
295事業所

事業主氏名

株式会社　大伸管工業所 奈良岡　隆人

株式会社　花田建設 花田　實

株式会社　ＯＫリフォーム對馬 對馬　学

株式会社　弘新建設 工藤　武

和電工業　株式会社 藤田　あつ志

株式会社　ひろさき元気会計 帯川　登之

津軽警備保障株式会社 山口　道子

北星交通　株式会社 板垣　伸

イマジン　株式会社 野崎　小五郎

株式会社　大成コンサル 石澤　幹夫

フラワー観光　株式会社 藤田　智彦

株式会社　栄研 清藤　崇

株式会社　日善電気 相馬　弘竹

株式会社　相馬土木 ｿｳﾏ ﾀﾀﾞｼ

株式会社　弘都電気 内藤　美香

張山電氣　株式会社 張山　久次

弘果弘前中央青果　株式会社 西　静男

東北化学薬品　株式会社 東　康之

株式会社　小山田建設 小山田　

東弘電機　株式会社 須藤　朗孝

株式会社　大東電気商会 黒田　長

鎌田設備工業　株式会社 安田　隆

株式会社　マル長 長見　範孝

株式会社　永澤興業 永澤　弘夫

弘前舗装　株式会社 澤田　博

株式会社　長谷川鉄工 長谷川　睦

アサヒ建設　株式会社 対馬　金吾

（一財）医療と育成のための研究所清明会弘前中央病院 淀野　啓

クリエイトテクノ　株式会社 町田　八重子

株式会社　弘前水道 阿保　秀樹

共立設備工業　株式会社 齋藤　貴之

弘鉄電気工事　株式会社 佐々木　一臣

猪股建設　株式会社 舘山　昭光

社会福祉法人　津軽富士見会　弘前特別養護老人ホーム 野呂　知子

株式会社　堀江組 ﾎﾘｴ ｻﾄｼ

社会福祉法人　津軽富士見会　ケアセンター弘前 野呂　知子

富士建設　株式会社 松下　覚

弘前商工会議所 清藤　哲夫

株式会社　弘前丸魚 小野　貴志

弘前中央水産　株式会社 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾐ

株式会社　中山水産 山内　伸和
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株式会社　沢田水産 沢田　正樹

株式会社　弘前中央魚類 柏崎　政英

有限会社　相幸水産 相澤　晴一郎

株式会社　菊池塗装工業 菊池　雄治

株式会社　サクラ建設工業 棟方　タケル

株式会社　てる設計 福士　晃昭

株式会社　アルク 小山内　和寿

太田印房　太田　秀穂 太田　秀穂

株式会社　弘前公益社 清藤　哲夫

株式会社　かさい材木店 阿保　城治

株式会社　兼建興業 兼平　力

株式会社　長谷川建設 小山内　一雅

株式会社　佐藤惣建設 佐藤　隆

社会福祉法人津軽富士見会　特別養護老人ホ－ム弘前園 野呂　知子

スズキアリーナ弘前城東　株式会社 大　弘幸

株式会社　丸祐運送 田澤　祐司

株式会社　セーフティテック 相馬　敏

株式会社　光建自動車整備 下山　悟

社会福祉法人　七峰会　障害者支援施設山郷館 黒石　陽子

社会福祉法人　七峰会　津軽生活支援センター 村山　敦子

社会福祉法人　千年会 小林　大眞

特別養護老人ホ－ム　サンアップルホ－ム 油川　瑞緒

株式会社　朝日会館 大西　康弘

やまと印刷　株式会社 秋元　清仁

医療法人　聖誠会　石沢内科胃腸科 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｺﾄ

株式会社　アイベックス 前田　勝人

吉川建設　株式会社 吉川　功一

株式会社　ムジコ・クリエイト 新戸部　洋輔

株式会社　共同設備 澁谷　久人

株式会社　クロベ 黒部　能史

株式会社　津軽カントリ一クラブ 三浦　勝

社会福祉法人　藤睦会　ふじこども園 平山　清明

株式会社　古川青果 ｺｶﾞﾜ ﾖｼﾐ

株式会社　丸船青果 石田　博英

株式会社　東管サービス 佐藤　直人

社会福祉法人　七峰会　障害者支援施設　拓光園 高橋　正安

株式会社　オートコム 新戸部　八州男

株式会社　グラーテス 小野　伸治郎

有限会社　マル先先林業 先　安克
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株式会社　西村組 太田　浩幸

社会福祉法人　藤聖母園　弘前大清水ホーム 久保田　洋子

株式会社　東奥日報弘前浜の町北村販売店 北村　久美子

東北ジェネリック　株式会社 齋藤　芳次

ヒロデン　株式会社 松川　健二

有限会社　弘前経営会計社 青木　智美

社会福祉法人　聖康会　さくら園 高橋　正安

株式会社　グリーン・フォーレスト 神馬　裕司

有限会社　アサヒ印刷 漆澤　知昭

株式会社　ハナブサ 西　英司

サンライズ産業　株式会社 工藤　博文

有限会社　グリーン住宅 一戸　孝俊

株式会社　レクシム 西舘　利貞

株式会社　水木工務店 水木　和久

ＡＣデザイン　株式会社 三上　哲也

株式会社　かめあし 石岡　繁行

日本人材協同組合 奥　正志

一般財団法人　愛成会 佐々木　哲

株式会社　ナラトモ 奈良　清貴

有限会社　小山内タイヤ商会 小山内　聖

弘前建機　株式会社 冨岡　茂

弘前光学レンズ　株式会社 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵ

薬師山正人税理士事務所　薬師山　正人 薬師山　正人

株式会社　石郷岡 石郷岡　義長

弘伸自動車　有限会社 腰山　令子

オサ建設工業　株式会社 小山内　高幸

社会福祉法人　幸喜会　ひがし保育園 工藤　晋一郎

有限会社　タニサワ製作所 谷澤　實

有限会社　堀川電機商会 堀川　貴

株式会社　山一　ディサービス我が家 山中　美智子

株式会社　弘南運輸 小山内　芳親

社会福祉法人　三千会　大開保育園 ﾐｻｷ ﾉﾘﾋﾃﾞ

古川ガラス工業　株式会社 工藤　博文

弘南建設　株式会社 齊藤　光二

株式会社　東邦設備工業所 豊島　康史

医療法人　サンメディコ ｼﾓﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

弘前地方森林組合 幸山　忠勝

株式会社　三共 岡　護

みちのくホテル株式会社 中村　佳佑
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有限会社　林塗料 林　孝

株式会社　竹内塗装 竹内　稔

有限会社　東健運輸 赤石　健

社会福祉法人　抱民舎 成田　春洋

有限会社　赤石貨物 赤石　茂

株式会社　マルクニアップル 住吉　達也

社会福祉法人　花 成田　清春

有限会社　ヒロサキ冷暖 木村　実

株式会社　スノウプル 鳴海　正剛

株式会社　東北舖装 海老名　哲郎

株式会社　くどう教材社 工藤　拓也

株式会社　ケーオーハウジング 小田桐　悠太

アップルウェーブ　株式会社 清藤　哲夫

有限会社　大湯石材店 大湯　智行

中越テック　株式会社　青森営業所 増井　雅彦

マルハ産業　株式会社　弘前営業所 橋本　庸輔

嶋津電気　株式会社 島津　隆義

医療法人　慶成会 須郷　広之

株式会社　齋藤建設 齋藤　純一

株式会社　キタコン 佐藤　和昭

タムラファーム　株式会社 田村　昌司

有限会社　ジーアール 三上　誠也

有限会社　平成薬局 松井　英雄

社会福祉法人　藤聖母園　弘前大清水保育園 岩城　千賀子

有限会社　きららメディカル 神馬　裕司

医療法人　整友会　弘前記念病院 佐々木　知行

医療法人　一和会 田村　一朗

東奥日報　城東中野販売店　中野　博輝 中野　博輝

城東電気　株式会社 外　清文

山内設備　株式会社 山内　直樹

株式会社　佐藤長 佐藤　浩三

有限会社　ソート 石川　博栄

有限会社　三浦造園 三浦　利吏

東北物産　株式会社 齊藤　タエ子

医療法人社団クロース･トゥ･ユー　ＥＳＴクリニック 澤田　光広

丸勘建設　株式会社 一戸　利光

社会福祉法人　惠乃杜 斎藤　めぐみ

有限会社　長谷川工務店 長谷川　俊一
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有限会社　乳井建築塗装 木村　奉史

有限会社　小野印刷所 木村　和生

公益社団法人　弘前市物産協会 熊谷　孝志

有限会社　昭和農機工業所 成田　義雄

株式会社　ＲＥＤ　ＡＰＰＬＥ 赤石　淳市

有限会社　せいの農園 清野　俊博

株式会社　ナカムラ 中村　輝夫

株式会社　Ｄｏ 浜田　健三

旭松堂　有限会社 山本　清寛

弘前堅田生花株式会社 長谷川　主税

有限会社　小山内重整備 小山内　崇雅

株式会社　弘前ブラザー 久保田　宗

株式会社　介護サポート 三上　貴生

有限会社　三浦保険 花田　和人

合同会社　ｍａｎｎａ 工藤　志保

有限会社　弘前ボデー 相馬　浩二

株式会社　墨彩 天内　祥仁

有限会社　丸仁運輸 工藤　稔

有限会社　東奥ガス圧接 布施　博之

中村弘前　株式会社 櫻田　正明

株式会社　伸和産業 太田　雄三

寺崎タイヤ　株式会社 寺崎　貴志

株式会社　光カッター 花田　寿一

株式会社　ジエイエスイー 田中　秀栄一

株式会社　大東警備保障 金子　勝彦

社会福祉法人　弘前乳児院 宮崎　春子

有限会社　ケアサービス弘前 宮崎　春子

株式会社　陸奥新報社 三上　知見

有限会社　佐藤舗装 佐藤　正人

一般財団法人　星と森のロマントピア・そうま 成田　

株式会社　東横イン弘前駅前 黒田　麻衣子

医療法人　吉田耳鼻咽喉科医院 秋田　三和興

社会福祉法人　藤聖母園　弘前大清水学園 三浦　睦智美

株式会社　魚覚 櫻庭　覚

有限会社　新和印刷 加藤　泉

社福藤聖母園　放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所やっほ～クラブ 三浦　裕

株式会社　りんごや 工藤　陽子

株式会社　スカイ塗装 阿部　塁

有限会社　赤川商事 赤川　正彦

【弘前市】
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有限会社　ライヴ 小寺　義則

有限会社　エム・アイ企画 渡邊　智

フジプラント　株式会社 ﾌｼﾞｻｷ ｶｽﾞｵ

株式会社　ＫＡΝＡＭＯＲＩ 石岡　正秋

有限会社　弘前ハウジング 藤田　秋子

医療法人　なんば耳鼻咽喉科 南場　淳司

株式会社　ウッドハ―ト 石郷岡　文子

社会福祉法人　育英会　青女子保育園 下山　光治

株式会社　テラソリューション 鈴木　敏弘

株式会社　オザキ・フローリスト 尾　和彦

カミテック　株式会社 上手　康弘

株式会社　カネタ　玉田酒造店 ﾀﾏﾀﾞ ﾖｳｿﾞｳ

有限会社　ツカサホーム 三浦　司

有限会社　北進ガス圧接工業 布施　昇

株式会社　齊藤板金 齊藤　信夫

有限会社　協和不動産 齋藤　弘臣

有限会社　介護サービスしらゆり 蝦名　惣一

株式会社　北斗医理科 秋元　真樹

カサイ建装　株式会社 西　誠

株式会社　ひかり 福井　光康

有限会社　雪の店 山田　丁三

北村技術　株式会社 北村　達雄

社会福祉法人　桃仁会 下田　肇

株式会社　ヒロサキ・ゼネラルサービス 下田　肇

有限会社　佐藤製作所 佐藤　智顕

株式会社　アップルケミスト 長谷川　景一

株式会社　ワイエム商事 三上　幸樹

有限会社　中央種苗商会 太田　恒成

合同会社　土方 舘田　祐介

有限会社　室内装飾オカベ 岡部　鉄則

有限会社　ヤマハチアップル 工藤　幸久

おしゃれプラザ　株式会社 佐々木　涼子

有限会社　二唐刃物鍛造所 吉澤　俊寿

ひろさき損保　株式会社 西川　博之

有限会社　三上ダクト工業所 三上　俊明

株式会社　かくみつ食品 工藤　真也

前田酒類食品販売株式会社 前田　完治

有限会社　吉川砂利店 吉川　義人

株式会社　サイキ 斉木　孝之
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株式会社　Ｗｉｎｇ　Ａｐｐｌｅ 堀尾　みなみ

有限会社　東洋美装 髙野　悟

有限会社　山本建設 高木　浩二

株式会社　めいどいんひろさき 櫻木　隆之

株式会社　佐藤環境機器 佐藤　きく

六花酒造　株式会社 北村　裕志

税理士法人　ライズファーム 小林　太郎

東北システム株式会社 松田　文明

株式会社　アート不動産 椛澤　睦子

有限会社　木村木品製作所 木村　崇之

株式会社　よつば不動産 柳田　健太郎

株式会社　産交 築舘　正弘

社会福祉法人　藤聖母園　弘前大清水希望の家 福士　明雄

弘前建材　株式会社 石岡　昭年

弘岩生コン　株式会社 石岡　昭年

株式会社　きものセンター 足立　和江

有限会社　永光商事 大湯　光司

株式会社　南建設 南　直之進

弘和建設　株式会社 阿保　徹刀

株式会社　ジョイスポーツ 齋藤　秀美

有限会社　三照堂 木村　公昭

ＮРＯ法人　ｔｅａｍ．Ｓｔｅｐ　ｂｙ　ｓｔｅｐ 西　優子

株式会社　カルチャー 奈良　順史

株式会社　つがる屋 土屋　隆義

株式会社　日産サティオ弘前 今井　高志

一般財団法人　弘前市みどりの協会 木村　誠二

株式会社　久吉ナマコン 対馬　巌

株式会社　高木学習社 赤石　悦郎

一般財団法人　岩木振興公社 對馬　壽幸

有限会社　東北打設産業 対馬　毅

アクトリー　株式会社 山　富雄

社会福祉法人　中野共愛会　なかの保育園 西沢　明男

有限会社　アット 工藤　美知子

株式会社　タイヤセンター泉谷 泉谷　貴崇

有限会社　吉田塗装 吉田　一志

株式会社　サン・ジャパン ｲｽﾞﾐﾔ ｾｲｲﾂ

弘前電通工業　株式会社 前田　博

株式会社　エスケーケー 大山　直子

株式会社　菊池商店 澤　憲雄

【弘前市】
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株式会社　松尾 松尾　勇悦

花田建設工業　株式会社 花田　邦彦

株式会社　青い森ホーム 村元　勝美

桔野歯科　佐藤　秀人 佐藤　秀人

株式会社　ＴＲＣ 山本　大志

エイトウイング株式会社 田澤　大介

株式会社　弘商 田澤　麻里

株式会社　草菴 上村　朋子

公益財団法人　鷹揚郷腎研究所　弘前病院 鈴木　唯司

社会福祉法人　伸康会 蒔苗　俊二

株式会社　草菴 上村　朋子

公益財団法人　鷹揚郷腎研究所　弘前病院 鈴木　唯司

社会福祉法人　伸康会 蒔苗　俊二

株式会社　弘前ドライクリ―ニング工場 久保　弘之

株式会社　村上組 村上　公洋

社会福祉法人　ふじみ会 藤田　俊彦

社会福祉法人　誠風会 梅村　芳文

医療法人　芳真会 梅村　芳文

協同組合　津軽エルピーガス保安センター 工藤　貴史

一般財団法人　弘仁会 奈良岡　芳美

株式会社　ビッグ・ウイング 中嶋　大己

株式会社　小山内バッテリー社 小山内　眞

有限会社　あやとり 佐々木　恵美子

株式会社　青部急行 福澤　省和

【五所川原市】 74事業所
事　業　所　名 事業主氏名

株式会社　和島組 和島　隆志

株式会社　寺栄建設 寺田　和彦

株式会社　ミワ電工 島谷　昭一

齋勝建設　株式会社 齋藤　彰浩

株式会社　津軽サンロード 菊池　祐司

有限会社　あっぷる保険事務所 阿部　哲也

株式会社　五所川原ケアセンター 乗田　孝一

有限会社　ツカサ製作所 毛内　幸司

オーエス企画　株式会社 尾野　章三

株式会社　今　工務所 今　謙一

株式会社　平成産業 今本　正仁

株式会社　丸英　でんき 飛嶋　響

【弘前市】

事　業　所　名



令和4年10月31日

事業主氏名

マルスイ　株式会社 安田　繁樹

五所川原街づくり　株式会社 山崎　淳一

小田川土地改良区 中西　清彦

有限会社　ケアサービスたんぽぽ 野宮　さち子

株式会社　藤久らばんでりあ 藤田　勝弘

株式会社　ゆうネット五所川原 坂本　憲彦

有限会社　ユーバーネット 赤石　宰子

株式会社　西北五クリーン社 齋藤　誠

五所川原ガス　株式会社 平山　敦士

株式会社　高杉建設 高杉　桂吉

株式会社　アネスコ 須崎　智光

有限会社　長内電設工業 長内　久

社会福祉法人　松島中央厚生会　認定こども園津軽野 渋谷　とく

株式会社　ＳＩＮＭЕＩ 佐藤　文宣

社会福祉法人　照輝会　認定こども園　なおみ園 一戸　義雄

一般財団法人　五所川原市体育協会 藤森　俊

株式会社　東信住設機器 坂本　直哉

丸中五所川原中央水産　株式会社 川村　拓也

有限会社　須藤工業 須藤　英規

あおもり愛育会　みどりの風こども園ひろた 渡邊　建道

五所川原商工会議所 山崎　淳一

有限会社　エム・エー・ビー 東　慎治

株式会社　ＭＩΤＳＵＹＯＳＨＩ 三橋　善文

株式会社　Ｍ＆Ｃｏ． 近藤　陽介

株式会社　パークイン五所川原 中山　佳

有限会社　トーゲイ 其田　幸夫

アカツキ塗装　株式会社 一戸　暁生

株式会社　Ｗｏｒｋｅｒ　Ａｎｔ 長谷川　隆義

株式会社　須崎建設 須崎　暁

株式会社　裕健 木皮　美賀

北津軽森林組合 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ

株式会社　キクチ製作所 菊池　孝一

株式会社　山真工業 山中　利昭

特定営利活動法人　ＭＵＧＥＮ 市田　祐史

有限会社　エムエコ 松野　健

株式会社　松野建築 松野　健

つるや建築工房　株式会社 鶴谷　保文

株式会社　アグリコミュニケーションズ津軽 宮田　健

ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼﾔ ﾅﾂｸﾞﾐ 松本　

株式会社　坂本光組 坂本　光雄

【五所川原市】
事　業　所　名



令和4年10月31日

事業主氏名

株式会社　木村石油 木村　隆

株式会社　藤産業 島村　健二

上見電気　株式会社 上見　一嘉

特別養護老人ホーム　青山荘 舘山　治彦

株式会社　一心亭 小野　敦司

社会福祉法人　拓心会 島村　美由紀

小山内明正税理士事務所　小山内　明正 小山内　明正

日東綜合　株式会社 山中　政広

十三貨物自動車　株式会社 奈良　豊

有限会社　橘商事不動産 橘　文雄

有限会社　工藤鉄工所 工藤　貴宏

有限会社　環境美化 川浪　惠美子

株式会社　半田硝子建材 半田　秀美

株式会社　五所川原温泉ホテル 寺田　明代

株式会社　第一電設工業 對馬　幸征

社会福祉法人　一真会　認定こども園さくら保育園 大澤　公至

医療法人　済生堂　ナーシングホーム　野里 増田　枝

社福　青森民友厚生振興団　まつしま団地こども園 島村　俊広

陸奥高圧ガス　株式会社 橋　哲

株式会社　斉藤運輸 齋藤　聖英

有限会社　さくら会 藤元　譲

有限会社　成田木工 成田　修二

32事業所
事業主氏名

野呂　佳代子

松橋　清治

成田　正實

会津　誠造

桑田　泰樹

増田　教正

秋田谷　東 

須藤　勝

木村　洋文

服部　泰成

佐藤　仙人

丹代　高弘

松橋　伊左美

渡辺　典睦

工藤　正也

【五所川原市】
事　業　所　名

社会福祉法人　印光会

有限会社　円勝建設

株式会社　野呂建設

株式会社　木村牧場

【つがる市】

サングリーンつがる　株式会社

株式会社　伊藤鉱業

屏風山土地改良区

有限会社　渡辺燃料店

事　業　所　名

株式会社　福島組

株式会社　松橋建材

株式会社　昭和住設

会津建設　株式会社

株式会社　桑田産業

株式会社　エス・イー・シー木造工場

株式会社　タンダイパッケージ101



令和4年10月31日

事業主氏名

宮本　純一

小山内　金弥

増田　教正

石田　隆之

石田　隆之

生田　稔明

小寺　貴英

秋田　修司

千葉　智恵美

成田　英世

奈良　朋弥

木村　良博

成田　勝幸

有限会社　白龍産業 尾野　富光

株式会社　キョウワソーイング 傳法谷　純大

株式会社　トーオ開発 佐藤　眞治

株式会社　佐々木ケアサービス 佐々木　一仁

35事業所
事業主氏名

三浦　ツヱ

中村　幸正

新岡　常雄

千葉　晃大

山田　保之

佐藤　将治

大平　和夫

八木橋　亨

中村　由紀子

今　武親

佐藤　洵一

中村　幸正

谷　君雄

福士　優津美

佐藤　富美義

岡本　惠子

奥村　剛

藤　嘉一

芳賀　達磨

大平　則幸

青森アップルジュウス　株式会社

有限会社　つがる開発

株式会社　マルサ佐藤製作所

有限会社　烏城車輌整備工場

つがる市商工会

株式会社　おさきん

株式会社　丸利

株式会社　千葉製作所

社会福祉法人　柏友会　桑寿園

株式会社　ゆたかな郷

黒石商工会議所

株式会社　中幸建設

株式会社　おかしのオクムラ

黒石生コン　株式会社

有限会社　みちのく警備

株式会社　芳賀鳶

有限会社　石田自動車

有限会社　石馬

株式会社　生田工務所

有限会社　アイグリーン工業

西津軽土地改良区

株式会社　大和コンサルタント

有限会社　黒石舗装

有限会社　秋田商店

社会福祉法人　七峰会　障害者支援施設山郷館くろいし

社会福祉法人　あけぼの会　あけぼのこども園

株式会社　北奥水道

山形砕石　株式会社

【つがる市】
事　業　所　名

有限会社　テクノライフ

黒石貨物自動車　株式会社

事　業　所　名

株式会社　つがるバス

【黒石市】

千葉電気設備　株式会社

有限会社　大平建設



令和4年10月31日

事業主氏名

佐藤　拓郎

棟方　清崇

對馬　大樹

吉谷　聡仁

北山青果　株式会社 北山　和彦

有限会社　佐川自動車整備工場 佐川　伸男

有限会社　新岡材木店 新岡　常雄

株式会社　宇野建設 宇野　章人

佐藤　喜廣

有限会社　トレンディＦＣ 佐藤　正彦

社会福祉法人　報徳会 中村　裕可子

株式会社　アップル観光バス 須藤　秀光

黒石タクシー　株式会社 盛　鐵藏

社会福祉法人　幸成会 福士　富美子

株式会社　クロミツ 工藤　義浩

16事業所
事業主氏名

小笠原　康修

三浦　洋之

工藤　久治

加川　實

笹　昭彦

瓜田　健太郎

野藤　純

村上　英岐

佐藤　優子

高木　英樹

東和電機工業　株式会社 　美樹

株式会社　山祐野呂商店 野呂　知洋

一般社団法人　たかはるコミュニティベースト 谷　和也

青森リンゴ加工　株式会社 大塚　耕輝

有限会社　千葉ブロック工業 千葉　敦子

社会福祉法人　しらかば会 成田　明彦

10事業所
事業主氏名

成田　守男

冨田　名重

須藤　壽

有限会社　佐藤興業

有限会社　エーティーライン

有限会社　丸英青果

株式会社　アグリーンハート

社会福祉法人　つくし会

株式会社　丸重組

【鰺ヶ沢町】

株式会社　小笠原組

株式会社　三浦組

有限会社　東西物流

【藤崎町】

株式会社　ストヨネ

社会福祉法人　千栄会

事　業　所　名

特定非営利活動法人　藤崎町文化協会

事　業　所　名

【黒石市】
事　業　所　名

ラム・システム　株式会社

カーケアサポート黒石株式会社

有限会社　村上土木

株式会社　タナックス弘前支店

Plus value　株式会社

棟方商事　有限会社



令和4年10月31日

事業主氏名

新保　静子

小田桐　一門

ケビン・チェン

加藤　尚

本間　八枝子

滝渕　慎一

社会福祉法人　鰺ケ沢町社会福祉協議会 平田　衛

40事業所

事業主氏名

株式会社　西谷建設 西谷　浩

有限会社　大王農園 山口　明

有限会社　山勝石材 口　悟

社会福祉法人　日の出会 小野　一治

株式会社　ＩＮＰ 成田　郁夫

株式会社　エリート物流 相馬　光春

株式会社　青森エリート 服部　泰成

株式会社　ジョイ･ワールド･パシフィック 木村　清勝

株式会社　小山内組 相馬　環

社会福祉法人　秀峰会 小田桐　輝雄

株式会社　津軽バイオマスエナジー 奈良　進

有限会社　白川林産 白川　秋徳

有限会社　八木橋建設 八木橋　善彦

株式会社　乗田建設 乗田　伸一

株式会社　工藤建設 工藤　哲也

株式会社　幸青工業 工藤　幸春

株式会社　相馬サービス 相馬　茂

株式会社　マルジン･サンアップル 　万博

株式会社　今井産業 今井　公人

株式会社　小山内機器 小山内　

株式会社　ホームメイキング 工藤　秀明

齋杉建設　株式会社 齋藤　正明

せんだい建設　株式会社 仙台　芳美

宮川商店　株式会社 口　拓哉

株式会社　ＦＣコネクト 福士　幹雄

株式会社　光城精工 芳賀　克之

社会福祉法人　平川市社会福祉協議会 外川　三千雄

津軽みらい農業協同組合 山内　敏

事　業　所　名

【平川市】

【鰺ヶ沢町】

株式会社　雁金建設

株式会社　本間工務所

株式会社　パル

事　業　所　名

株式会社　竹太商店

青森リゾート　株式会社

社会福祉法人　音羽会



令和4年10月31日

事業主氏名

津軽バイオチップ　株式会社 中村　弘

カネショウ株式会社　尾上工場 引　利貞

社会福祉法人　津軽やわらぎ 水木　悟志

有限会社　ボールハールト 竹村　竜一

工藤塗装　工藤　陽司 工藤　陽司

社会福祉法人　緑風会　緑青園 成田　和博

社会福祉法人　ほほえみ 今井　隆一

株式会社　セーフティロード 下山　久良

株式会社　末吉商店 米澤　泰一

特定営利活動法人　平川市スポーツ協会 齋藤　三千義

あすなろ理研　株式会社 嶋津　学

株式会社　兼春興業 兼平　春夫

25事業所
事業主氏名

敦賀　鉄正

白川　勝則

平山　里美

平山　久宗

葛西　和彦

野上　壽生

水上　光春

秋元　智子

坂本　鎌二

野上　一幸

木村　巧

野上　新一朗

野上　徳生

野上　昇一

小野　大海

加藤　昭則

工藤　浩

坂田　秀一

小山内　助治

成田　一

川島　勝義

鈴木　憲幸

小泊漁業協同組合 成田　直人

有限会社　ルーツ 平山　里美

社会福祉法人　中泊町社会福祉協議会 秋元　良一

社会福祉法人　向明会

株式会社　白川建設

平山開発　株式会社

株式会社　平山建設

有限会社　アプラス

株式会社　みちのくサウンド

株式会社　Ｔ・Ｔ・Ｓ

【中泊町】

隆伸工業　株式会社

【平川市】
事　業　所　名

株式会社　加藤工務店

株式会社　青森舗道

株式会社　アクトプラン

株式会社　北栄運輸

株式会社　大八　小山内組

株式会社　みちのく工務店

中里交通　株式会社

事　業　所　名

株式会社　S.Sソーイング

障がい者支援施設　内潟療護園

株式会社　中里観光

有限会社　マルイチ石油

株式会社　野上土木

株式会社　小野や

株式会社　木村建装社



令和4年10月31日

12事業所
事業主氏名

ハイコンポーネンツ青森　株式会社 平石　彰彦

社会福祉法人　厚生会　幸樹園 山口　俊輔

株式会社　トライアングル 服部　泰成

大泉開発　株式会社 坂本　興平

社会福祉法人　共生会 三上　孝生

有限会社　三浦建設 三浦　初男

有限会社　台慶産業 台丸谷　慶二

株式会社　クーデラパン 佐藤　幸輝

合同会社　ＳＬＩＭＭＩＮＧＳＰＡ　美らら 三橋　千恵子

株式会社　ＮＳガード 安田　浅己

有限会社　マルヤマイチ下山商店 下山　豊彦

社会福祉法人　鶴松会 棟方　光秀

10事業所
事業主氏名

芦田　光世

成田　誠

佐々木　榮一

竹浪　司

  大中　忠　

戸來　秀一

佐々木　秀美

濱名　稲子

三浦　繁満

株式会社　芳賀信建設 芳賀　昌隆

10事業所
事業主氏名

小野　智史

小野　智史

櫻庭　弘志

平　俊隆

須藤　金光

西　豊秀

芳賀　弘

オリジナルテクノロジー　株式会社 吉村　雅隆

西　優

株式会社　福原組 福原　順三

社会福祉法人　田舎館村社会福祉協議会

株式会社　ムツミテクニカ

事　業　所　名

事　業　所　名

有限会社　芦春建設

第一化学　株式会社

有限会社　小野商事運輸

【田舎館村】

有限会社　三浦建工

有限会社　西建設工務所

【鶴田町】

有限会社　ケイエス青果

有限会社　桜庭建設

有限会社　ヤマエ商事

社会福祉法人　板柳町社会福祉協議会

株式会社　津軽りんご市場

事　業　所　名

株式会社　丸勝小野商事

一般財団法人　板柳町産業振興公社りんごワーク研究所

株式会社　荒鷲建設

株式会社　濱名土木

【板柳町】

有限会社　鈴木電気商会



令和4年10月31日

9事業所
事業主氏名

株式会社　脇川建設工業所 脇川　勇生

株式会社　石沢組 石沢　幸彦

株式会社　三浦建設 三浦　聖芝

株式会社　藤田建設工業所 藤田　亮一

有限会社　棟方縫製 ﾑﾅｶﾀ ﾋﾛﾕｷ

新深浦町漁業協同組合 小枝　裕幸

株式会社　誠和 七戸　佳生

社会福祉法人　治省会 長坂　良輝

有限会社　山本水道設備 山本　博文

7事業所
事業主氏名

片山　雄廣

北村　良久

岸田　昌信

北村　良久

株式会社　白峰 白取　浩史

八木橋　孝男

株式会社　三上造材 大平　正善

プロジェクトおおわに事業協同組合

株式会社　片山組

青森ラスク　株式会社

津軽開発　株式会社

青森ロイヤル株式会社

【大鰐町】
事　業　所　名

【深浦町】
事　業　所　名


