
機密性2

409事業所

事業主氏名

株式会社　みちのく計画 間山　昭

大管工業　株式会社 大坂　智

株式会社　阿部重組 阿部　吉平

株式会社　日専連ホールディングス 木村　哲夫

株式会社　シマヤ 岡部　昭彦

相互建設工業株式会社 正木　耕平

株式会社　青森資源 加賀谷　栄徳

酸ケ湯温泉　株式会社 石川　栄一

青森三八五流通　株式会社 宮古　武

三八五トランスポート　株式会社 川口　弘

株式会社　佐々木建設工業 佐々木　広輝

株式会社　西田組 西田　文仁

協同組合　青森総合卸センター 西　秀記

株式会社　ヒグチ 内田　征吾

青森タクシ―株式会社 大宮　克己

株式会社　マツダアンフィニ青森 三浦　洋司

青森綜合警備保障　株式会社 柿崎　忠雄

株式会社　東晴 ﾕｷﾀ ｷﾖﾉﾘ

株式会社　ビジネスサービス 山下　雄二

山大機電　株式会社 菅原　博充

株式会社　東洋社 相馬　敏行

東和電材　株式会社 　美樹

一般社団法人　慈恵会 丹野　智宙

株式会社　城ケ倉観光 宮本　健四郎

株式会社青森電子計算センタ― 八島　勝

株式会社　柿谷興業 柿谷　永

青森トヨタ自動車　株式会社 小野　大介

ネッツトヨタ青森　株式会社 小野　大介

株式会社　藤本建設 長谷川　学

志田内海　株式会社 秋田　正孝

株式会社　黄金工務店 黄金　勉

株式会社　鹿内組 鹿内　雄二

大矢建設工業　株式会社 大矢　進

青森三菱電機機器販売　株式会社 林　均

有限会社　秦 三戸　孝

株式会社　盛興業社 ﾓﾘ ｶﾂｱｷ

株式会社　丸美佐藤組 佐藤　善一

大青工業　株式会社 鳴　正彦

株式会社　角弘 船越　秀彦

株式会社　エービッツ 奈良　秀則

株式会社　カードック米谷オート 米谷　恵司

北斗建設　株式会社 平川　五十
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事業主氏名

株式会社　佐藤建業 千葉　昇

青森県商工会連合会 米内山　正義

株式会社　北洋電設 今井　隆

株式会社　ケアあおもり 安田　真弥

社会福祉法人　宏仁会 長根　祐子

有限会社　ビックジャパン 安田　真弥

丸喜　株式会社　斉藤組 齋藤　義則

株式会社　澤田建設 工藤　一也

株式会社　大坂組 大坂　憲一

青森商工会議所 若井　敬一郎

有限会社　オクト 天内　清一

株式会社　木村建設 木村　喜有

株式会社　日測コンサルタント ｻｲﾄｳ ﾊﾙｵ

グッドライフ　株式会社 須藤　慶治

青森経済同友会　杉本　康雄 杉本　康雄

青森三菱自動車販売　株式会社 佐々木　聡

青森スズキ自動車販売　株式会社 佐々木　聡

有限会社　三晃ビルサ―ビスセンタ― 野坂　雅人

株式会社　成文組 成田　正人

東洋建物管理　株式会社 七尾　嘉信

株式会社　西衡器製作所 西　秀記

株式会社　大樹設備工業 引　大樹

成和産業　株式会社 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ

有限会社　ティーエム管理 三浦　基

成俊工業　株式会社 成田　貴幸

シニアエール　株式会社 雪田　知孝

一般社団法人　全国軽自動車協会連合会　青森事務所 佐々木　聡

株式会社　シンク 林　均

有限会社　桂工業 桂木　敏介

豊産管理　株式会社 竹谷　佳野

株式会社 しんとう計測 小川　乃里子

株式会社　丸大　サクラヰ薬局 桜井　清

株式会社　山正小笠原建設 小笠原　剛

有限会社　亜細亜建設 橋　秀夫

株式会社　大一通商 大坂　功

株式会社　アオケン 小林　達也

株式会社　コンテック東日本 金　隆夫

青森設備工業　株式会社 小林　俊一

有限会社　ジ―クフリ―ト 藤谷　明春

青森ユアサ電池販売　株式会社 小山内　眞

株式会社　フジフィールド 藤木　肇

株式会社　市川石油輸送 市川　孝

株式会社　ブルーロード 木村　文男
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事業主氏名

株式会社　光仁介護サービス 工藤　美智子

株式会社　いきいき 櫻井　雅子

株式会社　青洋建設 柴崎　義信

株式会社　細川産業 細川　英邦

株式会社　サンエイ 小林　大輔

公益財団法人　青森県総合健診センター 中路　重之

藤林電気　株式会社 藤林　健太

株式会社　ワイエス管材 吉田　誠夫

丸與運輸　有限会社 小鹿　洋司

社会福祉法人　アルバ 幾田　せい子

有限会社　松竹梅造園 渡辺　精一

佐藤木材工業　株式会社　東北青森支店 佐藤　隆司

アズビル金門青森　株式会社 小川　雅和

株式会社　赤石材木店 赤石　慎

青森ケ―ブルテレビ株式会社 石井　啓之

大研工業　株式会社 西　太生

株式会社　坂正 坂　正次

社会福祉法人　申孝福祉会 あいの保育園 須藤　孝也

株式会社　山三フ―ズ 津川　信雄

株式会社　みちのく鑑定事務所 浅井　康光

青森ガス　株式会社 竹中　義道

株式会社　ヒロタ 廣田　達功

特定営利活動法人　恵の里 有馬　

青森太平洋生コン　株式会社 西川　芳

株式会社　アクトリー 齋藤　慶吾

株式会社　ページワン 木村　譲

生活協同組合　コープあおもり 小池　伸二

株式会社　青森廃棄物処理センタ― 西田　文豪

建築工房　アルファ　株式会社 和田　光裕

芝管工　株式会社 坂本　清昭

青森ギフト　株式会社 石岡　茂喜

東日本ライナー　株式会社 三上　亮人

株式会社　アール･エー･ビー映像 山　裕仁

株式会社　伊藤光建設 伊藤　幸生

青森ヒューマンシステム　株式会社 小笠原　賢

株式会社　のじり苑 鈴木　清友

株式会社　創芸企画 石田　完

株式会社　小池銘木店 小池　広志

有限会社　つゝみカメラ 田中　啓作

株式会社　ナガイ 松　孝司

新栄建設株式会社 橋場　徹

株式会社　冬木工業 冬木　武司

事　業　所　名

【青森市】



機密性2

令和4年10月31日

事業主氏名

新生測量計画　株式会社 西谷　恭輔

有限会社　蝦名商事 蝦名　明雄

青森べッカー　株式会社 西潟　博美

佐藤電気計装　株式会社 佐藤　俊成

株式会社　セイホウ 成田　直美

株式会社　ＲＥＣＩＰＥ 神　康知

株式会社　北浜造船鉄工 細川　英邦

社会福祉法人　緑鴎会 前田　真澄

有限会社　北営設備工業 西　良次

有限会社　東虹 和田　秀一

千葉設備工業　株式会社 ﾁﾊﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

株式会社　ダイドー青森 倉内　栄次

社会福祉法人　徳誠園 風晴　賢治

有限会社　東洋工機プラント 岡本　幸男

青ガス興業　株式会社 對馬　真人

シンエー空調　株式会社 伊藤　建

有限会社　安保鉄筋工業 安保　多津子

有限会社　内山建築設計事務所 内山　直隆

障がい者就労支援事業所　株式会社　実 鳴　実

株式会社　マツダドライビングスクール青森 柳谷　恒次

株式会社　外川組 外川　正貴

青森合同青果株式会社 篠崎　真孝

株式会社　向後鐵工所 中　康裕

株式会社　白鳥プロパン 白鳥　五大

株式会社　日研工営 吉原　司

医療法人　養仁会 ｾｷﾔ ﾉﾘﾖｼ

三協クリーンサービス　株式会社 木村　英敬

有限会社　さいわいケアハウス 木村　親弘

株式会社　青森新生活互助会 清藤　哲夫

株式会社　川村商店 川村　克哉

公益財団法人　青森県育英奨学会 細越　友之

株式会社　サンライズモータース 森　直樹

株式会社　小山内板金製作所 小山内　喜代司

社会福祉法人 しらかば福祉会 しらかば保育園 小山内　孝

株式会社　ＤＥＮフードスペシャル 田中　晶

大中　株式会社 大中　謙治

青森県板金工業組合 小山内　喜代司

永沢食品工業　株式会社 永澤　奈々子

社会福祉法人　榮惣会 齋藤　貴子

事　業　所　名
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事業主氏名

社会福祉法人　申孝福祉会　申孝保育園 須藤　孝也

特定営利活動法人　青森県消費者協会 沼田　桃子

浪館安田福祉会　浪館保育園 秋元　喜榮四郎

株式会社　タケナカ 小野　均

社会福祉法人　桐の里 高橋　克彦

株式会社　丸正 鹿内　照子

青森県職員労働組合 藤田　正男

有限会社　和興電気 本堂　均

株式会社　宝来商事 小田桐　裕次

株式会社　内海青果 内海　弘次

株式会社　ハートケアサービス 前澤　久美子

株式会社　三協吹付 成田　正人

株式会社　測地コンサルシステム ｻｲﾄｳ ﾄｼﾐﾂ

三八五観光タクシ―　株式会社 田邊　豊

青森県土産販売　株式会社 古山　善弘

社会福祉法人　ぎんなん会 和田　隆司

ワイエス株式会社　ミッド事業部 吉田　昌孝

有限会社　ヘルシー 工藤　良一郎

青森木材次加工協同組合 澁谷　隆喜

株式会社　青森合浦日産 我　秀幸

東奥印刷　株式会社 佐藤　秀樹

株式会社　嶋津商店 ｼﾏﾂﾞ ﾋﾛﾕｷ

株式会社　青森クリーン 千代谷　義治

株式会社　青森共同計算センタ― 今　英己

かさい社会保険労務士事務所 西　一美

有限会社　ＡＸＩＳ 齋藤　耕正

株式会社　金竹成家 ﾅﾘｹ ﾏｻﾋﾛ

正覚寺 楠美　知剛

一般財団法人　青森県立中央病院協済会 伊藤　孝春

株式会社　アスモ 溝江　貴之

株式会社　幸成工業 成田　幸樹

東和管工　株式会社 工藤　孝幸

社会福祉法人　阿部野福祉会　まきば　保育園 山口　

協同組合　サンロ―ド青森 相馬　敏行

美加美興業　株式会社 三上　アキヱ

株式会社　尾崎運輸 成田　只義

社会福祉法人　若竹会　こども園瑞穂 工藤　勝清

一般社団法人　青森県漁港漁場協会 越善　靖夫

有限会社　渋谷空調 渋谷　廣光

【青森市】

事　業　所　名



機密性2
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事業主氏名

株式会社　メリーランド 原子　靖民

八甲田ロープウェー　株式会社 蝦名　正晴

Ｋ・フロスピ　株式会社 小枝　花奈

有限会社　テック 千葉　英三

東北カッタ―　株式会社 高橋　辰男

協和電気　株式会社 木村　賢

株式会社　建通新聞社 高橋　修

青森県農業協同組合中央会 阿保　直延

株式会社　中村組 中村　清治

青森ホーチキ　株式会社 港　勝治

有限会社　青森地盤研究所 西　つぎ子

公益社団法人　青森県トラック協会 木村　英敬

北日本管工業　株式会社 鈴木　敏宏

株式会社　千一ちんだ 中山　紀子

山建運輸　株式会社 山崎　治喜

有限会社　丸高　高橋蒲鉾店 高橋　俊勝

株式会社　ケアライフ青森 中畑　えり子

株式会社　大地エンジニア 松尾　強

社会福祉法人　清友会　特別養護老人ホーム外ヶ浜荘 奈良　秀則

株式会社　凰志興業 永澤　利昌

有限会社　小塚自動車商会 小塚　直人

友心工業　株式会社 中村　友幸

浅井建築サービス　株式会社 浅井　直子

幸心建装　株式会社 坂本　一也

株式会社　青い郷里 松山　留美子

有限会社　オフィス・ホールドオン 斉藤　朗

天内電気　天内　輝明 天内　輝明

株式会社　大谷製麺工場 大谷　卓司

有限会社　ナカシン産業 高坂　仁志

医療法人　内科おひさまクリニック 冨山　月子

日野建ホーム　株式会社 日野　匠

株式会社　青森サファイア 中嶋　嘉四蔵

株式会社　スリーキャニオン 三津谷　賢吾

社会福祉法人　若宮福祉会　つぼみ保育園 川村　由美子

株式会社　協同 佐々木　透

株式会社　蝦名商事 蝦名　正幸

株式会社　ジャパンフォアグラ 佐藤　佳之

株式会社　メイクホーム 原子　靖民

有限会社　ゼロシステムエンジニアリング 対馬　彰

事　業　所　名
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株式会社　上磯電気工業 久慈　惠子

陸奥の風　株式会社 橋　恵

株式会社　番地銘石 番地　常夫

将栄建設工業　株式会社 森　一志

社会福祉法人　森の都　戸山保育園 久保田　洋子

特定営利活動法人　明星会 渋川　直子

職業訓練法人　青森情報処理開発財団 小野寺　晃彦

株式会社　Ｉ．Ｓ．Μ 加藤　憲一

株式会社　鈴惣 鈴木　慶勝

株式会社　東奥ヂーゼル 鹿内　祥栄

青森通運　株式会社 倉内　信夫

青森県森林組合連合会 ﾎﾝﾏ ｲｴﾋﾛ

株式会社　開発技研 小笠原　都義

株式会社　ケアサークル 雪田　昇一

株式会社　バディーズ 一戸　英人

株式会社　日専連旅行センター 長内　利

八興電気　株式会社 藤本　麻子

特定営利活動法人　レスパイトハウスＷＡ 石岡　裕子

株式会社　エネルギーサービス青森 小鹿　学

株式会社　東奥メディアサポート 齋藤　徹

株式会社　東奥日報社 塩越　隆雄

げんき自動車　株式会社 三橋　元輝

医療法人　北翔会 北畠　滋郎

有限会社　イクス 高橋　学

エコテクノジャパン　合同会社 小枝　正尚

株式会社　花建 花田　隆宏

株式会社　エース塾 栗城　光子

有限会社　川よし 松崎　利夫

株式会社　ワイエスケイ情報システム 安藤　七郎

株式会社　早坂企画 早坂　龍一

有限会社　ふじ美容室 工藤　義

社会福祉法人　青森県社会福祉協議会 前田　保

株式会社　アール・エー・ビーベストメンテナンス 鷲尾　正人

税理士法人　ピーエフコンサルティング 猪股　博美

合同会社　つじ製麺所 　康志

有限会社　棟方運送 棟方　晃

株式会社　ＨＨＫピース 平井　芳和

株式会社　ＳＯＧＯ 田中　春輝

株式会社　佐々木運送 佐々木　唯夫

事　業　所　名
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事業主氏名

丸朋堀川建設　株式会社 小田島　直樹

有限会社　青森ルーフ 對馬　清政

マル商ガス株式会社 福原　啓文

株式会社　ダイキョウ 堤　文仁

有限会社　工藤建設 工藤　勝弘

株式会社　ソフトアカデミ―あおもり 木村　滋

青森県漁業協同組合連合会 松下　誠四郎

株式会社　住まいUPタッケン 川井　よし子

株式会社　シー・アンド・シー 中道　守仁

協同組合　タッケン 川嶋　勝美

株式会社　山本工業 山本　徳光

青森スバル自動車　株式会社 森　延廣

北日本フーズ　株式会社 三浦　将人

株式会社　堀川道路建設 堀川　浩二

有限会社　ツルヤ 肴倉　治

株式会社　市川土建 市川　勉

株式会社　山田組 山田　義正

一般財団法人　青森県薬剤師会食と水の検査センター 寺田　憲司

株式会社　青森建設工業社 松本　孝

アークコンサル　株式会社 来海　伸博

株式会社　高栄ダクト工業 高坂　恭人

エイ・スィーサービス　株式会社 村林　陽一

株式会社　大憲輸送 澤谷　憲

今・兼平税理士法人　今会計 今　良暢

有限会社　みちのく造園 玉熊　訓

三協運輸　株式会社 木村　英敬

株式会社　スポルタアオモリ 福士　大二

株式会社　ケア・プロモーション 安部　直裕

十和田工業　株式会社 藤森　憲

株式会社　富士清ほりうち 倉田　昌直

株式会社　シークホープ 入江　紀久子

有限会社　新世計画 中村　勤

今・兼平税理士法人　兼平会計 兼平　義弘

株式会社　マルカ工業 三上　晃

ダイシン建装　株式会社 桑原　

青森県農業信用基金協会 成田　勝治

社会福祉法人みつば会　青森山田こども園 木村　雅大

株式会社　丸勝水産 長谷川　博之

社会福祉法人　義栄会 小畑　敦

事　業　所　名

【青森市】



機密性2

令和4年10月31日

事業主氏名

有限会社　アルファサポート 西　諭

株式会社　ワイエスティ・イノベート 安田　真弥

株式会社　レセプター 増山　彩文千

勝又金属工業　株式会社 勝又　祐人

公益財団法人　青森県フェリー埠頭公社 藤田　昇

青森オフセット印刷　株式会社 三上　伸

青森空港ビル株式会社 貝守　弘

一般財団法人　棟方志功記念館 小野　次郎

株式会社　青森中央タクシ― 橋本　孝嗣

有限会社　ながしま 工藤　誠造

公益財団法人　青森県学校給食会 佐藤　宰

有限会社　サン･ケア 三上　章

有限会社　サン･ショウ 三上　志津子

株式会社　小鹿産業 小鹿　創

社会福祉法人　虹 西脇　巽

株式会社　ライフセーバーコーポレーシヨン 舘山　光浩

公益社団法人　青森県医師会 木　伸也

ホンダ青森販売　株式会社 三浦　慎史

株式会社　ＫＡＴＥＫＹＯ北海道・青森 瀧澤　雄

株式会社　丸石沼田商店 沼田　祐寛

株式会社　川島隆太郎建築事務所 川島　芳正

社会福祉法人　青森令和会 安田　真弥

ｔｉａｒａ　Ｃｏ　株式会社 藤田　理恵子

株式会社　フロントップ 松橋　史典

合同会社　Ｏｗｌ 小濱　俊明

社会福祉法人　みちのく白寿会 大村　守武

株式会社　シー・ワイ・ティ 菊地　千絵

宗教法人　青龍寺 織田　隆玄

株式会社　リビエラ 　喜代美

株式会社　青森ニューレック 小寺　浩一

トヨタカローラ青森　株式会社 大柳　康司

株式会社　業務サポートサービス 森山　建志

青森県火災共済協同組合 小枝　昭

公益社団法人　青森県看護協会 柾谷　京子

株式会社　ムラバヤシ 村林　陽一

株式会社　福士農園 福士　寛和

レイス治療院　青森西　工藤　光 工藤　光

株式会社　フレックスコーポレーション 加川　雄飛

有限会社　東邦設備 船水　剛

【青森市】

事　業　所　名



機密性2

令和4年10月31日

事業主氏名

株式会社　エス・ケー・コーポレーション 倉内　繁樹

株式会社　齋米建設 齋藤　浩寿

株式会社　神鉄筋工業 神　健一

株式会社　ケアネット 西村　卓也

有限会社　慶友建設 秋元　利政

株式会社　中正組 中村　正

株式会社　東信技研 対馬　悟

株式会社　武田建設 外崎　潤一

株式会社　渋谷組 鉄　謙一

株式会社　山崎建設 山崎　治喜

社会福祉法人　徳誠福祉会　小浜保育園 柿﨑　正明

有限会社　田中管工住設 田中　新一

株式会社　八甲建設 松本　人範

株式会社　大新興業 小笠原　次男
株式会社　アール・エー・ビー企画 鷲尾　正人

株式会社　洋電社 川山　孝二

株式会社　ヒロネン青森 鎌田　忍

有限会社　協栄会 嶋中　俊英

ハートエンジニアオフィス　株式会社 工藤　賀津夫

特定営利活動法人　ＮＰＯ婆娑羅凡人舎 佐藤　道留

社会福祉法人　青森県すこやか福祉事業団 本堂　一作

有限会社　佐藤クリ―ン 小倉　政人

株式会社　北大 秋元　採圭

丸大堀内　株式会社 堀内　剛博

青森市西部市民センター管理運営協議会 関　良

台由　株式会社 山田　健資

公益財団法人　鷹揚郷腎研究所　青森病院 鈴木　唯司

株式会社　フェニックス 小山内　源彌

株式会社　東北塗料商会 奈良　大樹

株式会社　丸大冷蔵 堀内　剛博

株式会社　アイシーシーコンピューターシステム 南　雄二郎

有限会社　ベストコーポレーション 加藤　文明

日乃出タクシー　株式会社 福士　靖子

太平ビルサ―ビス　株式会社 狩野　伸彌

ヤマメイ株式会社 相馬　孝志

社会福祉法人　徳誠福祉会　富田保育園 柿　純子

社会福祉法人　黎明会　ひなづる保育園 林　秀雄

幸福輸送　株式会社 齋藤　武男

特定営利活動法人　夢の里 太田　義光

社会福祉法人　敬仁会 丹野　智有

【青森市】

事　業　所　名



機密性2

令和4年10月31日

事業主氏名

有限会社　三永設備工業 小山内　豊

紅屋商事　株式会社 秦　雅秀

アップルハウジング　株式会社 櫻田　忠春

ＪＲ盛岡鉄道サービス　株式会社 柴崎　広行

青森農業協同組合 長谷川　春樹

株式会社　ヤマウ　鳥谷部商店 鳥谷部　眞実

株式会社　ヤマウ　鳥谷部臨港倉庫 鳥谷部　眞実

ア―ル・エ―・ビ―開発株式会社 山　裕仁

29事業所
事　業　所　名 事業主氏名

勝電気工業　株式会社 蛯沢　勝男

彦建設　株式会社 甲地　繁彦

東北建設　株式会社 蛯沢　公洋

株式会社　東部建設 岡山　政憲

株式会社　岡建設 岡山　孝

あぐりサービス　株式会社 髙橋　文雄

有限会社　谷内博英保険事務所 谷内　博英

株式会社　東北ミクロン 中山　登

社会福祉法人　上野福祉会　幼保連携型認定こども園　上野保育園 蛯名　聖治

社会福祉法人　こばと福祉会　幼保連携型認定こども園　乙供文化保育園 久保田　利子

二北開発株式会社 岡山　昭五

グリーン・ジ・アース　株式会社 村山　勝雄

社会福祉法人　栄光会　ハッピー保育園 竹内　真弓

幼保連携型認定こども園　中央ポプラ保育所 蛯澤　正雄

有限会社　佐々木建設 佐々木　勝

丸憲運輸　有限会社 原田　憲一

有限会社　大杉工務店 大杉　隆

特別養護老人ホーム　森の郷 漆畑　貴美男 

株式会社　岡山起業 岡山　武彦

株式会社アベシステム 阿部　和房

ゆうき青森農業協同組合 乙部　輝雄

有限会社　うめや商事 蛯名　浩司

有限会社　信栄工業 岡山　重信

社会福祉法人　恵徳会 沼山　助直

東管工業　株式会社 蛯沢　宮行

有限会社　大吉運輸 乙部　あい子

有限会社　小林建設 小林　隼

株式会社　中村建設工業 中村　やす子

【東北町】

【青森市】
事　業　所　名



機密性2

令和4年10月31日

事　業　所　名 事業主氏名

社会福祉法人　新生会　上北療護園 森川　選子

【七戸町】 21事業所
事　業　所　名 事業主氏名

株式会社　小又建設 八嶋　亮

株式会社　ゆう 増山　美津子

株式会社　サンヨーソーイング 横井　亭

株式会社　工藤組 番場　宗幸

青森県畜産農業協同組合連合会 山内　正孝

青森県七戸畜産農業協同組合 氣田　勉

七戸貨物　株式会社 石田　博也

石田産業株式会社 千葉　和夫

有限会社　タカヒロ 新山　貴広

有限会社　オバラ工業 小原　博文

株式会社　写真のオクヤマ 奥山　洋一

株式会社　はぁとふる 沼村　均

南部縦貫株式会社 横手　幸年

社会福祉法人　七戸町社会福祉協議会 中　幾治郎

株式会社　お菓子のみやきん 宮沢　一史

有限会社　オオサカ生コン 小坂　義貞

株式会社　ヘルシー加工センター 大鹿　達也

株式会社　Ｌｕｎａ 李沢　知也

医療法人　健仁会 山本　覺

株式会社　インテリア　ユニオン石源 石田　誠

有限会社　キューズテック 久保田　勝幸

9事業所
事　業　所　名 事業主氏名

株式会社　升澤組 千葉　いづみ

上野自動車　株式会社 上野　洋子

株式会社　STS北燈 市ノ渡　又廣

社会福祉法人　野辺地町社会福祉協議会 柴崎　民生

一般社団法人　野辺地町観光協会 中谷　純逸

有限会社　古沢清掃社 古沢　謙一

目時産業　有限会社 目時　慶造

野辺地町漁業協同組合 山縣　勝彦

有限会社　別当庵 佐藤　文雄

【野辺地町】

【東北町】



機密性2

令和4年10月31日

8事業所
事業主氏名

亀田　繁雄

太田　範行

畑山　智恵子

横内　亮

工藤　成峰

三津谷　輝雄

本堂　俊志

三津谷　明

7事業所
事業主氏名

社会福祉法人　平舘福祉会 永澤　公光

三厩観光開発株式会社 杣谷　徹也

社会福祉法人　外ヶ浜町社会福祉協議会 野藤　勝雄

株式会社　鈴木建設 鈴木　元就

山内建設株式会社 佐藤　学

田中　仁

尾野　敏

1事業所
事業主氏名

工藤　章愛

2事業所
事業主氏名

相内　喜久男

福士　孝行

平内町漁業協同組合

事　業　所　名

株式会社　東青設備工業

株式会社　太田建設工業

【平内町】

株式会社　福士建設

事　業　所　名

相内建設　株式会社

社会福祉法人　栄進福祉会　口広保育園

株式会社　大東建設

株式会社　工藤建設工業

株式会社　一矢産業

有限会社　グループホーム逢々

【蓬田村】
事　業　所　名

株式会社　横内　石油商会

【外ヶ浜町】
事　業　所　名

有限会社　誠栄建設

有限会社　真木工務店

【今別町】


