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三重県内の若者応援企業が３７社になりました

― 新たに１社が宣言 ―

新たに加わった企業（各企業のＰＲシートは別紙のとおりです）

第３７号 「三昌運輸倉庫 株式会社」（四日市市）

現在計３７企業

「若者応援企業」とは

一定の労務管理の体制が整備されており、若者（35歳未満）のための求人をハローワークに提出

している企業であって、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を積極的に公表する中

小・中堅企業を「若者応援企業」として積極的にＰＲ等を行っていきます。

若者と地域の中小・中堅企業とのマッチングを進めるとともに、中小・中堅企業が若者に対し広

く企業情報を公開する採用慣行の確立を図り、若者を正社員として採用・育成していく機運を醸成

するために、「若者応援企業宣言」事業の取組みを実施しています。

「若者応援企業」最新情報は、三重労働局ホームページへ掲載しています。

⇒ http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012/250319.html
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厚生労働省

三重労働局若者応援宣言企業一覧（平成26年2月末）現在

Ｎｏ 事業所名 所在地 事業内容 Ｎｏ 事業所名 所在地 事業内容

1 株式会社 光機械製作所 津市 工作機械製造 20 株式会社 松阪鉄工所 津市
建設用建築用
金属製品製造業

2 株式会社 カワキタエクスプレス 亀山市 一般貨物自動車運送業 21 森下弁柄工業 株式会社 伊賀市
無機化学工業製品
製造業

3 万協製薬 株式会社 多気町 医療品・化粧品小売業 22 三坂ライト工業 株式会社 四日市市
工業用プラスチック
製品製造業

4 株式会社スエヒロＥＰＭ 四日市市
一般産業用
機械・装置製造

23 おぼろタオル 株式会社 津市 繊維製品製造業

5 熊野精工 株式会社 熊野市 プラスチック製品製造業 24 廣瀬精工 株式会社 伊勢市 金属加工機械製造業

6 株式会社 オートセンターモリ 伊賀市 自動車小売業 25 株式会社 四季の郷 四日市市 福祉・介護事業

7 シンフォニアエンジニアリング 株式会社 伊勢市 電気工事業 26 株式会社 イナバＦＳ 四日市市 飲食店

8 株式会社 山野建設 伊勢市 一般土木建築工事業 27 株式会社 ＳＨＩＮＥＩ なでしこの家 東員町 福祉・介護事業

フォルクスワーゲン三重北
9 カネニ総業 株式会社 四日市市 運輸付帯サービス業 28

フォルクスワーゲン三重北
吉田自動車販売 株式会社

川越町 自動車小売業

10 藪建設 株式会社 津市 一般土木建築工事業 29 社会福祉法人 四日市福祉会 四日市市 障害者福祉事業

11 朝日土木 株式会社 四日市市 土木工事業 30 東海西部運輸 株式会社 三重支店 亀山市 一般貨物自動車運送業

12 三重測量設計 株式会社 四日市市 測量技術サービス業 31 ICDAホールディングス 株式会社 鈴鹿市 自動車小売業

13 株式会社 津松菱 津市 百貨店 32 株式会社 ホンダ四輪販売三重北 鈴鹿市 自動車小売業

14 株式会社 小杉食品 桑名市 食料品製造業 33 株式会社 オートモール 鈴鹿市 自動車小売業

15 株式会社 主婦の店 尾鷲市 総合スーパー 34
有限会社 みはま介護センター
みはまショートステイセンター

御浜町 福祉・介護事業

16 社会福祉法人 ユートピア 四日市市 福祉・介護事業 35 株式会社 ファースト 菰野町 家具・装備品製造業

17 株式会社ナルックス 四日市市 セメント・同製品製造業 36 マスダエンタープライズ 株式会社 菰野町
はん用機械・
同部分品製造業

18 社会福祉法人 清光会 紀南ひかり園 熊野市 障害者福祉事業 37 三昌運輸倉庫 株式会社 四日市市 一般貨物自動車運送業

19 株式会社 ダイハツ三重 四日市市 自動車小売業



別紙２

事業所番号

所在地

2

（男性） － ％ ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

といった様に、それぞれの「企業活動」や「人々の生活」の間に入って物流
のプロとして「安全・安心」に「原料から商品」迄の移動を担っています。

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

日／年

⑤育児休業の取得実績
（女性） －

（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）
（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

20 時間

③新卒者以外の正規雇用労働者
（35歳未満）の採用実績及び定着状
況

採用人数 － －
22年度 23年度

－
　うち在籍人数 － － －

24年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

②新卒者の採用実績及び
定着状況

事業所ＰＲシート
２４０１－４５１９－３

事業所名
　三昌運輸倉庫株式会社

　三重県四日市市采女町春雨３２１８

（フリガナ）　サンショウウンユソウコ　カブシキガイシャ

採用人数 － －
22年度 23年度

◆車両部門：　横乗り教育　→　４ｔトラック配送　→　大型トラック配送　→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中型免許必要）　　（大型免許必要）
　　　　　　　　→　配車マン　→　運行管理者　→　　 車両部門責任者
　　　　　　　　↘　　　　　　（運行管理者資格必要）　　営業担当等
　　　　　　　　　　整備管理者

　②各部門にて、必要な免許資格取得費用の補助制度もあります。
　　 おのおの有効に使ってキャリアアップをはかってください。

物流業とは、どのようなイメージで考えられているでしょうか？
ガラが悪い等あまり印象は良くない話もよく聞きますが、実際には、「預
かった荷物」を「預かった状態のまま」届けるために
　・荷物を安全に届けるにはどうしたら良いか？
　・事故を起こさない為にはどんな運転をすれば良いのか？
プロドライバーとして常に上記の事を考えている真面目な人種です。

三昌運輸倉庫は、物流業といったものを世の中の「企業活動」や、「人々
の生活」に無くてはならない職業と考えています。
例えば、皆さんがよく使う「コンビニの弁当」を例にとってみれば、

①農家さんで作った「作物」を農協に配送する。
　　畜産業者さんが作った「肉・卵」を食品加工業者に配送する。
　　　　　　　　　　　　　　　↓
②農協で集められた「作物」を仕分けして弁当工場に配送する。
　　食品加工業者にて加工された「肉・卵」を弁当工場に配送する。
　　　　　　　　　　　　　　　↓
③弁当工場で作られた「お弁当」を各店舗に配送する。

◆倉庫部門：　リフト作業員　→　倉庫オペレーション業務　→

　　　　　　　　→　倉庫管理者　→　倉庫部門責任者
　　　　　　　　（リフト免許必要）

　　　　　　 　（倉庫管理主任者）　　営業担当等

　①それぞれの段階については、従業員一同責任を持って教育致します
　　 ので、まずは、チャレンジ精神を持って取り組んでください。

24年度
－

　うち在籍人数 － － －



⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度
⑩職場の風景

・受入可能時期　：
・受入人数　　　　：
・実施できる内容：

・受入可能時期　：
・受入人数　　　　：
・実施できる内容：

⑬出張講話の可否
⑭その他

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

①体力、想像力、向上心をもっている人材
②問題提起を行い、それを乗り越える事の出来る行動力を持った人材

　親睦会制度あり（結婚祝い、出産祝い等、各種福利厚生制度あり）

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

⑫職場見学・職場体験の受入れの
可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）


