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三重県内の若者応援企業が４２社になりました 

― 新たに８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） 

第３５号「東海西部運輸 株式会社 三重支店」（亀山市） 

第３６号「株式会社 山野建設」（伊勢市） 

第３７号「旭工機 株式会社」（津市） 

第３８号「社会福祉法人 四日市福祉会」（四日市市） 

第３９号「藤井撚糸 株式会社」（四日市市） 

第４０号「御在所ロープウエイ 株式会社」（四日市市） 

第４１号「医療法人 三愛」（三重郡菰野町） 

第４２号「株式会社 ミエスレート」（四日市市） 

                    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 

【照会先】 

三重労働局職業安定部 

職業安定部長    山口 了子 

地方訓練受講者支援室長 

   和田  理 

 地方訓練受講者支援室長補佐 

           米澤 尚之 

電 話 059-261-2941 
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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6月16日現在 42社）

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 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

2 株式会社 光機械製作所 津市 金属加工機械製造業 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

3 株式会社 オートセンターモリ 伊賀市 自動車小売業 24 株式会社 ホンダカーズ三重東 四日市市 自動車小売業

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 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

5 株式会社 主婦の店 尾鷲市 総合スーパー 26 有限会社 マミー不動産 四日市市 不動産賃貸業

6 熊野精工 株式会社 熊野市 プラスチック製品製造業 27 三重綜合警備保障 株式会社 四日市市 警備業

7 伊賀越 株式会社 伊賀市 調味料製造業 28 株式会社 東海クボタ 四日市市 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 29 東海物産 株式会社 四日市市 科学製品卸売業

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 30 セントケア三重 株式会社 四日市市 福祉・介護事業

10 社会福祉法人 ユートピア 四日市市 福祉・介護事業 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

11 三重測量設計 株式会社 四日市市 測量技術サービス業 32 株式会社 ホンダカーズ三重 松阪市 自動車小売業

12
ワンツーワン個別学院
山手通り校

四日市市 学習塾 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

13 朝日土木 株式会社 四日市市 土木工事業 34 みえ呼吸嚥下リハビリクリニック 亀山市 一般診療所

14 株式会社 イナバＦＳ 四日市市 飲食店 35 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

15 高砂建設 株式会社 四日市市 土木工事業 36 株式会社 山野建設 伊勢市 一般土木建築工事業

16 株式会社 四季の郷 四日市市 福祉・介護事業 37 旭工機 株式会社 津市 建築材料卸売業

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 38 社会福祉法人 四日市福祉会 四日市市 障害者福祉事業

18 株式会社 小杉食品 桑名市 食料品製造業 39 藤井撚糸 株式会社 四日市市 製糸業・紡績業

19 株式会社 ＳＨＩＮＥＩ なでしこの家
員弁郡
東員町

福祉・介護事業 40 御在所ロープウエイ株式会社 四日市市 鉄道業

20 社会福祉法人 慈恵会 伊勢市 福祉・介護事業 41 医療法人 三愛 四日市市 病院

21 中央建設 株式会社 四日市市 一般土木建築工事業 42 株式会社 ミエスレート 四日市市 セメント・同製品製造業



事業所番号

所在地

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

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　:　随時

・受入人数　　　　：　1～5名

⑬出張講話の可否

⑭その他 ISO9001取得、グリーン経営認証、安全性優良事業所

（　　　　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。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

当社の品質方針は【安全、確実、丁寧な輸送】です。私たちの仕事は
単に荷物を運ぶだけではなくお客様の気持ちと思いを一緒にお届けし
ております。自ら考え行動出来る若い方達に期待をしております。

自己管理の出来る方、相手の気持ちがわかる方。

無事故表彰制度、永年勤続表彰制度、免許取得制度

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

・実施できる内容：　職場見学(会社概要)

2日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

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　　　）

45 時間

①社内教育・キャリアアップ
制度等

★新人研修の内容
初期研修⇒ツーマン研修⇒独り立ち⇒フォローアップ研修
キャリアアップ制度＝大型免許取得制度、フォークリフト資格取得制度

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

事業所ＰＲシート　　　　 No.035

写真張り付け欄（写真はなくとも可）

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 3 1

23年度 24年度

1

　うち在籍人数 2 1 0

25年度

2409-614361-8

事業所名
東海西部運輸㈱三重支店

三重県亀山市白木町貝下1866-2

（フリガナ）　トウカイセイブウンユ　　ミエシテン　

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 0 0

23年度 24年度 25年度

0

　うち在籍人数 0 0 0



事業所番号
（フリガナ）カブシキガイシャ

所在地

5

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

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

ヤマノケンセツ

職場見学でも結構ですので、お気軽にお越し下さい。

（　　　　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。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

当社では若い人から熟年の方までコミュニケーションが取れるのでアッ
トホームな雰囲気です、建設業に興味のある方はハローワークさんの
紹介状を持って当社にお越し下さい。

やる気があり、任された仕事をしっかりする人

慰安旅行、若人の会、リゾートホテル契約

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

随時

２人

現場の軽作業

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

２人

随時

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

現場の見学、軽作業・補助

⑤育児休業の取得実績

（女性） 0

（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　　　）

15 時間

写真張り付け欄（写真はなくとも可）

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 0 0

23年度 24年度

1

　うち在籍人数 0 0 1

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

資格取得、国家技能検定受検費全額負担

２４０２－００２０２９－５

事業所名
株式会社　山野建設

三重県伊勢市浦口４－１－１１

事業所ＰＲシート　　　　 No.036

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 2 1

23年度 24年度 25年度

1

　うち在籍人数 2 1 1



事業所番号
アサヒコウキカブシキガイシャ

所在地

3.4

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

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　：随時

・受入人数　　　　：１名

・実施できる内容：

・受入可能時期　：随時

・受入人数　　　　：１名

・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。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

自分たちの仕事を通して、地域社会の発展や生活環境向上を目指し
ています。弊社の安定性・健全性に誇りを持って仕事をしています。

協調性・フットワークがありバランス感覚の優れた人材

中勢ジョイフル加入・永年勤続表彰・持株会奨励金・かんぽ生命加入

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

応相談

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

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

応相談

⑤育児休業の取得実績

（女性） 0

（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 0 0

23年度 24年度

0

　うち在籍人数 0 0 0

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

入社後、ただちに社内外教育を実施。営業職については、約１年間の
商品基礎知識習得を主体とした倉庫管理・配送業務からスタートしま
す。

2403-000854-0

事業所名
旭工機株式会社

津市修成町８番１号

事業所ＰＲシート　　　　 No.037

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 1 3

23年度 24年度 25年度

0

　うち在籍人数 1 3 0



事業所番号
（フリガナ）しゃかいふくしほうじん　よっかいちふくしかい

所在地

4.8

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

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　：電話で予約。随時。 （長期連休時を除く。）

・受入人数　　　　：　３人

・受入可能時期　：電話で相談のうえ、ご予約ください。

・受入人数　　　　：見学２０名位まで、　体験　３名　

⑬出張講話の可否

⑭その他 当法人の、ＨＰ（www.blooming.or.jp)、Ｆacebook をご覧ください。

（　　　　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。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

当法人は、平成6年に設立。主に知的障害のある方たちの生活支援・
就労支援・地域生活支援を行っています。障害のある方の未来や希
望、夢を一緒に共有、実現していく仕事です。見学・体験をお待ちして
います。

心身共に、健康で、自分から仕事を見つけていける人材。ＰＣは、基礎
レベルが必要。専門知識よりも、探求心を求めます。普通運転免許（Ａ
Ｔ限定可）

お誕生祝い（常勤１万円）、福利厚生予算（１人１万円）、労災上乗せ保険、

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

・実施できる内容：事業運営の中で、障害のある人の日中活動等の支援。

・実施できる内容：法人内施設の見学、障害者の生活支援、行事引率ほか

24年度

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

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

⑤育児休業の取得実績

（女性） 100

（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　　　）

5.1 時間

1

　うち在籍人数 3 0 1

採用人数 4 0

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

勤続年数に応じた「キャリア　パス制度」があり、法人の中で昇格制度
に沿っています。25年度より法人内全体の外部講師を活用した法人内
研修を、継続的に実施しており、若手職員には、好評を得ています。

2401-103666-6

事業所名
社会福祉法人　四日市福祉会

三重県四日市市別名３－３－１０

4

24年度 25年度

3

3 3

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

23年度

No.038事業所ＰＲシート　　　　

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 10

23年度

　うち在籍人数 9

Ｈ２５年度から始まった法人研修の１場面です。 

法人内の事業所の職員が、横断的に集まり、外部

講師のもと、福祉のプロフェッショナルを目指して、

学ぶ機会を設けています。今年度も対象を広げ実

施します。 



事業所番号
（フリガナ）フジイネンシ　カブシキガイシャ

所在地

9.3

（男性） － ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

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
　職場見学歓迎します。
　就業場所は、事業所所在地の他、楠第１工場、楠第２工場です。
　（住所：四日市市楠町南川５０）

（　　　　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。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

　未経験者もすぐになじめる仕事です。
　家族的な雰囲気の中で物造りに取り組むことに興味のある方は
　ぜひいらしてください。

　製造業に興味があり、気力と体力に自信のある方

　新年会、ボーリング大会、社員旅行など

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

２～３名

５月～７月

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

製造ラインの見学

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 － 10

23年度 24年度

2

　うち在籍人数 － 8 2

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

　入社後は、先輩社員が教育担当として、ＯＪＴで丁寧に指導します。
　週１回程度、社長主催の勉強会も実施します。

２４０１－３３５３－０

事業所名
藤井撚糸　株式会社
三重県四日市市羽津町20-14

事業所ＰＲシート　　　　 Ｎｏ．039

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 － －

23年度 24年度 25年度

3

　うち在籍人数 － － 2



事業所番号
（フリガナ）ゴザイショロープウエイカブシキガイシャ

所在地

7

（男性） － ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

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

25年度

1

　うち在籍人数 5 2 0

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 5 3

23年度 24年度

２４０１－２１５７－３

事業所名 御在所ロープウエイ株式会社
三重県三重郡菰野町大字菰野8625番地

事業所ＰＲシート　　　　 Ｎｏ．040

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 － －

23年度 24年度

－

　うち在籍人数 － － －

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

　入社後は各部からの説明、観光業のため周辺施設の案内、外部研
修を受講した後、３ヶ月間各職場を体験し、７月に本配属となります。
　また、短大、大学卒業者は三重交通グループ２５社の新入社員がグ
ループである鳥羽シーサイドホテルにて１泊２日の懇親を兼ねた研修
があります。

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

応相談

応相談

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

応相談

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

（　　　　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。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

　御在所岳の大自然の中で、四季折々の感動をお客様に提供する会
社であり、地元湯の山温泉共々、北勢地域の代表的な観光地となっ
ています。当社には様々な職種があり、それぞれの頑張りにより活躍
できる場所がたくさんあります。

　元気で向上心、責任感のある人。お客様を大切にできる人。

　登山大会、ボウリング大会、社員旅行、三重交通グループ対抗ソフトボール大会等

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）



事業所番号

所在地

13

（男性） － ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

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。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

　次世代の医療を担う若い力を必要としています。
　2014年秋に新規診療所ＯＰＥＮ予定。事業拡大中です。

選考基準：書類選考、専門試験、面接

医療費補助、互助会、託児所、法人契約レジャー宿泊施設利用可

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

応相談

随時

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

応相談

⑤育児休業の取得実績

（女性） 100

（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　　　）

10 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 1 2

23年度 24年度

5

　うち在籍人数 1 2 5

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

有（資格取得支援制度等）

2401-101463-8

事業所名
医療法人　三愛

三重郡菰野町宿野432

事業所ＰＲシート　　　　

（フリガナ）イリョウホウジン　サンアイ

No.041

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 1 1

23年度 24年度 25年度

2

　うち在籍人数 0 1 2



事業所番号

所在地

8

（男性） － ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

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

25年度

1

　うち在籍人数 － － 1

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 － －

23年度 24年度

2401-160-6

事業所名
株式会社　ミエスレート

四日市市生桑町945番地

事業所ＰＲシート　　　　

（フリガナ）カブシキガイシャ　ミエスレート

No.042

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 － －

23年度 24年度

－

　うち在籍人数 － － －

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

　スレート工事及び営業実習

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

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

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　　　）

3 時間

（　　　　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。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

　当社の従業員の現在の平均年齢は５１歳であり、かなり高齢化した
　会社です。この様な当社で若い力を発揮して頂くことを期待します。

　建設業、製造業に関心があり、フットワークが軽く、協調性がある人

　雇用、労災、健康、厚生、退職金制度

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）


