
令和２年度「みえの働き方改革推進企業」登録企業一覧

所在地

1 四日市合成株式会社 代表取締役社長　橋本　賀之 四日市市 製造業

2 株式会社前田組 代表取締役　前田　哲 伊勢市 建設業

3 東進産業株式会社 代表取締役　山口　裕 津市 建設業

4 学校法人　修道幼稚園 理事長　大熊　信行 伊勢市
教育、学習支

援業

5 CSGコンサルタント株式会社 代表取締役　安藤　澄代 伊勢市
学術研究、専
門・技術サー

ビス業

6 扶桑工機株式会社 代表取締役社長　服部　岳 桑名市 製造業

7 株式会社　松阪電子計算センター 代表取締役　宮原　義隆 松阪市 情報通信業

8 株式会社マツザキ 代表取締役　松崎　将司 伊賀市 建設業

9 須賀株式会社 代表取締役　岡田　達也 鈴鹿市 建設業

10 藪建設株式会社 代表取締役　藪　光仁 津市 建設業

11 株式会社中村組 代表取締役　中村　利一郎 四日市市 建設業

12 株式会社奥野建設 代表取締役　奥野　勇樹 伊勢市 建設業

13 山一建設株式会社 代表取締役　河野　康之 伊賀市 建設業

14 福道建設株式会社 代表取締役　清水　百合子 四日市市 建設業

15 三愛物産株式会社 三重支店 取締役支店長　山本　明彦 津市 建設業

16 株式会社院南組 代表取締役　院南　督 三重郡菰野町 建設業

17 天元工業株式会社 代表取締役　加藤　航 桑名市 建設業

18 株式会社ジェイエイ津安芸 代表取締役社長　北端　正巳 津市 建設業

19 有限会社　徳田組 代表取締役　徳田　稔 南牟婁郡紀宝町 建設業

20 社会福祉法人四日市福祉会 理事長　柏木　三穂 四日市市 医療、福祉

21 株式会社　赤福 代表取締役　濵田　勝子 伊勢市 製造業

22 社会福祉法人アパティア福祉会 理事長　桑名　良輔 桑名市 医療、福祉

23 富士ゼロックス三重株式会社 代表取締役　安岡　克明 津市 卸売業

24 伊勢土建工業株式会社 代表取締役　渡邉　良永 桑名市 建設業
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25 株式会社マイプレジャー 代表取締役　河内　優一 四日市市 情報通信業

26 大宗建設株式会社 取締役社長　佐野　行廣 四日市市 建設業

27 株式会社平野組 代表取締役　平野　金人 北牟婁郡紀北町 建設業

28 株式会社共同技術コンサルタント 代表取締役　柘植　満博 伊賀市
学術研究、専
門・技術サー

ビス業

29 株式会社ジェントリー 代表取締役　伊藤　正憲 松阪市 サービス業

30 スカイプラザ有限会社 代表取締役　伊藤　正憲 松阪市 サービス業

31 紀北信用金庫 理事長　森浦　克好 尾鷲市 金融業

32 株式会社　誠文社 代表取締役　社長　西村　信博 四日市市 卸売業、小売業

33 上田新工業　株式会社 代表取締役　上田　重幸 四日市市 建設業

34 株式会社エフテック　亀山事業所 亀山事業所　所長　伊達　誠二 亀山市 製造業

35 一般財団法人　食品分析開発センターSUNATEC 理事長　西中　隆道 四日市市
学術研究、専
門・技術サー

ビス業

36 社会福祉法人三重ベタニヤ 理事長　村上　久 津市 医療、福祉

37 中井土木株式会社 代表取締役　中井　俊彦 松阪市 建設業

38 勢州建設株式会社 代表取締役　伊藤　隨 鈴鹿市 建設業

39 株式会社　藤谷建設 代表取締役　藤谷　文彦 津市 建設業

40 国立大学法人三重大学 学長　駒田　美弘 津市 教育、学習支
援業

41 株式会社　キタモリ 代表取締役　北森　浩貴 伊賀市
運輸業、郵便
業，医療、福

祉

42 三重リコピー株式会社 代表取締役社長　松田　幸久 津市 卸売業、小売業

43 株式会社　若鈴 代表取締役社長　中森　訓 津市
学術研究、専
門・技術サー

ビス業

44 株式会社　ミッドランド経営 代表取締役　古川　典明 四日市市
学術研究、専
門・技術サー

ビス業

45 株式会社世古工務店 代表取締役社長　仁木　雅之 鈴鹿市 建設業

46 三重電設株式会社 代表取締役社長　齋藤　賢司 四日市市 建設業

47 浜口土木株式会社 代表取締役　濱口　祐彦 伊勢市 建設業

48 株式会社北村組 取締役社長　北村　浩文 松阪市 建設業
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49 株式会社ビコーインプレス 代表取締役　近藤　伸悟 四日市市 建設業

50 株式会社四日市事務機センター 代表取締役　佐野　智成 四日市市 卸売業、小売業

51 万協製薬株式会社 代表取締役社長　松浦　信男 多気郡多気町 製造業

52 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

53 ＮＤＳソリューション株式会社　四日市オフィス 代表取締役社長　籔本　達也 四日市市 サービス業

54 ＴＡＮＩＸ株式会社 代表取締役社長　三嶋　優 四日市市
卸売業、小売

業，不動産業，
物品賃貸業

55 奥建設株式会社 代表取締役　奥　眞治 伊賀市 建設業

56 伊藤印刷株式会社 代表取締役　伊藤　誠司 津市 製造業

57 株式会社磯田土建 代表取締役　磯田泰之 津市 建設業


