
No.
県への
届出順 宣言月日 企業名 宣言者 業種

1 78 平成28年6月1日 社会福祉法人育英会　みそら保育園 理事長／園長 保育所

2 10 平成29年 1月17日 常盤電設産業株式会社 代表取締役社長 建設業

3 14 平成29年 1月18日 株式会社ヨウタ 代表取締役 土木・建築ｻｰﾋﾞｽ業

4 16 平成29年 1月18日 猪狩自動制御設計株式会社 常務取締役 製造業

5 42 平成29年 4月 3日 株式会社地質基礎 代表取締役 土木・建築ｻｰﾋﾞｽ業

6 53 平成29年5月1日 社団医療法人養生会 理事長 医療、福祉

7 59 平成29年5月23日 株式会社おのざき 代表取締役社長 鮮魚小売業

8 63 平成29年5月24日 株式会社馬目商店 代表取締役社長 鮮魚小売業

9 70 平成29年6月1日 磯上歯車工業株式会社 代表取締役 製造業

10 71 平成29年6月1日 社会福祉法人いわき福音協会 理事長 障害者福祉事業

総務営業部長

※管理職7名も同時宣言

代表取締役

※管理職1名も同時宣言

13 82 平成29年6月20日 マルトグル－プ 代表取締役社長 小売業

14 99 平成29年7月20日 三木造園株式会社 代表取締役 造園業

16 115 平成29年8月30日 味の浜藤株式会社 小名浜ファクトリ－
執行役員

小名浜フｧクトリ-事業部長
水産加工品製造業

17 116 平成29年8月30日 株式会社福島スイケンエンジニアリング 代表取締役 建設業

いわき工場長

※同工場管理職2名も同時宣言

19 125 平成29年9月20日 株式会社山崎工業 代表取締役 総合建設業

20 132 平成29年10月26日 株式会社ウェブフェイス 代表取締役 情報サービス業

15 173 平成29年8月1日
　株式会社福島インフォメーションリサー
　チ＆マネジメント

代表取締役 情報サービス業

18 121 平成29年9月6日 関東工業株式会社 いわき工場 自動車部品等製造業

土木・建築ｻｰﾋﾞｽ業

いわき市のイクボス宣言企業　　

75 平成29年6月1日 フタバコンサルタント株式会社 土木・建築ｻｰﾋﾞｽ業

[令和５年１月現在]

11

12 76 平成29年6月15日 日栄地質測量設計株式会社

 ※ 順番は、宣言月日順です
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県への
届出順 宣言月日 企業名 宣言者 業種

専務取締役

※役員1名も同時宣言

電機工事業

34 240 平成30年10月1日 日本製紙株式会社　勿来工場 勿来工場参与工場長 製造業

クリナップキャリアサービス株式会社 代表取締役 人材派遣業

代表取締役社長33 220 平成30年8月20日 クレハ電機株式会社

建設業

35 242 平成30年10月1日

38 285 平成31年4月1日 株式会社三崎組 代表取締役 建設業

39 309 令和元年6月26日 常光サービス株式会社 代表取締役 ビルメンテナンス業

工場長 製造業

建設業

29 182 平成30年4月16日 福進工業株式会社

代表取締役

建設業30 183 平成30年4月16日 株式会社みちのくＮテックス 代表取締役

介護業31

32 330 平成30年7月1日 株式会社渡辺組

197 平成30年6月1日 小松電工株式会社 幸福の家桜の里 理事長

代表取締役 建設業

電気めっき加工業

27 174 平成30年3月23日 株式会社いわきテレワークセンター
代表取締役

※部長職、課長職も同時宣言
情報通信業

26 179 平成30年3月15日 　東新工業株式会社
代表取締役社長

※役員3名､執行役員3名、
管理職7名も同時宣言

28 181 平成30年4月16日 福浜大一建設株式会社 代表取締役

23 159 平成30年1月19日 常磐開発株式会社 総合建設業代表取締役社長

24 169 平成30年2月17日 社会福祉法人エル・ファロ 障害者福祉事業理事長

土木・建築ｻｰﾋﾞｽ業25 171 平成30年3月8日 株式会社東日本建設コンサルタント 代表取締役

22 157 平成30年1月18日 株式会社常磐エンジニアリング 製造業代表取締役社長

21 134 平成29年11月7日 株式会社かねまん本舗 水産食品製造業

37 261 平成30年12月21日 オカモト株式会社　福島工場 福島工場長 製造業

36 256 平成30年11月30日 日産自動車株式会社　いわき工場

40 312 令和元年7月1日 城北化学工業株式会社いわき工場 いわき工場長 製造業
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57 519 令和4年2月9日 北都オーディオ株式会社 代表取締役 製造業

56 507 令和3年12月1日 岩電機工事株式会社 代表取締役 建設業

55 502 令和3年11月1日 株式会社矢城建設 代表取締役社長 総合建設業

54 498 令和3年10月1日 林興業株式会社 代表取締役 建設業

53 477 令和3年5月21日 株式会社立進 代表取締役 土木・建築

51 468 令和3年4月1日 特定非営利活動法人いわき環境システム 理事長 サービス業

52 473 令和3年4月12日 福吉工業株式会社 代表取締役 建設業

50 458 令和3年3月9日 株式会社鈴民建設 代表取締役 建設業

41 326 令和元年8月1日 パイオニア設計株式会社 代表取締役 建設コンサルタント

47 402 令和2年6月5日 田村建材株式会社 代表取締役 建設業

42 339 令和元年10月17日 北関東空調工業株式会社 代表取締役 建設業

44 375 令和2年3月23日 株式会社大倉工業所 代表取締役 建設業

43 350 令和元年12月6日 社会福祉法人希望の杜福祉会 理事長 社会福祉

46 408 令和2年6月1日 株式会社邑建築事務所 代表取締役 建築設計

45 398 令和2年5月7日 株式会社福田組 代表取締役 建設業

49 449 令和3年2月16日 医療法人しんデンタルクリニック 理事長 医療

48 427 令和2年8月4日 社会福祉法人ハートフルなこそ 理事長 高齢者福祉

58 539 令和4年7月1日 大和電設工業株式会社 代表取締役 電気工事業

59 541 令和4年9月1日 有限会社岩下商店 代表取締役 食料品製造業

60 542 令和4年9月8日 佐藤建設株式会社 代表取締役 建設業



No.
県への
届出順 宣言月日 企業名 宣言者 業種

63 556 令和4年12月29日 特定非営利活動法人ままはーと 理事長 障がい者福祉事業

62 555 令和4年12月20日 株式会社創和 取締役 建設業

61 543 令和4年9月16日 株式会社ウインテックス 代表取締役社長 製造業


