
475事業所
事業主氏名

上野・成田司法書士事務所　成田　實 成田　實

社会福祉法人　愛心会 中居　忠史

特定営利活動法人　障害者地域生活支援センターぴあ 橋　等

多摩川精機　株式会社　八戸事業所 関　重夫

三八五流通　株式会社 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ

はちえきペトロサービス株式会社 淡路　雅栄

三八五流通計算センター　株式会社 佐々木　光行

三八五ライン株式会社 高枝　亮介

三八五オートスクール　株式会社 佐々木　伸悦

三八五自動車整備工業　株式会社 三浦　光行

三八五観光　株式会社 泉山　裕

エイコウコンサルタンツ　株式会社 山内　一晃

株式会社　吉田産業 吉田　誠夫

三八五ロジステックス株式会社 新井山　政信

三浦建設工業　株式会社 三浦　隆宏

東邦開発土木　株式会社 ｾﾂﾀｲ ｼｹﾞｵ

八戸マナクリニック　岡田　元 岡田　元

株式会社　京谷電気 橋　誠

地代所建設　株式会社 地代所　久恭

寺下建設株式会社 寺下　一之

株式会社　石上建設 岩渕　仁

株式会社　田名部組 田名部　智之

小幡建設工業　株式会社 小幡　千裕

公財 ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼﾖﾝ協会 ﾒﾃﾞｲｶﾙｺｰﾄ八戸西病院 田中　由紀子

公益財団法人ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼﾖﾝ協会八戸西健診プラザ 田中　由紀子

公財ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼﾖﾝ協会介護老人保健施設はくじゅ 田中　由紀子

公益財団法人ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼﾖﾝ協会 ｼﾙﾊﾞｰｸﾘﾆﾂｸ 田中　由紀子

公財法人ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼﾖﾝ協会八戸看護専門学校 田中　由紀子

株式会社　ΙＮＤＥＰＥＮＤＥＮＣＥ 高木　登茂典

東復建設　株式会社 山田　慶次

株式会社　たいようヒューマンネットワーク 越後林　寛之

株式会社　根城グリーン建設 山下　英夫

八戸中央青果　株式会社 横町　芳隆

アクア設備　株式会社 若宮　岩男

株式会社　オートガード八戸 ﾂﾙｶﾞｲ ﾄｼｴｲ

株式会社　久保田電気工業社 久保田　寛

株式会社　清水電気 清水　泰博

株式会社　中栄建設 中村　稔彦

山田設備機工　株式会社 嶋守　隆夫

株式会社　曽我産業 曽我　浩昭

太平ビルサービス　株式会社　八戸支店 増田　敏

有限会社　浪岡設備工業所 浪岡　佳子

株式会社　塚原 塚原　安雅
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株式会社　フジカツ電設 藤田　晋吾

大館建設工業　株式会社 大館　修一

株式会社　サン　コンピュータ 三浦　克之

株式会社　ケーライブ 中野渡　高洋

南部電機　株式会社 ﾂｶﾊﾗ ﾀｶｼ

株式会社　立花建設 立花　佳寿

日本インシュアランス　株式会社 佐藤　学

株式会社　近田会計事務所 ｺﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

株式会社　石上苅田建設 古川　接子

株式会社　モトーレン青森 田下　親男

株式会社　サカモトアクエア ｻｶﾓﾄ ﾉﾘｱｷ

社会福祉法人　八戸市社会福祉協議会 田口　豊實

公益財団法人　八戸市総合健診センター 小林　眞

株式会社　三久工業 溝江　一史

有限会社　沢口建設 沢口　勝彦

北日本鍍金　株式会社 大志民　稔

北日本化工　株式会社 坂本　一

株式会社　日進電気 和田　智晴

株式会社　アストモスガスセンター八戸 川守田　利文

有限会社　マルコーいずもり 守　達幸

若野ホンダ販売　株式会社 若野　茂

太洋石油株式会社 福島　哲男

株式会社　第一ホーム 岩渕　義昭

合同会社　西尾経営管理事務所 西尾　和樹

ハード工業　有限会社 山形　虎雄

株式会社　吉田屋 吉田　広城

株式会社　葵工業 齋藤　貴之

南部木材　株式会社 工藤　義隆

八戸医療生活協同組合 中道　博章

畑中建設工業　株式会社 畑中　武久

社会福祉法人　ユートピアの会 鶴飼　寿栄

株式会社　Ｓｕｖａｉсａ 長沼　弘次

有限会社　マルコウ 中村　由美子

八戸商工会議所 河村　忠夫

三八五交通　株式会社 小笠原　修

小山建設工業　株式会社 ｺﾔﾏ ﾏｻﾐ

株式会社　ＨＹテック 小田　良之

東北容器工業　株式会社 　啓史

株式会社　開成建設 近藤　英夫

有限会社　コムカイミニポンプ 小向　龍悦

株式会社　ライフスタイルカンパニー 三河　幸夫

協和熱管理工業株式会社 柳田　諭

事　業　所　名

【八戸市】
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株式会社　新教育センター 細越　敏雄

協同組合　八戸管工事協会 坂本　憲昭

有限会社　村本水産 村本　信一

カーショップ日向　有限会社 日向　俊男

株式会社　岩沢測量コンサル 岩澤　進

株式会社　ピュアハート 出貝　一則

株式会社　マルチン ｵｻﾞｷ ﾃﾂｿﾞｳ

株式会社　玉屋眼鏡店 松橋　寿昭

株式会社　高橋工務店 橋　勢治

株式会社　ジーアイテック 春山　直樹

共立自動車工業　株式会社 ﾑﾗｲ ｼﾝｲﾁ

日産石材工業　株式会社 高坂　淳

株式会社　田中鉄工所 田中　寛

田中電気工業　株式会社 築舘　有

八戸市場運輸　株式会社 佐々木　明男

株式会社　興和 佐々木　公雄

株式会社　北奥設備 北向　秀幸

ヤマダイ興業運輸株式会社 大渡　光

フォレスト産業　株式会社 竹島　央統

株式会社　サトー防災 ｻﾄｳ ｼﾞﾕﾝ

株式会社　東北基礎調査 川島　龍也

株式会社　サイトウフーズ 斎藤　範夫

有限会社　渡辺組 渡辺　政幸

株式会社　マルヌシ 地主　陽一

有限会社　モトイ 對馬　基

株式会社　シェルビー 尾形　亮

株式会社　なら弥 館　亜紀

リジョナスタッフ　株式会社 鈴木　進

有限会社　丸森運送 森　実

新光印刷　株式会社 上野　良範

株式会社　トーショー 加藤　範尚

みちのく興業　株式会社 飯田　和雄

株式会社　豊巻建設 豊巻　祥男

株式会社　昴造園建設 長根　志郎

株式会社　イーエス電気 畑中　寿之

社会福祉法人　みろく会　明星こども園 澤口　公孝
杉村建設工業株式会社 ｽｷﾞﾑﾗ ﾖｳﾀﾛｳ

社会福祉法人　浅吉の会　第二さえずりの森 杉本　誠一

株式会社　オダプリント ｵﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

【八戸市】
事　業　所　名



令和4年10月31日
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有限会社　山水設備 山田　修也

株式会社　菅原ディーゼル 菅原　章夫

株式会社　川端重機興業 上村　浩貴

株式会社　ベジフルエイト 松原　邦雄

株式会社　山村陽一葬儀店 山村　益広

医療法人苫米地レディースクリニック 苫米地　怜

株式会社　功和産業 舘　功悦

熊谷眼科医院　熊谷俊一 熊谷　俊一

株式会社　北栄技興 箕川　耕太郎

株式会社　壬生設備 壬生　八十仁

カクイ貨物急送　有限会社 近藤　武徳

株式会社　中長印刷 中村　正明

株式会社　協栄建設 田沢　妙子

有限会社　工藤板金工業 工藤　亮夫

有限会社　フロンティア食品 秋山　泰子

あさざか建材工業　株式会社 浅坂　浩之

三信包装　株式会社 石井　浩太郎

有限会社　庭板金工業 庭　勝也

社会福祉法人　めぐみの邑 小瀬川　弘倫

三八城サポート　有限会社 石橋　博仁

有限会社　加藤鉄工 加藤　弘紀

株式会社　ヒグチ ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ

株式会社　舘建設コンサルタント 舘　良和

有限会社　東北共栄運輸 小林　幸男

社会福祉法人清和会　テレジア保育園 須川　和子

株式会社　リスクマネジメント 佐々木　秋子

社会福祉法人　徳政会 岩岡　丈太

第一清掃　株式会社 石橋　忠二郎

株式会社　伊藤建設工業 山内　英徳

株式会社　岩岡 岩岡　隆雄

内丸会計　税理士法人 名久井　信平

西浦水道建設工業　株式会社 小川　洋一郎

株式会社　下舘組 下舘　幸治

社会福祉法人　たんぽぽ会虹の丘保育園 小林　ミツヨ
株式会社　らぽーるけあ 斎藤　勉

広和計装　株式会社 三浦　幸

株式会社　ワイエスエナジー ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞｵ

株式会社　マエバラ 前原　俊彦

有限会社　井河石油 ｲｶﾞﾜ ﾐｶｺ

【八戸市】
事　業　所　名
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社会福祉法人　愛清会　認定こども園　木の実園 小林　周子

東和警備株式会社 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾗ

有限会社　八戸調剤薬局センター 大屋　大

八戸陸送　株式会社 佐々木　秀男

株式会社　溝口電気 溝口　秀秋

有限会社　マルゲン水産 源波　信一

東北青果　株式会社 加藤　善信

株式会社　林材センター 工藤　由美子

株式会社　グランフォート 差波　圭司

株式会社　スマーティ 佐々木　哲也

社会福祉法人桐の葉会　桐の葉保育園 大澤　博義

環境設備開発株式会社 高橋　一二三

株式会社　アップワード 松倉　大悟

株式会社　菓子卸センター坂下商店 坂下　静香

くまさか歯科　熊坂　覚 熊坂　覚

株式会社　ユーアイソフトウェア 濱端　明人

株式会社　水晶堂 小野寺　太朗

社会福祉法人　俊公会 河原木　一郎

社会福祉法人　育幼会　河原木中央こども園 田名部　一成

社会福祉法人　桔の会　桔野保育園 田頭　直門

株式会社　上村保温 上村　克彦

中発テクノ　株式会社 柴　晴彦

医療法人　八戸整形外科 朴　鍾大

中当建設　株式会社 中村　久成

有限会社　岩織電装サービス 岩織　貴博

下沢食品　株式会社 下沢　靖子

有限会社　まるやま塗装工業 丸山　まり子

有限会社　田中ゴム産業 田中　孝一

株式会社　北日本ハーバーインダストリー 椚原　大輔

株式会社　三八緑化技術 一ノ渡　和宣

八戸臨海鉄道　株式会社 秋野　貴司

有限会社　苅田工業 苅田　恭孝

合資会社　伊吉書院 伊藤　篤
社福法人藤巴会　幼保連携型認定こども園むつみ保育園 田　和哉

株式会社　松橋不動産 松橋　里実

株式会社　畑中造園土木 畑中　一輝

株式会社　小向左官工業 小向　龍悦

株式会社　河原木電業 河原木　也

有限会社　南郷断熱 澤井　勝吉

八戸農業協同組合 山美　喜正

八戸液化ガス　株式会社 平野　薫

【八戸市】
事　業　所　名
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株式会社　エコブリッジ 中里　明光

株式会社　なかやま ﾅｶﾔﾏ ﾖｼｵ

株式会社　島守ダクト 島守　英樹

吉田建設　株式会社 吉田　浩士

株式会社　エアーテック 千田　正

株式会社　ハチカン 小笠原　一芳

株式会社　大成計装 小嶋　智昭

株式会社　佐々木組 佐々木　悦郎

有限会社　佐々木興業 佐々木　悦郎

有限会社　ビジネスマインド 近田　雄一

株式会社　トーニチ 林　克巳

株式会社　長勝板金工業 ｼﾏﾜｷ ﾀｶｼ

合名会社　菓子処　丸美屋 若山　忠義

株式会社　大明 田中　史

並木燃料　株式会社 並木　久代

有限会社　荒道工務店 荒道　正志

有限会社　門口商店 門口　榮吉

有限会社　古里 古里　博世

株式会社　エコ・テクノロジー・クリエイト 西野　徹

三恵電装　有限会社 橋本　光功

株式会社　ケーパル 古川　一司

岩谷組　有限会社 岩谷　浩

三並建設　株式会社 三並　圭三

泰信電気工業　有限会社 久保田　寛

有限会社　ケーピーエスあおもり 中嶋　久

有限会社　月金百貨店 月舘　光男

有限会社　東興防水工業 大久保　英樹

有限会社　法面開発 沢藤　義明

株式会社　高砂重工 ﾀｶｻｺﾞ ﾐﾂﾋﾛ

有限会社　船木工業 船木　幸枝

株式会社　トップテクノ 田名部　裕雅
株式会社　きれいや 中里　豊

株式会社　吉田システム 黒澤　祥雄

有限会社　シーエーオー 千田　道雄

八戸製氷冷蔵　株式会社 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾁｳｴﾓﾝ

有限会社　山千　岩村商店 岩村　和夫

宝成食品　株式会社 河村　隆衛

有限会社　類政設備工務店 大久保　純之

島守経営労務事務所　島守　雅之 島守　雅之

コスモ機電　株式会社 ﾆｲﾉ ﾀｶｱｷ

とうざい　株式会社 蛇口　和憲

【八戸市】
事　業　所　名
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事業主氏名

八戸リサイクルセンター株式会社 接待　一雄

八戸塗料販売　株式会社 西川　禎

株式会社　なの花東北 赤石　正志

有限会社　マルイワ　岩舘工務店 岩舘　堅三

協和通信株式会社 吉野　剛一郎

株式会社　ビエント 大坂　麻美

株式会社　サンライズ 庄司　敏男

有限会社　ふくだて 福舘　哲夫

社会福祉法人　サポートセンター　虹 湖東　正美

東奥　マイクロシステム株式会社 田村　裕子

税理士法人　恒輝　八戸経営会計事務所 川　弥生

株式会社　浅利研究所 浅利　圭吾

株式会社　大入・神子澤会計 神子澤　章裕

株式会社　スギモトデンキサービス 杉本　忠志

医療法人　あおもりデンタルケア 宮川　聡文

株式会社　中柏食品 菅野　英楽

公益財団法人　こころすこやか財団 松倉　典子

株式会社　光建設工業 堀　好行

医療法人　継心会　はちのへハートセンタークリニック 菊池　文孝

株式会社　日本システム 小泉　邦男

社会福祉法人　友の会 大嶌　泰雅

高木クリニック　高木　伸也 高木　伸也

大里脳神経リハビリテーションクリニック 大里　孝夫

社会福祉法人　エンゼル福祉会 神田　稜子

株式会社　岩舘建設工業 岩舘　利雄

エイト技術　株式会社 佐藤　富一

有限会社　タック 上村　愛子

株式会社　大成エンジニア 谷井　誠
株式会社　二本木油店 二本木　憲一

有限会社　八戸自工 坂本　三男

萬齋　株式会社 齋藤　賢吾

有限会社　後村建具工場 後村　克美

株式会社　泉塗装工業所 泉　仁志

有限会社　八戸保険調剤薬局 六郷　州夫

宗教法人　引八幡宮 ﾂｸﾀ ﾄｳﾀﾛｳ

有限会社　松橋大工設計 松橋　稔

東洋産業　株式会社 田畑　政一

八戸トーヨー住器株式会社 牛木　秀

有限会社　古川不動産 小瀬　清哉

株式会社　藤田捕鳥 藤田　浩昭

有限会社　ＴＥＲＡＳＡＷＡ 大橋　江利子

【八戸市】
事　業　所　名



令和4年10月31日

事業主氏名

有限会社　角田通信工業 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾛﾐ

株式会社　成田レンガ工業 成田　宏

有限会社　とやべ設備企画 鳥屋部　一

医療法人　仁泉会 田中　由紀子

東北水産　株式会社 小知和　英子

株式会社　高崎鉄工所 ﾀｶｻｷ ﾉﾘｱｷ

社会福祉法人　一好会 小澤　本江

社福法人橘香会幼保連携型認定こども園ほうりん保育園 吉田　章雄

株式会社　丸勝木材 獅子内　富衛

八戸燃料　株式会社 小井田　和哉

株式会社　ニツコーケン 吉田　誠夫

有限会社　清水ダクト 清水　吉夫

社会福祉法人　白菊会　白山台保育園 菊地　倫子

株式会社　アヴァンティ 高松　富男

山和機器産業株式会社 山内　元一

テクノボイラ　株式会社 東海林　克見

有限会社　名章建設工業 名久井　章宏

社会福祉法人　秋桜会　湊高台こども園 加賀　武夫

株式会社　安藤左官工業 安藤　隆

有限会社　小向総合保険事務所 小向　猛徳

社会福祉法人　浅吉の会 杉本　誠一

社会福祉法人　愛育福祉会　上田面木こども園 舘　宣亨

有限会社　小笠原斫り工業所 小笠原　金之助

佐々木総業　株式会社 佐々木　啓二

株式会社　高橋製作所 田中　健二

株式会社　ホテルリバティヒル 岩岡　徳衞

協同組合　八戸総合卸センター 川　益美
ウェルネスワーク　株式会社 西尾　和樹

有限会社　ル・スゥブラン 蛯名　啓悦

株式会社　ディメール 木村　興

アールテック　株式会社 類家　伸一

水晶米あおもり事業協同組合　八戸支社 河村　忠夫

株式会社　朝日設備 板橋　信

株式会社　セイシンハイテック 金田　功治

株式会社　とらや 寅谷　惠美子

株式会社　ヤサカ 松本　剛典

医療法人　浅水眼科 橋　奈美子

荒建材建設株式会社 荒屋敷　拓人

日成電設　株式会社 田名部　成人

トークホーム　株式会社 獅子内　健

一般社団法人　ユニバーサルネット 山下　博

事　業　所　名

【八戸市】



令和4年10月31日

事業主氏名

有限会社　こいけ薬局 小池　文子

サンセキュリティ　株式会社 原　光成

八戸缶詰　株式会社 野田　一夫

株式会社　テックサポート 玉川　隆

株式会社　デーリー東北新聞社 荒瀬　潔

有限会社　カネマタ佐々木 佐々木　啓吉

有限会社　インテリアなかむら 中村　淳一

DALI　株式会社 番場　省吾

株式会社　若本住設 若本　正彦

有限会社　カークリニック八戸 岩藤　利啓

株式会社　エッグプランニング 倉本　博幸

みちのく飼料　株式会社 坂本　修一

八戸ガス　株式会社 木下　哲造

株式会社　東北総合研究社 工藤　聖也

日通八戸運輸　株式会社 根上　岳

東北飼料　株式会社 平内　剛

社会福祉法人　愛清会　認定こども園　三島保育園 小林　周子

有限会社　山協電気工業 山田　操

社会福祉法人　スプリング 菅原　英保

互光産業　株式会社 梅内　利哉

株式会社　八幡建設 中野　邦彦

株式会社　ニシキデザイン 吉田　賢治

有限会社　高建技装 高松　繁志

有限会社　恵不動産 松山　弘司

株式会社　ミライフル 張間　翔

株式会社　カイハツ生コン 大野　博男
有限会社　清水鉄工所 清水　健二

有限会社　ビルドサポート 河原木　雅則

文化タクシー　株式会社 田　幸一

（社）白銀会　軽費老人ホーム　八戸グリーンハイツ 荒川　重雄

株式会社　八戸科学 菅原　博

社会福祉法人　倫青会 青木　惠子

有限会社　倉成　会計事務所 倉成　磨

株式会社　吉田レミコン 吉田　誠夫

有限会社　クリーニングイルカ 平山　秀司

エム・ピー・エム・オペレーション　株式会社 佐藤　啓一

有限会社　サウンドクリエイト 久保田　幸造

株式会社　東京ドレス 手計　厳

株式会社　文明シャッター 川村　雄蔵

有限会社　サンライズ 西村　博義

株式会社　ワイエスオート 吉田　誠夫

【八戸市】
事　業　所　名



令和4年10月31日

事業主氏名

ニワ電機産業株式会社 仁和　政志

八戸紙業　株式会社 平塚　高行

株式会社　オリエンタルファーム 高野　英夫

医療法人　小春会 和田　潤郎

株式会社　東北大喜商事 木村　光宏

有限会社　八戸メディカルサービス 佐藤　綾子

株式会社　昭光製作所 角　初男

株式会社　リブライズ 下沢　貴之

エム・ピー・エム・王子ホームプロダクツ　株式会社 上谷　泰信

八菱興業　株式会社 平塚　高行

社会福祉法人　寿栄会　特別養護老人ホーム　寿楽荘 田名部　厚子

有限会社　ヤマザキ 山　敏子

東洋ラベル　株式会社 石川　裕一

八戸事務機販売　株式会社 玉井　一

有限会社　七味家 北川　友行

エムエス工業　株式会社 河村　俊一

医療法人　仁泉会　妙水苑デイサービスセンター 田中　由紀子

第一会計税理士法人 小林　幹夫

株式会社　山匠電気工業 山子　泰典

三富産業　株式会社 安井　良二

マルハチ建設工業　株式会社 工藤　康也

社会医療法人　松平病院 北條　敬

八戸通運　株式会社 林　秀典

有限会社　佐藤鉄筋興業 佐藤　幸治

株式会社　清掃センター 笹垣　陽子

株式会社　清掃テクノサービス 中嶋　

有限会社　サン・ヘルス 岩間　香苗

アンデス電気　株式会社 安田　年孝

社会福祉法人　合歓の会　下長こども園 荒谷　祥輔

合同会社　ゆめぷらす 岩藤　裕樹

株式会社　ティーエムライン 倉岡　美紀

社会福祉法人　はまなす会　認定こども園　千草保育園 高橋　敬子

音喜多運送　株式会社 大沢　賢一

八戸タクシー　株式会社 三浦　浩

社会福祉法人　清水会　しみず保育園 清水　重行

タナカホーム　株式会社 金田一　光徳

社会福祉法人　白銀会　さめ保育園 荒川　重雄

有限会社　黒坂電気工業 古舘　浩之進

株式会社　八戸電工 松原　明司

丸八工機　株式会社 小笠原　

【八戸市】
事　業　所　名



令和4年10月31日

事業主氏名

株式会社　東建設計 中里　義範

株式会社　コサカ・ライフサポート 小坂　忍

丸八商事株式会社 接待　健一

株式会社　金入 金入　健雄

株式会社　香月園 橋本　正

北日本機械金属株式会社 小野寺　泰博

社会福祉法人慶佼福祉会　こざくら保育園 笹本　諭

社会福祉法人　春暉会　認定こども園七色のみち 下斗米　倫明

株式会社　アンカー 天摩　真彦

東北建機工業　株式会社 西浦　孝

株式会社　橋文 橋本　博文

株式会社　フラワーショップ花誠 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾖｷﾁ

有限会社　マズミタイル商会 菅原　有紀子

信和工業　株式会社 佐々木　和雄

株式会社　やち電器 谷地　宣江

有限会社　永幸園 吉田　勝美

北日本海事興業　株式会社 椚原　大輔

株式会社　アイテックシステム 和田　真

八戸船舶電機　株式会社 嶋　邦之

株式会社　コサカ技研 小坂　明

社会福祉法人　育生会　こばとこども園 飯田　雄一

穂積建設工業　株式会社 石亀　晶丈

有限会社　北冷工業 向井　功子

三菱製紙エンジニアリング　株式会社 星野　義晃

アイラック　合同会社 小笠原　省造

有限会社　松浦工業所 磯嶋　聡美

有限会社　立花電設 立花　浩人

株式会社　佐々木隆蔵商店 佐々木　智之

天馬株式会社　八戸工場 齋藤　泰勝

株式会社　協和医療器 小野寺　俊弥

株式会社　杜設計事務所 工藤　裕幸

株式会社　NEWS　Agency 蛯名　義明

株式会社　大角建設 角　智憲

有限会社　東北国際芝生 中川原　光夫

医療法人　柏陵会 荒井　久典

有限会社　栄進工業 桜井　英司

大東印刷　株式会社 小笠原　良誠

株式会社　東栄 小林　弘文

有限会社　東北ビル綜合管理八戸支店 浅香　雅子

株式会社　八戸テレビ放送 大久保　修

【八戸市】
事　業　所　名



令和4年10月31日

事業主氏名

東北臨海興業　株式会社 澤藤　孝之

東北ビルサービス　株式会社 倉成　諭

南部青果　株式会社 石塚　達

兵庫クレー　株式会社　八戸工場 根岸　誠

有限会社　県南製作所 佐藤　富幸

社会福祉法人　桂堂会　桂堂学園 藤森　喜一郎

社会福祉法人　秋葉会　八太郎山療護園 高橋　秀磁

株式会社　アカイシ 伊勢　義信

三和電業　株式会社 小笠原　雅昭

みなと興業　株式会社 佐々木　和夫

有限会社　マルイ運送 松倉　一彦

五戸水産株式会社 五戸　睦子

極洋食品　株式会社　八戸工場 伊藤　文紀

八戸酒造　株式会社 駒井　庄三郎

株式会社　サンデー 川村　暢朗

有限会社　新和運送 小坂　信也

株式会社　はちのへ東奥朝日ソリューション 亀橋　進

有限会社　柏崎清掃社 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄﾖ

合同会社　ＣＯＣＯＺＯ 北向　康大

株式会社　ドリーム・ワークス 亀橋　進

株式会社　ササキハウジングカンパニー 佐々木　雅史

株式会社　ＢＬＵＥ８ 山田　眞志雄

社会福祉法人　桂堂会　旭ヶ丘こども園 藤森　喜一郎

青葉水道サービス　有限会社 荒川　伸也

ハロックス　株式会社 小野寺　良男

社会福祉法人一心会　城下保育園 横田　忠

株式会社　みちのく庭園 橋本　静一

131事業所
事業主氏名

田中建設　株式会社 田中　大文

株式会社　福萬組 井上　馨

株式会社　トワ･フィナンシャルサポート 山崎　晃裕

田中車輌　株式会社 野田　誠二

青森みちのく警備保障　株式会社 蛯沢　達彦

株式会社　中達組 中野渡　勝孝

南部建設　株式会社 ﾀｹｶﾞﾊﾗ ﾐﾉﾙ

田中建設工業　株式会社 田中　進

上北建設　株式会社 田島　一史

株式会社　舛沢興業 舛沢　一

【八戸市】
事　業　所　名

事　業　所　名

【十和田市】



令和4年10月31日

事業主氏名

青森ニチレキ　株式会社 對馬　英幸

社会福祉法人　福祉の里 山本　孝司

株式会社　中綱組 ﾊｶﾞ ﾖｼﾋﾛ

株式会社　田中組 田中　俊次

株式会社　大阪 大坂　陽一

紺野建設　株式会社 奥山　勝茂

株式会社　竹達建設 竹達　大輔

新産レミコン　株式会社 若沢　勝利

株式会社　オキタ工業 起田　芳夫

旭商事　株式会社 ｻﾜﾒ ﾏｻﾄｼ

東陽工業　株式会社 川村　義彦

株式会社　みどり 岡田　寛紀

丸井重機建設　株式会社 丸井　哲人

株式会社　エフピー 秋田　洋明

株式会社　工組 中野渡　悟

株式会社　エイ　ジェイ　アイ ｻｲｼﾀ ｷﾖｳｺ

株式会社　高村保険事務所 高村　道拓

佐々木建設株式会社 佐々木　栄一

有限会社　大柳新聞店 ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾔｽﾐﾂ

特定営利活動法人　十和田馬主協会 佐藤　清

株式会社　わかもと 若本　直一

株式会社　明山車輌 明山　岩弘

有限会社　共栄食品 三浦　信義

十武建設　株式会社 赤坂　憲孝

青森電気工業　株式会社 畑中　健一

有限会社　シラヤマ自動車販売 白山　末富

株式会社　新川電気 ｱﾗｶﾜ ﾂﾖｼ

株式会社　小川鉄工 小川　亮

株式会社　十和田ビルサービス 今泉　湧水

髪師ジパング　黒沢　誠一 黒沢　誠一

一般財団法人　十和田市体育協会 古舘　仁

株式会社　タイシフレッシュサービス 梅内　壱

一般社団法人　日々木の森 立崎　文江

程川電気工事　株式会社 程川　竜児

宗教法人　日本基督教団三本木教会　ひかり保育園 太田　望

有限会社　十和田浄化槽センター 竹達　幸雄

株式会社　日本の窓 中野渡　利八郎

株式会社　泉電気工事店 泉　佳樹

社会福祉法人　純心会　まるくこども園 進藤　昭仁

有限会社　アート印刷 太田　格道

【十和田市】
事　業　所　名



令和4年10月31日

事業主氏名

株式会社　エコ・ドルフィンズ 金野　賢一

株式会社　マルヤマ 大和　英樹

稲生川土地改良区 丸井　裕

社会福祉法人　十和田市社会福祉協議会 江渡　恵美

株式会社　ササキコーポレーション 佐々木　一仁

平野商事　株式会社 平野　治彦

十和田おいらせ農業協同組合 畠山　一男

有限会社　インテリア　ヌマタ 沼田　磨

有限会社　ミウラ創建 三浦　敏明

益川商事　株式会社 益川　毅

東陽測量設計　株式会社 中野　慎一

株式会社　小原工業 小原　一博

有限会社　中善建設 中村　善一郎

トマベチ　株式会社 苫米地　静枝

有限会社　トマシン 苫米地　秋男

有限会社　県南設備工業 山田　靖博

十和田アグリ　株式会社 竹ケ原　直大

有限会社　竹ケ原農産 竹ケ原　直大

有限会社　サンポウ 古賀　崇

有限会社　谷島電気 谷島　明裕

株式会社　日商 ｹﾀ ｹﾝｼﾞ

南部シビルコンサルタンツ　株式会社 戸來　敏夫

有限会社　長山電設 長山　利明

有限会社　上道歯科技研 上道　秀世

有限会社　ニタドリ 似鳥　明徳

株式会社　カネキ 似鳥　明徳

株式会社　齊下商店 齊下　勝弘

有限会社　メイプル調剤薬局 小原　範子

有限会社　共栄社 滝田　隆

有限会社　協栄企画 中野渡　政男

岡和人税理士事務所　岡　和人 岡　和人

沢目電気工事　株式会社 沢目　日出紀

株式会社　十和田北日産 下平　幸司

医療法人　仁泉会　おしどりの里 田中　由紀子

有限会社　奥入瀬フーズ 小笠原　臣代

株式会社　クリオ農材 中野　勢大

ビッグプレイン　株式会社 平野　訓弘

株式会社　成田設備 成田　一郎

株式会社　ライアベック 相間野　秀樹

株式会社　遠藤商店 遠藤　津恵

【十和田市】
事　業　所　名



令和4年10月31日

事業主氏名

管設備工業　株式会社 菅　文昭

株式会社　三光ボルト 下久保　勝夫

株式会社　クドーモータース 工藤　博

有限会社　佐々木スチール工業 ｻｻｷ ﾀｶｼ

有限会社　坂田測量 金浜　悟

株式会社　貝塚内装 貝塚　武義

有限会社　サトムラ 里村　雄

株式会社　白山工業 白山　春男

十和田商工会議所 今泉　湧水

ミニストップ十和田北里大学店 武田　広樹

丸運十和田運送　株式会社 小笠原　和彦

有限会社　十美商事 横町　芳隆

十和田青果　株式会社 坂田　真也

株式会社　プロスタッフ 町屋　明

株式会社　山丙 山田　悦子

社会福祉法人　生きがい十和田 山端　政博

特定営利活動法人　おいらせサポートハウス　Ｋの家 服部　知子

竹ヶ原興業　株式会社 竹ヶ原　治

中沢水道設備工業　株式会社 中沢　智善

有限会社　アーティスター 増山　真弥

有限会社　川村林業 川村　よしゑ

社会福祉法人　新生会　あかまつ園 森川　選子

社会福祉法人　至誠会　第二白菊保育園 阿部　洋子

株式会社　岩間印刷 岩間　惠美郎

滝内建設　株式会社 滝内　幹雄

ササキ石油販売株式会社 佐々木　千佳子

田中商工　株式会社 田中　大文

有限会社　高級呉服おゝ田 太田　尚克

白浜水道　株式会社 白浜　達人

有限会社　朝日商産 秋田　勇

株式会社　上道建設 上道　達也

有限会社　オーエイシー 小笠原　俊実

浜田重機　株式会社 浜田　光宏

株式会社　畠山産業 畠山　徳陽

有限会社　たかや 三山　照子

新成運輸株式会社 雇地　三起

とわだ耳鼻いんこう科医院 小笠原　眞

社会福祉法人　至誠会　救護施設　まことホーム 菅原　学

【十和田市】
事　業　所　名



令和4年10月31日

事業主氏名

株式会社　宮本建材 宮本　孝

株式会社　石川設計 石川　隆大

さとる整形外科クリニック　東　大 東　大

【三沢市】 66事業所

事業主氏名

一般財団法人　三沢市公園緑化公社 田村　斎

東興電気　株式会社 高橋　秀一

株式会社　小坂工務店 小坂　仁志

株式会社　シモクボ 蛯名　佐知子

太洋電設株式会社 阿部　惠美子

山大運輸　株式会社 山　彰久

有限会社　中村建設 中村　陽平

有限会社　睦建設 伊東　睦

株式会社　下久保建材店 ｼﾓｸﾎﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

株式会社　サンロク 下久保　和成

有限会社　三福工務店 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ

有限会社　小向製菓 小向　優一

有限会社　ループ 田嶋　さきの

株式会社　青北建設 附田　久志

寺下運輸倉庫株式会社 小比類巻　健

株式会社　三沢浄化槽清掃センター ｵｵｻﾜ ﾄｷｵ

鈴木建設工業株式会社 花田　仁

有限会社　田中水道工業所 田中　修

有限会社　寿商事 佐々木　スミ子

おいらせ農業協同組合 沖澤　繁弥

株式会社　中屋敷建設 ﾅｶﾔｼｷ ﾖｼﾐ

太洋舎商事　株式会社 山本　富士子

有限会社　吉田工機 吉田　幸司

株式会社　雅 東　環

有限会社 つたや会館 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｷｵ

有限会社　坂本興業 坂本　稔

株式会社　ベジポスト 小向　勝司

社福三川目福祉会幼保連携型認定こども園三川目保育園 渡辺　長一

有限会社　加澤商店 加澤　悦子

ニッコーム　株式会社 山道　卓也

株式会社　萬誠堂 佐々木　伸芳

社会福祉法人　大津福祉会　おおつ保育園 高橋　高男

【十和田市】

事　業　所　名

事　業　所　名



令和4年10月31日

松本商店　合同会社 松本　学

株式会社　朝日印刷 小笠原　良誠

株式会社　青建設計 相場　博

一般財団法人　仁和会　三沢中央病院 小鹿　和子

株式会社　石岡燃料スポーツ 石岡　通秀

株式会社　木組工務店 新山　聖将

株式会社　日幸保険 田　政幸

医療法人　よしだ歯科医院 吉田　悦子

株式会社　セイコー工業 類家　正行

株式会社　依颯 大橋　東輝

南電気工事　株式会社 南　秋悦

スカイプラザミサワ　株式会社 月舘　学

社会福祉法人　若竹会　平畑こども園 小檜山　準子

株式会社　川賢 川村　高明

株式会社　川村農場 川村　高明

有限会社　菅原土木工業所 菅原　伸一

有限会社　宮野燃料 宮野　楠見

株式会社　出雲 相田　喜一郎

株式会社　マスダ 田中　圭

青い森総合建設　株式会社 橋　佑

有限会社　畑山架設工業 畑山　慎吾

有限会社　東奥日報中田販売店 中田　民元

有限会社　ダスキン三沢 佐々木　キヨ子

株式会社　オリワン 一戸　栄司

社会福祉法人　希望 吉田　耕悦

有限会社　新生ビル管理 小笠原　拓也

株式会社　グリーンテクノ 工藤　幸男

有限会社　堀左官工業 堀　利也

有限会社　堀ガソリンスタンド 堀　利也

AMB　株式会社 丹治　恵久子

一般財団法人　三沢市自治振興公社 岩舘　健

育栄管財　株式会社 月舘　学

東北ニュークリア株式会社 天野　晋

三沢市商工会 古間木　勝弘

32事業所
事業主氏名

東北山田車体工業　株式会社 中村　仁

特別養護老人ホーム さくら荘 高橋　紋子

有限会社　若宮造園 若宮　正敬

株式会社　沢田建設 澤田　このみ

株式会社　五戸会館 岡村　悦雄

【五戸町】
事　業　所　名



令和4年10月31日

事業主氏名

株式会社　グローバルフィールド 保坂　梨恵

株式会社　秀栄社印刷 田中舘　公男

三八地方森林組合 桑原　一夫

農事組合法人　くらいし 田中　淳一

コムラ醸造　株式会社 小村　彰夫

社会福祉法人　五戸町社会福祉協議会 向山　裕

株式会社　大西組 大西　博

株式会社　サンライズ･エンジニアリング 赤坂　太樹

医療法人　トリプルウィン 松尾　紘吾

有限会社　長根食品サービス 新井山　雅代

株式会社　橘機工 橘　賢志

株式会社　秀栄工業 橘　昭秀

有限会社　ケア・スマイル 古川　富史

株式会社　大山建工 大山　重則

株式会社　川村土木 川村　義明

金沢商事　株式会社 ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾝｿﾞｳ

有限会社　三貞 三浦　貞行

佐々木建設　有限会社 佐々木　泰賢

有限会社　ダイワサービス 横手　幸年

三八五観光ハイヤー　株式会社 片野　弘司

有限会社　藤田工務所 藤田　竹志

公益財団法人　五戸町スポーツ振興公社 大久保　均

合同会社　しんぶんや 坂本　桂介

社会福祉法人　生活･文化研究所　移山寮 大西　一男

社会福祉法人　素心の会 大西　一男

社会福祉法人吉幸会　特別養護老人ホームひだまり 新井田　壽弘

株式会社　頭久保 頭久保　幸宣

31事業所
事業主氏名

柏崎　尚久

沖野　賀庸

山崎　隆男

淨法寺　朝生

小笠原　國男

澤口　潤二

市村　俊満

上田　友司

下道　康夫

吉田　絹恵

成田　ユミ

【五戸町】
事　業　所　名

株式会社　Jサポート

桃川　株式会社

社会福祉法人　友謝会　下田こども園

社会福祉法人　若駒会

株式会社　おいらせ輸送

社会福祉法人　木崎野福祉会　幼保連携型認定こども園　おおぞら保育園

幼保連携型認定こども園　あゆみ保育園

【おいらせ町】

株式会社　柏崎組

株式会社　三村興業社

事　業　所　名

有限会社　月見

有限会社　山崎土建



令和4年10月31日

事業主氏名

三村　伸子

福田　和男

北向　晃

野村　みわ

法寺　朝生

苫米地　義之

川村　長治

竹ヶ原　正克

平内　由之助

富田　和昭

吉田　清

天間　財子

工藤　譲

古間木　勝弘

松本　明朗

株式会社　インテリア小向 小向　秀樹

社会福祉法人　誠友会 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰいこいの森 苫米地　義之

株式会社　ベジックス 山崎　博勝

社会福祉法人　奥入瀬会　特別養護老人ホーム　百石荘 吉田　絹恵

医療法人　仁泉会　介護老人保健施設　しもだ 田中　由紀子

【三戸町】 9事業所
事業主氏名

　　株式会社　山田組 山田　幸一

石亀　和郎

    特定非営利活動法人　三戸町観光協会 藤村　立夫

井ノ口　幸子

　  特定営利活動法人　どんぐりの家 久慈　豊

東　寿幸

    三八五エクスプレス株式会社 佐藤　誠

    社会福祉法人　恵心会 武士澤　勝義

　  山本運輸　有限会社 山本　昇

【階上町】 15事業所
事業主氏名

　 特定営利活動法人　双松福祉会 正部家　大介

八戸炭酸カルシウム工業株式会社 高坂　淳

第一建材工業　株式会社 豊藏　一幸

公益社団法人　青森県栽培漁業振興協会 木浪　昭

有限会社　坂建設工業 坂　政和

社会福祉法人　無量会　道仏保育園 上山　博一

ジャパンフード　株式会社

有限会社　吉田鉄筋工業所

株式会社　スマイルタカラ

有限会社　平内貨社

【おいらせ町】

株式会社　川長

    幼保連携型認定こども園　ミューズ保育園

社会福祉法人　和光会　三田保育園

株式会社　マルタケ

有限会社　松本水道

特別養護老人ホーム　木崎野荘 

 　 株式会社　東自動車商会

材　株式会社

有限会社　三沢自動車

事　業　所　名

下道建設　株式会社

有限会社　リミックス

事　業　所　名

事　業　所　名

株式会社　ケーキハウス　白い森

株式会社　ウィンコーポレーション

    石亀石油　株式会社



令和4年10月31日

【階上町】
事業主氏名

株式会社　北日本中央観光バス 大江　昇

株式会社　オダカネ 千葉　信平

株式会社　かわはら 川原　實

株式会社　ダイヤレックス 橋本　守

有限会社　ルート物流 植村　明仁

株式会社　山道建設 山道　義一

有限会社　熊谷保険事務所 熊谷　道雄

合同会社　サイン 酒田　静一

株式会社　成商クリーンサービス 早川　桂一

7事業所
事業主氏名

稲村　康夫

三浦　良一

釡渕　一壽

山本　真樹

三田　浩司

森　裕一

株式会社　山市建設工業 山市　純三郎

4事業所
事業主氏名

小坂　学

村下　萬

平葭　雄市

千葉　茂

10事業所
事業主氏名

河野　崇

金崎　アイ子

十文字　光孝

米田　新悦

金渕　淳悦

野田　勇一

山内　秀典 

齊藤　浩

有限会社　空調設備オイラセ 新田　明信

株式会社　佐藤建設工業 佐藤　陽大

社会福祉法人　吉幸会

【新郷村】

有限会社　平葭建設

有限会社楓プロジェクト住宅型有料老人ホームかえでの森

有限会社　山内鉄筋工業

社会福祉法人　もみじ会

事　業　所　名

小坂建設工業　株式会社

株式会社　イシカワ

野田重機建設株式会社

事　業　所　名

事　業　所　名

千葉貨物運輸株式会社

株式会社　河野電気工業

株式会社　十文字商店

事　業　所　名

株式会社　稲村鉄工所

三浦建設　株式会社

淵造園建設株式会社

株式会社　社寺真

三田建材運輸株式会社

有限会社　金渕建材

【六戸町】

株式会社　村下建設工業

【田子町】



令和4年10月31日

22事業所
事業主氏名

久保田　幸造

小笠原　和人

佐々木　新吉

松本　保築

夏堀　陽子

尾　久美子

久保田　裕貴

根市　輝臣

夏堀　大司

山口　博个

石川　翔也

佐々木　俊昭

高橋　巨人

中野　一

特定営利活動法人　アシスト 夏堀　典雄

四戸　肇

原田　英也

工藤　正孝

医療法人　湘洋会　ナンブクリニック ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｼﾕｷ

南部町商工会 山田　賢司

山田建設　株式会社 根市　純子

医療法人　はらだクリニック

有限会社　赤ずきん

株式会社　四戸興業

丸石運輸　有限会社

有限会社　興南電気工事

【南部町】

社会福祉法人　長老会

株式会社　松本工務店

事　業　所　名

ナカノ農事　株式会社

一般財団法人　南部町健康増進公社

有限会社　高橋工業

夏堀工務店　株式会社

社会福祉法人　福生会

社会福祉法人　水鏡会

社会医療法人　博進会

株式会社　山口製材所

株式会社　エムケーアイ

株式会社　夏堀組


