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三重県内の若者応援宣言企業が１１６社になりました 

― 新たに１社が宣言 ― 

 

「若者応援宣言企業」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「若者応援宣言企業」として積極的にＰＲ等を行っていきます。 

 

 

○ 新たに若者応援を宣言した企業（ＰＲシートは別紙のとおりです） 

 

・第117号 (株)マルマサフード菰野工場（菰野町） 

   

 

 

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、「若者応援宣言事業」の取組みを実施しています。 

「若者応援宣言企業」最新情報は、三重労働局ホームページへ掲載しています。 

また、平成27年11月24日から、厚生労働省のポータルサイトで全国の若者応援宣言企業を掲載し

ています。 

○三重労働局ホームページ 

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

○厚生労働省ポータルサイト 

⇒http://www.wakamono-ikusei.go.jp/search/service/top.action 

 

【照会先】 

三重労働局職業安定部 

地方訓練受講者支援室長 

   西 勝美 

 地方訓練受講者支援室長補佐 

           仲  誠 

 電 話 059-261-2941 
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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 　尾鷲物産　株式会社 　尾鷲市 　水産食品製造業 30 　三昌運輸倉庫株式会社 　四日市市 　一般貨物自動車運送業

2 　高砂建設　株式会社 　四日市市 　土木工事業 31 　株式会社アサヒダイテック
　員弁郡
　東員町

　金属製品製造業

3 　三重綜合警備保障　株式会社 　四日市市 　警備業 32 　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

4 　株式会社　エヌ・イー・ジー 　四日市市 　専門サービス業 33 　社会福祉法人慈恵会 　伊勢市 　老人福祉・介護事業

5 　石井燃商　株式会社 　四日市市 　燃料小売業 34 　株式会社ケーテック 　いなべ市 　はん用機械部品製造業

6 　豊國工業　株式会社 　伊賀市 　家具製造業 35 　社会福祉法人三重ベタニヤ 　津市 　老人福祉・介護事業

7 　株式会社　ダイハツ三重 　四日市市 　自動車小売業 36 　株式会社ユニテック四日市事業所 　四日市市 　専門サービス業

8 　ワンツーワン個別学院　山手通り校 　四日市市 　学習塾 37 　株式会社主婦の店 　尾鷲市 　総合スーパー

9 　医療法人　三愛
　三重郡
　菰野町

　病院 38 　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

10 　セントケア三重　株式会社 　四日市市 　福祉・介護事業 39
　社会福祉法人アパティア福祉会
　介護福祉施設アパティア長島苑

　桑名市 　老人福祉・介護事業

11 　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 40
　社会福祉法人アパティア福祉会
　児童養護施設エスペランス

　桑名市 　児童福祉事業

12 　あずまフーズ株式会社
　三重郡
　菰野町

　水産食品製造業 41
　社会福祉法人アパティア福祉会
　あおいひなた

　桑名市 　老人福祉・介護事業

13 　勢州建設株式会社 　鈴鹿市 　土木工事業 　アスカ株式会社
　員弁郡
　東員町

　機械器具小売業

14
　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 42 　株式会社ヒラマツ　虹の夢　津 　津市 　老人福祉・介護事業

15 　みえ呼吸嚥下リハビリクリニック 　亀山市 　一般診療所 43 　東洋鋳鉄株式会社 　四日市市 　鉄素形材製造業

16 　医療法人社団　川越伊藤医院
　三重郡
　川越町

　一般診療所 44 　株式会社稲垣鉄工 　四日市市 　建設工事業

18 　朝日土木　株式会社 　四日市市 　土木工事業 45 　扶桑工機株式会社 　桑名市 　一般産業用機械・装置製造業

19 　帝産大鐘ダイカスト工業　株式会社 　四日市市 　非鉄金属素形材製造業 46 　株式会社ホンダカーズ三重 　松阪市 　自動車小売業

20 　恭和工業株式会社 　四日市市 　土木工事業 47 　藪建設株式会社 　津市 　土木工事業

21 　株式会社見取コンサルタント 　四日市市 　土木建築サービス業 48 　万協製薬株式会社
　多気郡
　多気町

　化粧品製造業

22 　東海ランド株式会社 　鈴鹿市 　娯楽業 49 　株式会社ＳＨＩＮＥＩ　なでしこの家
　員弁郡
　東員町

　老人福祉・介護事業

23 　明智工業株式会社 　いなべ市 　鉄素形材製造業 50 　株式会社光機械製作所 　津市 　金属加工機械製造業

24 　垣善フレッグ株式会社　四日市ＧＰ 　四日市市 　その他食品製造業 51 　宇野重工株式会社 　松阪市
　建設用・建築用金属製品製造
業

25 　株式会社スエヒロＥＰＭ 　四日市市 　非鉄金属製造業 52 　特別養護老人ホーム　みやま園
　北牟婁郡
　紀北町

　老人福祉・介護事業

26 　株式会社中央鐵骨 　四日市市 　設備工事業 53 　御在所ロープウエイ株式会社
　三重郡
　菰野町

　索道業

27 　コスモ石油販売株式会社　西中部カンパニー 　四日市市 　燃料小売業 54 　福道建設株式会社 　四日市市 　土木工事業

28 　株式会社ホンダカーズ三重東 　四日市市 　自動車小売業 55
　社会福祉法人四日市福祉会
　垂坂山ブルーミングハウス

　四日市市 　障害者福祉事業

29 　社会福祉法人和順会 　鈴鹿市 　障害者福祉事業 56 　株式会社三重カンツリークラブ
　三重郡
　菰野町

　スポーツ施設提供業

平成27年度　若者応援宣言企業一覧



NO 事業所名 所在地 事業内容 NO 事業所名 所在地 事業内容

57 　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 87 　浜口土木株式会社 　伊勢市 　土木工事業

58 　株式会社金星堂 　桑名市 　広告業 88 　メディカル・ケア・サービス三重株式会社 　亀山市 　老人福祉・介護事業

59
　社会福祉法人アパティア福祉会
　ハピネスやさと在宅介護サービスセンター

　四日市市 　老人福祉・介護事業 89 　株式会社中田商事 　伊賀市 　一般貨物自動車運送業

60 　株式会社四季の郷 　四日市市 　老人福祉・介護事業 90 　三重測量設計株式会社 　四日市市 　技術サービス業

61 　社会福祉法人伊賀市社会事業協会 　伊賀市 　社会福祉事業 91 　株式会社若鈴 　津市 　技術サービス業

62 　医療法人　浜口耳鼻咽喉科 　鈴鹿市 　一般診療所 92 　社会福祉法人長茂会 　尾鷲市 　老人福祉・介護事業

63 　紀北信用金庫 　尾鷲市 　中小企業等金融業 93 　株式会社アルム 　津市 　建築リフォーム工事業

64 　株式会社小杉食品 　桑名市 　その他食品製造業 94 　東石工業株式会社 　津市 　その他金属製品製造業

65 　医療法人　社団　嘉祥会 　松阪市 　病院 95 　株式会社創和 　津市 　船舶製造・修理業

66 　社会福祉法人　寿泉会　しおりの里 　津市 　老人福祉・介護事業 96 　株式会社マルヤス 　津市 　各種食料品小売業

67 　医療法人　碧会　しおりの里 　津市 　老人福祉・介護事業 97 　株式会社山野建設 　伊勢市 　土木工事業

68 　社会福祉法人　明合乃里会 　津市 　老人福祉・介護事業 98 　CYS．Hair
　多気郡
　多気町

　美容業

69 　社会福祉法人　すみれ会 　松阪市 　老人福祉・介護事業 99 　株式会社タカキタ 　名張市 　農業用機械製造業

70 　株式会社東海セイムス 　松阪市 　医薬品・化粧品小売業 100 　伊勢土建工業株式会社 　桑名市 　土木工事業

71 　熊野精工株式会社 　熊野市 　その他プラスチック製品製造業 101 　株式会社高山化成　伊賀工場 　伊賀市 　プラスチックシート製造業

72 　三交伊勢志摩交通株式会社 　伊勢市 　一般乗合旅客自動車運送業 102 　株式会社マスヤグループ本社 　伊勢市 　その他卸売業

73 　日本土木工業株式会社
　南牟婁郡
　御浜町

　土木工事業 103 　廣瀬精工株式会社 　伊勢市 　金属加工機械製造業

74 　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 104 　サンユー技研工業株式会社 　津市 　自動車・同付属品製造業

75 　ＪＵＫＩ金属株式会社
　多気郡
　大台町

　鉄素形材製造業 105 　中央産商株式会社 　津市 　建築材料卸売業

76 　社会福祉法人けやき福祉会 　鈴鹿市 　老人福祉・介護事業 　日本アイティディ株式会社　東北支店 　四日市市 　ソフトウェア業

77 　株式会社東海クボタ 　四日市市 　その他小売業 106 　株式会社エヌ・エス・アイ 　津市 　土木工事業

78 　株式会社かきうち農園
　南牟婁郡
　御浜町

　耕種農業 107 　中部企業株式会社 　津市 　建築材料卸売業

79 　有限会社みはま介護センター
　南牟婁郡
　御浜町

　老人福祉・介護事業 108 　Ｂｅｌｉｖｅ株式会社 　津市 　土木工事業

80
　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

　南牟婁郡
　御浜町

　老人福祉・介護事業 109 　中勢製氷冷蔵株式会社 　津市 　冷蔵倉庫業

81 　社会福祉法人記和会　ケアホーム熊南 　熊野市 　老人福祉・介護事業 110 　有限会社はっとり美容室 　津市 　美容業

82
　東京コンピュータサービス株式会社
　四日市支店

　四日市市 　ソフトウェア業 111 　株式会社Ｔ・Ａ・Ｇ
　桑名郡
　木曽岬町

　建設用・建築用金属製品製造
業

83 　マスダエンタープライズ株式会社
　三重郡
　菰野町

　はん用機械部品製造業 112 　株式会社日本フェニックス 　津市 　その他小売業

84
　社会福祉法人慈幸会
　特別養護老人ホームすいせんの里

　桑名郡 　老人福祉・介護事業 113 　セコム三重株式会社 　津市 　警備業

85 　ルシードスタイル　Ｌｅｓ　ＣＹＳ． 　松阪市 　美容業 114 　株式会社ミエライス 　津市 　精米・食品の販売

86 　藤井撚糸株式会社 　四日市市 　繊維加工業 115 　三重トヨペット株式会社 　津市 　自動車の販売及び整備



NO 事業所名 所在地 事業内容 NO 事業所名 所在地 事業内容

116 　三重ダイハツ販売株式会社 　松阪市 　自動車小売業

117 　(株)マルマサフード菰野工場 　四日市市 　農畜産物・水産物卸売業

平成27年度　若者応援宣言企業一覧



事業所番号

所在地

①社内教育・キャリアアップ
制度等

17

（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

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：

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。

創立５１年目の安定・成長企業です。稼働３年目の新しい工場で一緒
に働きませんか？困った時は社員皆が相談にのってくれます。

・協調性のある人
・何事にも真剣に取り組む人

・ベネフィット・ステーション会員
・永年勤続表彰制度

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

・受入可能時期　：随時

・受入人数　　　　：１～１０人

・実施できる内容：職場見学（見学者通路より）

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　　　）

10 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 － 7

24年度 25年度

7

　うち在籍人数 － 4 4

26年度

・入社後、３ヶ月間は、現場での実践と教育資料を使った研修期間とな
ります。未経験の方にも、細かく丁寧な教育を行います。
・ＨＡＣＣＰ研修、一般衛生管理、ＡＥＤ講習、若手向けコミュニケーショ
ン研修等、社員教育に注力しています。

②新卒者の採用実績及び
定着状況

２４０１－９２２４８５－３（２７０８－６１３３８２－８）

事業所名
株式会社マルマサフード　菰野工場
三重県三重郡菰野町大字永井字北西川原３０８０－１

事業所ＰＲシート　　　　

（フリガナ）カブシキガイシャマルマサフード　コモノコウジョウ

26年度

－

　うち在籍人数 － － －

採用人数 － －

24年度 25年度


