
福 島 市 働 く 女 性 応 援 認 証 企 業 一 覧 (認証順）
令和5年2月20日現在

認証年度 認証№ 企業名 所在地 ゴールド認証 障がい者雇用推進企業 職　種

1 株式会社　協和地質 南矢野目字中屋敷51番地の１ 地質調査業

2 株式会社　小野工業所 町庭坂字堀ノ内3番地の１ 建設業

3 株式会社　丸立渡辺組 松川町浅川字包崎22番地の１
建設業

（総合工事業）

4 株式会社　三本杉ジオテック 南矢野目字徳元田北4番地 地質調査業

5 福島カラー印刷株式会社 さくら三丁目2番地の７ 印刷広告業

6 社会福祉法人福島福祉会 飯坂町湯野字梁尻1番地の１ 医療・福祉業

7 一新建設株式会社 下鳥渡字石橋西12番地の3 建設業

8 株式会社トーネット 八木田字中島36番地の1 人材派遣業

9 株式会社トーネット・コーポレーション 八木田字中島36番地の1 〇 業務請負業

10 株式会社日進堂印刷所 庄野字柿場1番地の１ 〇 〇 印刷広告業

11 医療法人　慈正会 笹谷字稲場23番地の4 〇 医療業

12 有限会社西坂製作所 町庭坂字前田14番地の2 　 製造業

13 株式会社信濃屋 鎌田字卸町5番地の9 〇 持ち帰り・配達飲食サービス業

14 株式会社　山川印刷所 庄野字清水尻１番地の10 〇 〇 印刷業

15 マイクスコーポレーション有限会社 野田町字八郎内５５番地の１ 介護業

16 社会福祉法人 福島更生義肢製作所 腰浜町３１番1号 〇 医療・福祉業

17 安西土木株式会社 笹谷字道添２０番地 建設業

18 株式会社大丸工務店 野田町四丁目3番20号 〇 総合建設業

19 朝日システム株式会社 伏拝字台田1番地の2 情報サービス業

20 タカラ印刷株式会社 渡利字絵馬平86番地の9 製造業

21 東開工業株式会社 佐倉下字観音堂11番地の3  金属製品製造業

22 大槻電設工業株式会社 鎌田字卸町13番地の7 電気設備工事業

23 税理士法人ケーエフエス 栄町6番地の6　NBFﾕﾆｯｸｽﾋﾞﾙ6F 専門技術サービス業

24 株式会社KFSライフ設計 栄町6番地の6　NBFﾕﾆｯｸｽﾋﾞﾙ1F 保険媒介代理業

25 株式会社須南電設 太平寺字久保27番地 建設業

26 文化設備工業株式会社 野田町五丁目5番6号 管工事業

27 株式会社光和設備工業所 五老内町2番6号 建設業

28 タニコー株式会社福島営業所 森合字高野23-25 厨房機器製造・販売

29 株式会社土方建設 瀬上町字西中川原21番地の1 建設業

30 信陵建設株式会社 飯坂町字月崎町11番地の4 建設業

31 共進株式会社 鎌田字中森山1番1号
保険媒介代理業
石油製品販売業

32 株式会社アンドテラス 飯坂町中野字森31番地 障がい福祉サービス

33 株式会社ペンギンエデュケーション 方木田字北白家5-2 保育事業

34 株式会社こんの 陣場町2番20号 〇 再生資源卸売業

35 株式会社阿部測量設計事務所 南中央１丁目77番地 測量業

36 中央設備株式会社 松川町沼袋字戸ノ内74番地 建設業

37 シオヤユニテック株式会社 松川町下川崎字新田61 板金製缶加工業

38 有限会社大野建築設計事務所 南矢野目字鼓原15-2 建築設計・監理業

39 福島ツーリストサービス株式会社 御山字検田2-1 旅行業

40 広栄電設株式会社 丸子字東前4-1 〇 電気設備工事

41 福島コミュニティ放送株式会社 置賜町8-8　パセナカミッセ1階 放送業

42 株式会社ｚｅｒｏ　ｏｎｅ 大町7-25　アクティ大町ビル 建設業

43 有限会社交友会建設 荒井字北峠原10 建設業

44 株式会社リンペイ 方木田字谷地18-1 化学製品卸売業

45 菅野建設株式会社 新町6-33 建設業

46 株式会社第一印刷 岡島字古屋舘1-2（福島工業団地内） 製造業

47 社会福祉法人さくら福祉会 上鳥渡字樋ノ口北52 社会福祉

48 社会福祉法人すこやか福祉会 沖高字中島14-1 高齢福祉

49 第一温調工業株式会社 鎌田字卸町15-1 建設業

50 福島ヤクルト販売株式会社 御山字中川原116 乳製品他卸売販売業

51 コバックス株式会社 鳥谷野字扇田29-1 建設業

52 ミライズ株式会社 町庭坂字遠原三3-16 〇 警備業

53 株式会社亀岡工務店 佐倉下字前3 建設業

54 社会福祉法人多宝会 本町4-23 老人福祉事業

55 株式会社インフォメーション・ネットワーク福島 山下町5-10 情報通信業

56 株式会社日新土建 南沢又字前田13-7 建設業

57 社会医療法人一陽会　一陽会病院 八島町15-27 医療業

58 株式会社ニューメディア福島センター 御山字一本松17-1-1 情報通信業

59 株式会社ラジオ福島 下荒子8 放送業

60 信夫工業株式会社 曽根田町7-31 建設業
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61 ファーリア社会保険労務士法人 福島市三河南町1-20 コラッセふくしま6F 社会保険労務士事務所

62 株式会社ももがある 福島市田沢字木曽内前6-8 食品製造業

63 佐藤工業株式会社 福島市泉字清水内1 〇 総合建設業

64 東信建設株式会社 福島市成川字台田24 建設業

65 株式会社エス・シー・シー 福島市庄野字柿場1-1 出版業

66 株式会社福島リビング新聞社 福島市御倉町1-5 FTVカルチャーセンター1階 新聞発行業

67 福島商工会議所 福島市三河南町1-20 コラッセふくしま8階 地域総合経済団体

68 株式会社サカイクリエート 福島市町庭坂字原中1-10 職業紹介・労働者派遣業

69 株式会社ニーズ 福島市本内字南街道下1-1 建築・不動産・環境資材販売業

70 行政書士法人近藤事務所 福島市方木田字前白家5-1 行政書士事務所

71 六洋電気株式会社 福島市南矢野目字向原22 建設業

72 野田鉄工有限会社 福島市野田町七丁目9-3 〇 鋳物加工業
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