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受付順 事業所名 宣言者（代表者名） 所在地

1 中部電力株式会社　名張サービスステーション 所長　北村 英生 夏見84

2 株式会社　亀井商事 代表取締役　亀井 喜久雄 夏見291

3 社会福祉法人　名張厚生協会 理事長　増井 　明 朝日町1357-1

4 ＮＰＯ法人　赤目の里山を育てる会 理事長　伊井野 雄二 上三谷268-1

5 株式会社アクアテルス　関西支店名張営業所 営業所長　向原 紀博 蔵持町原出803-6

6 株式会社　ライフ・テクノサービス 代表取締役　中川   裕 桜ケ丘3110-1

7 新日本輸送株式会社　名張営業所 所長　金田   崇 長瀬1405

8 日本郵便株式会社　名張郵便局 局長　波多野 由章 栄町2930-1

9 株式会社　オフィスもりわき 代表取締役　森脇 和德 希央台4-91-1

10 社会福祉法人　名張市社会福祉協議会 会長　奥村 和子 丸之内79

11 株式会社　緑生園 代表取締役　前川 良文 上小波田1797

12 株式会社三重銀行　名張支店 支店長　上川 展良 栄町2873-11

13 隠家Ajito 取締役　福田 弥生 希央台3-78

14 細矢設計事務所 代表取締役社長　細矢 一宏 桔梗が丘5-8-16

15 株式会社第三銀行　名張支店 支店長　伊藤 憲政 希央台5-20

16 社会福祉法人名張育成会 理事長　市川 知恵子 美旗中村2326

17 伊賀南部農業協同組合 代表理事組合長　辻村 和郎 夏見96

18 おるすばんハウスひまわり園 園長　中村 大学 桔梗が丘3-4-12

19 北伊勢上野信用金庫　名張支店 支店長　大西 正人 希央台5-156

20 マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ名張店 店長　小山 和吉 蔵持町原出1746

21 マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ桔梗が丘東店 店長　東   千里 桔梗が丘7-3-1813-8

22 マックスバリュ中部株式会社　ザ・ビッグエクスプレス夏見橋店 店長　松山 恵二 夏見2452

23 南建設　株式会社 代表取締役　南   隆雄 蔵持町原出623-1

24 三重交通株式会社　伊賀営業所・伊賀観光営業所 所長　仲 　範和 西田原450

25 株式会社松阪電子計算センター　名張総合サービス 所長　中川 憲英 滝之原1050

26 株式会社松阪電子計算センター　名張営業所 所長　小栁 哲也 平尾2980-39
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27 名張環境事業協業組合 代表理事　玄甫 澄子 西田原2176-36

28 有限会社　谷口梱包運送 社長　谷口 賢一 下比奈知3493

29 社会福祉法人　鶯鳴会（れもんぐらす） 施設長　乗川 百合子 西原町2590-6

30 伊賀南部一般廃棄物処理協同組合 代表理事　山端 武彦 南町822-2

31 社会福祉法人明光会（笑美の里リハビリディサービスセンター桔梗が丘） 管理者　東   雄大 桔梗が丘5-8-1829-4

32 有限会社　名張自動車学校 代表取締役　中島 康介 西原町2463

33 名張近鉄ガス　株式会社 代表取締役社長　村井   宏 桔梗が丘1-1-5-1

34 株式会社　ベルウイング 代表取締役　岡井 良裕 夏見3228

35 独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所 所長　染谷 健司 下比奈知2811-2

36 株式会社　弥助　 代表取締役　山中 正彦 上八町1641-2

37 スガコー建設　株式会社 代表取締役　菅尾 智成 夏見2270-1

38 近鉄スマイル桔梗が丘ケアセンター ケアセンター長　三林 道信 桔梗丘西3-1-10

39 株式会社　大道建設 代表取締役　辻本 俊志 松崎町1428

40 イオンリテール株式会社　東海長野カンパニー三重事業部名張店 店長　山岸 千春 元町376

41 特別養護老人ホーム　国津園 施設長　布川 高宏 神屋765

42 ダイベア株式会社　名張工場 常務執行役員　石橋 康弘 蔵持町芝出1109-3

43 センシン　株式会社 代表取締役　辰巳 雄哉 黒田1472

44 株式会社　ヤマタケ 代表取締役　山端 武彦 鴻之台1-48-1

45 生活協同組合コープみえ　伊賀センター 統括部長　村田 正樹 八幡1232-3

46 株式会社　ハートケア 施設長　瀬森 正徳 中知山897-25

47 社会福祉法人　　こもはら福祉会 理事長　福本 房生 西田原2000

48 有限会社タバタ米穀　なばりひやわんこども園 代表取締役　田畑 純也 東町1692-1

49 株式会社ＬＩＸＩＬ　名張工場 工場長　岡畑 真典 蔵持町芝出1171

50 川口栄蔵株式会社 代表取締役　川口 佳秀 瀬古口455-6

51 株式会社丸栄建設 代表取締役　菊山 賢二 松崎町1440-1

52 株式会社百五銀行　名張支店 支店長　東　 芳生 夏見3224-3

53 株式会社南都銀行　名張支店 支店長　吉田 茂典 元町376

54 株式会社中京銀行　名張支店 支店長　谷 　里志 夏見71-2
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55 ヤマトコンタクトサービス 株式会社名張コンタクトセンター センター長　蓑原 勇二 長瀬1418

56 医療法人(社団）寺田病院 理事長　寺田 紀彦 夏見3260-1

57 株式会社アドバンスコープ 代表取締役社長　上田 晴宣 箕曲中村18-2

58 近鉄名張駅 駅長　（稲葉 敏昭） 平尾2961

59 マックスバリュ中部株式会社マックスバリュ名張西店 店長　後藤 浩二 夏見253-1

60 東海労働金庫　名張支店 支店長　藤井 宏司 桔梗が丘5-1-8

61
特定非営利活動法人名張市手をつなぐ育成会
名張市手をつなぐ育成会もみじの家

理事長　寺田 伊三男
施設長　佐伯 政男

美旗中村2339-11

62 国土交通省　近畿地方整備局　木津川上流河川事務所 事務所長　山本 佳也 木屋町812-1

63 公益社団法人　名張市シルバー人材センター 理事長　藤田　嘉矩 丸之内79

64 イセット株式会社　名張営業所 副所長　西村　有人 平尾3213-5

65 株式会社　アグリー 代表取締役　井上　早織 南古山2075

66 特定非営利活動法人　あぐりの杜 代表理事　河野　又雄 東田原529

67 株式会社ハッピーウエルネス 代表取締役　福森　暁 東田原336-2

68 MEGAドン・キホーテＵＮＹ名張店 総店長　中村　英人 下比奈知3100-1

名張市役所 市長　亀井 利克 鴻之台1-1


