁寿会 川本町 H24.8.1

社会福祉法人　親和会 出雲市 H23.12.15

社会福祉法人  誠和会 浜田市 H26.3.3

社会福祉法人  つわの清流会 津和野町 H29.8.1

社会福祉法人  西ノ島町社会福祉協議会 西ノ島町 H30.6.8

社会福祉法人　梅寿会 益田市 H25.2.1

社会福祉法人  はぴねす福祉会 益田市 H24.2.2

社会福祉法人　浜田市社会福祉協議会 浜田市 H24.9.1

社会福祉法人  比津ヶ丘保育園 松江市 H26.2.1

社会福祉法人　ふらっと 松江市 H24.9.1

社会福祉法人  益田市社会福祉協議会 益田市 H26.2.1

社会福祉法人　松江市社会福祉協議会 松江市 H24.5.11

社会福祉法人  みずうみ 松江市 H27.6.1

社会福祉法人　安来市社会福祉協議会 安来市 R2.9.15

社会福祉法人  四ツ葉福祉会 松江市 H22.5.12

ジャンボマックス黒田店 松江市 H24.12.1

障がい児（者）福祉支援サポートの会 松江市 H25.8.1

シンセイ技研株式会社 松江市 H22.8.4

水産エンジニアリング有限会社 松江市 H26.2.1

聖喤寮 浜田市 H25.8.1

西部島根医療福祉センター 江津市 H23.12.15

タ 高橋建設株式会社 益田市 H26.2.1

知夫村社会福祉協議会 知夫村 H27.11.2

中国電力株式会社　島根支社 松江市 H24.7.1

Ｄｏ　ｔｈｅ　Ｓｅａ 松江市 H26.4.1

東部島根医療福祉センター 松江市 H23.12.15

特定施設入居者生活介護老人ホーム故郷 邑南町 H29.10.17

特定非営利活動法人　あすのひかり 松江市 H24.9.1

特定非営利活動法人あけぼの会 松江市 H24.10.1

特定非営利活動法人　出雲スポーツ振興２１ 出雲市 H26.8.1

特定非営利活動法人河南はつらつセンター 出雲市 H27.9.1

特定非営利活動法人　障害年金ヘルプデスク山陰支部 松江市 H26.7.1

特定非営利活動法人地域活動支援センターよしかの里 吉賀町 H28.8.25

特定非営利活動法人　プロジェクトゆうあい 松江市 R1.6.17

独立行政法人国立病院機構　浜田医療センター 浜田市 H22.8.4

トップツアー株式会社　松江支店 松江市 H25.3.1

ナ 虹の家 江津市 H24.9.1

ニッセイ運輸株式会社 出雲市 H26.6.1

日本海観光　株式会社 松江市 H24.11.1

日本司法支援センター島根地方事務所 松江市 H24.12.1



名称 市町村 認定日

日本年金機構　浜田年金事務所 浜田市 H25.9.1

日本年金機構　出雲年金事務所 出雲市 H25.10.1

日本年金機構　松江年金事務所 松江市 H26.8.1

ハ バイクショップマルティ出雲店 出雲市 H30.4.18

バイクショップマルティ大田店 大田市 H30.4.18

バイクショップマルティ松江店 松江市 H30.4.18

パック島根株式会社 松江市 H25.6.1

浜田市立国府公民館 浜田市 H25.8.1

浜田市立白砂公民館 浜田市 H28.8.25

浜田ビルメンテナンス株式会社 浜田市 H26.11.4

バリパラ・ツーリズム株式会社 松江市 R2.6.23

東出雲地区更生保護女性会 松江市 H24.7.1

東出雲町婦人会 松江市 H24.10.1

樋野電機工業有限会社 松江市 H26.3.3

美容室アール・デコ 松江市 H25.3.1

福島住建有限会社 松江市 H27.2.6

フジキコーポレーション株式会社 松江市 H24.8.1

北陽ビル管理株式会社 松江市 R2.3.19

マ 益田市身体障害者福祉協会 益田市 R2.10.30

益田市訪問看護・介護ステーション　株式会社さくらんぼ 益田市 H26.2.1

松江市ことばを育てる親の会 松江市 H27.5.1

松江土建株式会社 松江市 H22.9.6

まるてぃ介護福祉事業所 出雲市 H30.4.18

まるなか建設株式会社 松江市 H22.9.6

みしまや 松江市 H25.7.1

ミュージアムいちばた 出雲市 H30.2.22

森田製菓株式会社 大田市 H25.4.1

モルツウェル株式会社 松江市 R2.1.20

ヤ 有限会社　いっしょに子育て研究所 松江市 H25.2.1

有限会社　アグリおき 隠岐の島町 H26.3.3

有限会社いやたくしー・東出雲観光 松江市 H31.4.22

有限会社Ｊｏｙ・ケア 出雲市 H31.2.12

有限会社　大康堂薬品 松江市 H25.3.1

有限会社竹葉 安来市 H26.2.1

有限会社　土江本店 松江市 H24.9.1

有限会社電化のヤマサキ 安来市 H26.2.1

有限会社　なにわ旅館 松江市 H28.3.1

有限会社パイオニアサービス島根 雲南市 H26.2.1

有限会社ヒラオカ 出雲市 H26.2.1

有限会社ファルテック 松江市 H26.2.1



名称 市町村 認定日

有限会社マルサワ 出雲市 H25.7.1

有限会社　めのうの店　川島 松江市 H26.3.3

要約筆記通訳の会まつえたんぽぽ 松江市 H24.10.1


