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三重県内の若者応援企業が３４社になりました

― 新たに28社が宣言 ―

三重県内の若者応援企業 （各企業のＰＲシートは別紙のとおりです）

現在 計３４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/nwes2014/26031901.html
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第７号 伊賀越 株式会社 第１７号
フォルクスワーゲン三重北
吉田自動車販売 株式会社

第２６号 有限会社 マミー不動産

第８号
社会福祉法人 清光会
紀南ひかり園

第１８号 株式会社 小杉食品 第２７号 三重綜合警備保障 株式会社

第９号 三坂ライト工業 株式会社 第１９号
株式会社 SHINEI
なでしこの家

第２８号 株式会社 東海クボタ

第１０号 社会福祉法人 ユートピア 第２０号 社会福祉法人 慈恵会 第２９号 東海物産 株式会社

第１１号 三重測量設計 株式会社 第２１号 中央建設 株式会社 第３０号 セントケア三重 株式会社

第１２号
ワンツーワン個別学院
山手通り校

第２２号
特定非営利活動法人
みえみえなび

第３１号 三昌運輸倉庫 株式会社

第１３号 朝日土木 株式会社 第２３号
コスモ石油販売 株式会社
三重カンパニー

第３２号 株式会社 ホンダカーズ三重

第１４号 株式会社 イナバＦＳ 第２４号 株式会社 ホンダカーズ三重東 第３３号
株式会社 グリーンタウン
呼吸嚥下ケアプラニング

第１５号 高砂建設 株式会社 第２５号
アップルオートネットワーク
株式会社

第３４号
みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック

第１６号 株式会社 四季の郷



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 藪建設 株式会社 津市 一般土木建築工事業 18 株式会社 小杉食品 桑名市 食料品製造業

2 株式会社 光機械製作所 津市 金属加工機械製造業 19 株式会社 ＳＨＩＮＥＩ なでしこの家
員弁郡
東員町

福祉・介護事業

3 株式会社 オートセンターモリ 伊賀市 自動車小売業 20 社会福祉法人 慈恵会 伊勢市 福祉・介護事業

4 株式会社 松阪鉄工所 津市 建設用・建築用金属製品製造業 21 中央建設 株式会社 四日市市 一般土木建築工事業

5 株式会社 主婦の店 尾鷲市 総合スーパー 22 特定非営利活動法人 みえみえなび
三重郡
川越町

情報処理・提供サービス業

6 熊野精工 株式会社 熊野市 プラスチック製品製造業 23
コスモ石油販売 株式会社
三重カンパニー

四日市市 燃料小売業

7 伊賀越 株式会社 伊賀市 調味料製造業 24 株式会社 ホンダカーズ三重東 四日市市 自動車小売業

8
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 25 アップルオートネットワーク 株式会社 四日市市 自動車小売業

9 三坂ライト工業 株式会社 四日市市 プラスチック製品製造業 26 有限会社 マミー不動産 四日市市 不動産賃貸業

10 社会福祉法人 ユートピア 四日市市 福祉・介護事業 27 三重綜合警備保障 株式会社 四日市市 警備業

11 三重測量設計 株式会社 四日市市 測量技術サービス業 28 株式会社 東海クボタ 四日市市 小売業

12
ワンツーワン個別学院
山手通り校

四日市市 学習塾 29 東海物産 株式会社 四日市市 科学製品卸売業

13 朝日土木 株式会社 四日市市 土木工事業 30 セントケア三重 株式会社 四日市市 福祉・介護事業

14 株式会社 イナバＦＳ 四日市市 飲食店 31 三昌運輸倉庫 株式会社 四日市市 一般貨物自動車運送業

15 高砂建設 株式会社 四日市市 土木工事業 32 株式会社 ホンダカーズ三重 松阪市 自動車小売業

16 株式会社 四季の郷 四日市市 福祉・介護事業 33
株式会社 グリーンタウン
呼吸嚥下ケアプラニング

亀山市 福祉・介護事業

17
フォルクスワーゲン三重北
吉田自動車販売 株式会社

三重郡
川越町

自動車小売業 34 みえ呼吸嚥下リハビリクリニック 亀山市 一般診療所


