男女共同参画推進員を設置している事業所
（令和3年3月31日現在）

1

学校法人青淵学園 東都大学

https://www.tohto.ac.jp/

2

社会福祉法人 深谷市社会福祉協議会

http://www.fukaya-shakyo.com/

3

公益社団法人 深谷市シルバー人材センター

https://fukaya-sc.or.jp/

4

日本赤十字社 深谷赤十字病院

http://www.fukaya.jrc.or.jp/

5

医療法人社団優慈会 佐々木病院

http://www.sasaki-hp.or.jp/

6

埼玉工業大学

https://www.sit.ac.jp/

7

トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社 川本工場

https://tfcp.toppan-f.co.jp/

8

介護老人保健施設はなみずき

http://yuujikai.jp/

9

株式会社モテギ

http://www.motegi.co.jp/

10

株式会社深谷上柴ショッピングセンター

https://www.fukayacci.or.jp/member/1751/

11

株式会社LIXILサンウエーブ製作所 深谷工場

http://www.lixil.co.jp/

12

三菱ふそうトラック・バス株式会社 南関東ふそう深谷支店

https://www.mitsubishi-fuso.com/ja/

13

東京化成工業株式会社 深谷工場

https://www.tcichemicals.com/JP/ja/

14

大東食研株式会社 深谷工場

https://daitoh-shokken.co.jp/

15

日本光電工業株式会社 川本工場

https://www.nihonkohden.co.jp/

16

長谷川香料株式会社 深谷工場

https://www.t-hasegawa.co.jp/

17

大和紙器株式会社 深谷工場

http://www.yamato-shiki.co.jp/

18

日本キャタピラー合同会社 深谷営業所

https://www.nipponcat.co.jp/

19

株式会社UACJ 深谷製造所

https://www.uacj.co.jp/

20

ふかや農業協同組合

http://www.ja-fukaya.jp/

21

太平洋エンジニアリング株式会社 深谷事業所

http://www.taiheiyo-eng.co.jp/

22

株式会社新吉

https://www.shinyoshi.co.jp/

23

古郡建設株式会社

http://www.furugori.co.jp/

24

株式会社岡部新電元

https://osd.shindengen.co.jp/

25

アイリスオーヤマ株式会社 埼玉工場

http://www.irisohyama.co.jp/

26

パーカーアサヒ株式会社

http://www.parker-asahi.co.jp/

27

三菱電機ホーム機器株式会社

https://www.mitsubishielectric.co.jp/work
s/mhk/

28

シマダヤ関東株式会社 埼玉工場

https://www.shimadaya.co.jp/

29

昭和電工マテリアルズ株式会社 埼玉事業所

https://www.mc.showadenko.com/japanes
e/index.html

30

株式会社オリエンテック

http://www.orientec.co.jp/

31

たつみ印刷株式会社

https://www.tatsumi-insatsu.co.jp/

32

昭和電機株式会社

http://www.fukaya-showa.co.jp/

33

近代ビル管理株式会社

http://kindai.moo.jp

34

株式会社アタゴ

https://www.atago.net/japanese/new/ind
ex.php

35

ダイニック株式会社 埼玉工場

http://www.dynic.co.jp

36

深谷商工会議所

http://www.fukaya-cci.or.jp/

37

株式会社ニュープロド

http://newprodo.lolipop.jp/

38

株式会社イトーヨーカ堂深谷店

http://blog.itoyokado.co.jp/shop/250/

39

埼玉グランドホテル深谷

https://www.saitamagrandhotel.com/fuka
ya/index.html

40

古郡ホーム株式会社

http://www.furugori-home.com/

41

株式会社エフジーケー

http://www.e-fgk.co.jp/

42

株式会社鈴木工務所

https://www.suzukikoumusyo.co.jp/

43

株式会社フォレスト

https://hanazono-forest.net/

44

社会福祉法人邑元会 特別養護老人ホームあかつき

http://akatsuki.yugenkai.or.jp/

45

株式会社ヤナギサワ

https://kk-yanagisawa.jp/

46

株式会社テラダ

http://k-terada.co.jp/

47

サン電子工業株式会社

https://www.sundenshi.co.jp/

48

深谷寄居医師会 メディカルセンター

https://www.fukayaosato.saitama.med.or.jp/mdkr/

49

社会福祉法人岡部福祉会 特別養護老人ホーム福寿園

https://hukujuen.jp/

50

ホテルルートイン深谷駅前

https://www.routeinn.co.jp/hotel_list/saitama/index_hotel_id_
511/

51

花園農業協同組合

https://www.jahanazono.jp/

52

社会福祉法人幸寿会 特別養護老人ホーム清風苑

http://seifuuen.com

53

社会福祉法人両宜会 特別養護老人ホームひびき

http://hibiki-r.com/

54

株式会社清水電機製作所

http://shimizu1818.co.jp/

55

越谷化成工業株式会社

http://www.ecca.co.jp

56

東京ワックス株式会社

http://www.tokyowax.com/

57

株式会社河村機械工業所

http://www.kawamura-kikai.co.jp/

58

株式会社富岡食品

http://www.tomiokafoods.co.jp/

59

国際スプリング株式会社

https://kokusp.co.jp/

60

トーヨーエイテック株式会社 東日本工場

https://www.toyo-at.co.jp/

61

株式会社旭製菓 花園工場

https://www.asahi-seika.co.jp/

62

三矢精工株式会社

https://www.mitsuya-seiko.co.jp/

63

社会福祉法人いこいの里 しくね育成園

http://www.ikoinosato.or.jp/

64

医療法人社団勝医会 ふかやクリニック

https://fukayaclinic.jp/

65

サンケイ化学株式会社 深谷工場

http://www.sankei-chem.com/

66

ふかや市商工会

https://www.fukaya-sci.net/

67

日本通運株式会社 深谷支店

https://www.nittsu.co.jp/

68

三晃金属工業株式会社 深谷製作所

http://www.sankometal.co.jp/

69

深谷倉庫株式会社

https://www.fukaya-souko.co.jp/

70

ＫＹＢ株式会社 熊谷工場

https://www.kyb.co.jp/

71

特別養護老人ホーム フラワーヴィラ

http://www.flowervilla.or.jp/

72

社会福祉法人恵美寿苑 養護老人ホーム岡部ビーラ

http://fc32541220170511.web2.blks.jp/

73

社会福祉法人かつみ会

https://www.enzel.jp/

74

アケボノ食品株式会社

http://www.akebonofoods.co.jp/

75

株式会社木島陸運

https://www.kijiriku.co.jp/

76

第一石産運輸株式会社

https://sekisan.co.jp/

77

三光ライト工業株式会社 埼玉工場

https://www.slkco.jp/

78

セイフル株式会社

http://www.safulle.co.jp/

79

株式会社沼尻電気工事

http://www.numaden.com/

80

榛沢農業協同組合

https://www.jabanksaitama.or.jp/branch/fukaya/hanzawa.htm
l

81

ミカド電子株式会社

http://www.mikado-denshi.com/

82

深谷観光バス株式会社

http://www.fukayakanko.com/

83

寺山税理士事務所

https://www.terazei.com/terasougroup/terazei/terazei-top.htm

84

株式会社大慶堂

https://taikeido.jp/

85

中央薬局

http://chuo-yakkyoku.com/

86

あおぞら保育園

http://www.aozora20110401.com/

87

株式会社深谷自動車教習所

https://fukayads.co.jp/

88

株式会社エコー

https://www.eko-fukaya.com/

89

皆成病院

http://www.kaisei-hosp.jp/

90

マルコーフーズ株式会社

http://www.marukoh-f.com/

91

株式会社グレイスコート 止揚の杜

https://nozomikai.jp/jutaku/shiyou_index.h
tml

92

川本技研工業株式会社

http://www.kawamotogiken.co.jp/

93

丸山酒造株式会社

https://www.maruyamasz.com/

94

医療法人好文会

https://www.koubunkai.jp/

95

あけぼの保育園

http://www.city.fukaya.saitama.jp/ikkrweb
Browse/material/files/group/28/12%20%2
0akebono.pdf

96

花園観光バス株式会社

http://www17.plala.or.jp/hanazonokanko/

97

北関東陸運株式会社

http://www.kita-kan.com/

98

佐川急便株式会社 深谷営業所

https://www2.sagawaexp.co.jp/send/branch_search/tanto/loca
te/?a_id=4463&s_id=7-631

99

新井製菓株式会社

http://www.osenbeiyasanhonpo.jp/

100

特定非営利活動法人そうだんべ

https://www.kumagayakan.net/info/now/
npo1710.html

101

ケア・トレセンター友仁 友仁治療院

https://yuujin-web.com/
○順不同で掲載しています

