
令和元年度「みえの働き方改革推進企業」登録企業一覧

所在地

1 株式会社 土屋建設 代表取締役 土屋 忠 多気郡明和町 建設業

2 別府建設 株式会社 代表取締役 谷垣 武志 四日市市 建設業

3 三重シンリョー設備 株式会社 代表取締役 別所 孝晃 津市 建設業

4 朝日土木 株式会社 代表取締役 秦 純二 四日市市 建設業

5 鈴秀工業 株式会社 三重工場 代表取締役社長 鈴木 清詞 三重郡菰野町 製造業

6 株式会社 スター 代表取締役 星合 恒伸 亀山市 その他

7 株式会社 ミツイバウ・マテリアル 代表取締役社長 三井 陽介 松阪市 卸売業、小売業

8 株式会社 人財バンク 代表取締役 平塚 秀敏 四日市市 サービス業

9 協同海運 株式会社 代表取締役社長 西村 譲治 四日市市 運輸業、郵便業

10 株式会社 山下組 代表取締役 山下 信康 志摩市 建設業

11 株式会社 真光組 代表取締役 矢田 慶典 三重郡菰野町 建設業

12 大和緑化 株式会社 代表取締役 岩本 義久 南牟婁郡御浜町 建設業

13 株式会社 エフテック亀山事業所 所長 那須 和久 亀山市 製造業

14 株式会社 三洋開発 代表取締役 米川 泰典 津市 学術研究、専門・技術サービス業

15 磯部建設工業株式会社 代表取締役 平石 隆之 志摩市 建設業

16 株式会社 奥野建設 代表取締役 奥野 勇樹 伊勢市 建設業

17 株式会社 百五銀行 取締役頭取 伊藤 歳恭 津市 金融業、保険業

18 新成テック 株式会社 代表取締役 野間 真介 桑名市 建設業

19 株式会社 takac 代表取締役 井上 陵一 三重郡菰野町 建設業

20 株式会社 山野建設 代表取締役 山野 稔 伊勢市 建設業

21 株式会社 光機械製作所 代表取締役 西岡 慶子 津市 製造業

22 七宝建設 株式会社 代表取締役 川口 義文 尾鷲市 建設業

23 東海土建 株式会社 代表取締役社長 橋本 正治 津市 建設業

24 日本ホーク 株式会社 代表取締役 小森 勝則 桑名市 製造業

25 日本土木工業 株式会社 代表取締役 中野 周一 南牟婁郡御浜町 建設業

26 株式会社 富洋組 代表取締役 近藤 雅幸 四日市市 建設業

27 岡田パッケージ 株式会社 代表取締役 岡田 敏明 松阪市 製造業

28 日本土建 株式会社 代表取締役社長 田村 賴一 津市 建設業

29 株式会社 広山建設 代表取締役 廣山 公一 津市 建設業

30 株式会社 川木組 代表取締役 川木 正浩 鳥羽市 建設業

31 シンフォニアエンジニアリング 株式会社 代表取締役 吉田 道生 伊勢市 建設業

32 中部電力 株式会社 電力ネットワークカンパニー三重支社 三重支社長 古田 真二 津市 その他

33 株式会社 伊藤工務店 代表取締役 中村 哲也 伊勢市 建設業

34 株式会社 日本政策金融公庫 津支店 支店長 田宮 良則 津市 金融業、保険業

35 エイベックス 株式会社 多度工場 代表取締役社長 加藤 丈典 桑名市 製造業

36 志摩環境事業協業組合 理事長 宝門 孝雄 志摩市 サービス業

37 株式会社 白清舎 代表取締役 辻村 清司 伊勢市 生活関連サービス業、娯楽業

38 東海住電精密 株式会社 取締役社長 万木 伸一郎 三重郡菰野町 製造業

39 株式会社 石吉組 代表取締役社長 橋爪 吉生 志摩市 建設業

40 三重電子 株式会社 代表取締役社長 林 雅哉 多気郡明和町 製造業

41 上野ハウス 株式会社 代表取締役 奥井 実 伊賀市 建設業

42 株式会社 コムデック 代表取締役 樋口 雅寿 伊勢市 その他

43 株式会社 ゴーリキ 代表取締役社長 強力 雄 伊勢市 製造業

44 株式会社 プラトンホテル 代表取締役 佐野 貴信 四日市市 宿泊業、飲食サービス業

45 イケダアクト 株式会社 代表取締役 田中 久司 鈴鹿市 建設業

46 株式会社 第三銀行 代表取締役頭取 岩間 弘 松阪市 金融業、保険業

47 中勢製氷冷蔵 株式会社 代表取締役 長野 浩也 津市 製造業

48 株式会社 三和工務店 代表取締役 山本 健次 津市 建設業

49 リコージャパン 株式会社 三重支社 三重支社長 蒲生 裕一 四日市市 卸売業、小売業

50 衣笠土木 有限会社 代表取締役 衣笠 玲子 鈴鹿市 建設業

51 大宗建設 株式会社 取締役社長 佐野 行廣 四日市市 建設業
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52 新陽工業 株式会社 代表取締役 新井 政智 四日市市 建設業

53 株式会社 アイ・シー・エス 代表取締役 松岡 孝夫 伊勢市 サービス業

54 大達建設株式会社 代表取締役社長 大野 和加男 度会郡大紀町 建設業

55 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 三重支店 三重支店長 松下 守 津市 金融業、保険業

56 多貴商運 株式会社 代表取締役 東出 貴綱 鈴鹿市 運輸業、郵便業

57 徳積 有限会社 代表取締役 名倉 秀紀 鈴鹿市 運輸業、郵便業

58 株式会社 ファーストステップ 代表取締役社長 松本 圭介 四日市市 学術研究、専門・技術サービス業

59 三井住友海上火災保険 株式会社 三重支店 三重支店長 内田 正紀 四日市市 金融業、保険業

60 有限会社 くろべ 代表取締役 中村 弥生 伊勢市 医療、福祉

61 宇野重工 株式会社 代表取締役社長 宇野 恭生 松阪市 建設業

62 株式会社 東産業 代表取締役 木室 浩一 四日市市
建設業

生活関連サービス業、娯楽業

63 住友電装 株式会社 代表取締役社長 川井 文義 四日市市 製造業

64 東洋工業 株式會社 代表取締役社長 伊藤 彰 四日市市 製造業

65 三重交通 株式会社 代表取締役社長 竹谷 賢一 津市 運輸業、郵便業


