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若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な企業 

「ユースエール認定通知書交付式」を行います！ 

 

広島労働局（局長 阿部
あ べ

 充
みつる

）では、この度、下記のとおりユースエール認定企業（※）に

係る認定通知書交付式を行います。 

今後、認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める人材の円滑な採用を支

援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡がり状況によっては、中止となることがあります。 

 

記 
 

【認定企業】 

企業名 

 
有限会社三愛機工 三宅建設株式会社 日鋼設計株式会社 山陽物産株式会社 

所在地 
三原市新倉２丁目

13－11 

庄原市西城町中野

537－１ 

広島市安芸区船越南 

１－６－１ 

広島市西区横川町 

２－５－12 中谷ビル２Ｆ 

業 種 生産用機械器具製造業 建設業 機械設計業 卸売業 

従業員

数 
６人 12 人 180 人 9 人 

 

 

【認定通知書交付式】 

  〇 日  時  令和３年 12 月 21 日（火）14：00～、14：30～（２回開催） 

  〇 場  所  広島市中区上八丁堀６－３０ 

広島合同庁舎第２号館５階 広島労働局 局長室 

 

※ユースエール認定制度は、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な

中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定する

制度です。（別添リーフレット参照） 

なお、当局における認定企業は令和３年 12 月６日現在、35 社（全国では 854 社（令和３年 10

月 31 日現在）の企業が認定を受けています。）となり、県内の認定状況については、裏面を参照

願います。 

 

 

 

広島労働局 Press Release 

令和３年 12 月 15 日 

【照会先】 

〇広島労働局職業安定部 職業安定課   

地方労働市場情報官 小川 信二 

課長補佐      細木 誠 

（電話）082（502）7831        



 

広島県内ユースエール認定企業一覧（R3.12.6 現在） 
企業名 所在地 認定日 業種 

従業
員数 

株式会社 第一技研 呉市 H28.4.19 精密機械製造業 256 

株式会社 芝通 広島市 H28.10.31 電気機械器具修理業 15 

株式会社 和興 広島市 H28.11.14 管工事業 8 

社会福祉法人 ともえ会 三次市 H29.2.14 老人福祉・介護事業 223 

光和商事 株式会社 広島市 H29.9.28 卸売業 47 

社会福祉法人広島県リハビリテーション協会 東広島市 H29.10.31 障害者福祉事業 249 

寺岡有機醸造 株式会社 福山市 H29.11.8 調味料製造業 47 

西城建設 株式会社 庄原市 H30.10.2 一般土木建築工事業 16 

あかつき社会保険労務士法人 福山市 H31.2.26 社会保険労務士法人 5 

堂本食品 株式会社 広島市 H31.3.8 食料品製造業 262 

株式会社 エス・ワイ・シー 広島市 R1.8.26 卸売業 50 

マナック 株式会社 福山市 R1.9.2 製造業 190 

小林建設 株式会社 庄原市 R1.10.8 建設業 60 

株式会社 西井製作所 安芸郡 R2.2.10 製造業 73 

新川センサテクノロジ 株式会社 東広島市 R2.3.31 製造業 78 

アオイ化学工業 株式会社 広島市 R2.7.6 土木・建築用資材の製造販売 123 

株式会社 ハマダ 安芸郡 R2.7.6 輸送用機器部品製造 244 

大津建設 株式会社 三次市 R2.8.5 建設業 29 

大石ステンレス産業 株式会社 安芸郡 R2.9.4 ステンレス卸・加工 96 

株式会社 ユアリーガ 広島市 R2.9.30 美容医療業 9 

株式会社 すぎはら 広島市 R2.12.16 繊維製品製造業 233 

株式会社 濱田製作所 呉市 R2.12.22 製造業 27 

広島県東部森林組合 福山市 R3.3.4 林業 15 

株式会社 広島精機 廿日市市 R3.3.31 一般機械器具製造業 45 

日産部品山陽販売 株式会社 広島市 R3.8.5 産業機械器具卸売業 127 

藤井建設 株式会社 三原市 R3.8.5 建設業 23 

平畑建設 株式会社 三原市 R3.8.5 建設業 18 

社会福祉法人 アンダンテ 福山市 R3.8.23 社会福祉サービス事業 44 

松尾電気 株式会社 三原市 R3.9.24 製造業 35 

社会福祉法人 松友福祉会 三原市 R3.9.24 社会福祉事業 189 

有限会社 三愛機工 

＜認定式 14 時から＞ 
三原市 R3.11.17 生産用機械器具製造業 6 

三宅建設 株式会社 

＜認定式 14 時から＞ 
庄原市 R3.11.17 建設業 12 

有限会社 大坪 三原市 R3.11.30 美容業 4 

日鋼設計 株式会社 

＜認定式 14 時 30 分から＞ 
広島市 R3.12.6 機械設計業 180 

山陽物産 株式会社 

＜認定式 14 時 30 分から＞ 
広島市 R3.12.6 卸売業 9 

 


