
№ 事業所名 職務執行者 役職 所在地

1 本林家具株式会社 本林隆行 会長 川内町沖島４１４

2 株式会社キタウチ 北内啓夫 代表取締役 津田海岸町５－４３

3 小松設備株式会社 小松　聡 代表取締役 川内町大松２３０－５

4 株式会社壮光堂 白石光生 代表取締役 南昭和町１丁目９－１３

5 株式会社アワタ 粟田　勝 代表取締役 南矢三町３丁目１－１６

6 高原建設株式会社 高原チアキ 相談役 川内町宮島錦野７－１

7 剣山ホテル有限会社 森浦源泰 取締役会長 南内町２丁目１１

8 徳島段ボール株式会社 中井　徹 代表取締役 東沖洲１丁目５－７

9 株式会社ホームズコーポレーション 出張篤史 代表取締役 東沖洲１丁目３－８

10 社会福祉法人青嵐会 中村晃子 業務執行理事 北田宮２丁目２－５８

11 一般財団法人徳島県観光協会 矢田博嗣 理事長 山城町東浜傍示１－１

12 有限会社尾方紙工 尾方和広 代表取締役 名東町１丁目６０－２０

13 株式会社高建設 高井耕三 代表取締役 助任橋２丁目１５－３

14 株式会社徳島ネオン 本久ミドリ 専務取締役 東沖洲１丁目２－１

15 株式会社マネジメント・スタッフ 川人洋一 代表取締役 北島田町１丁目３－３

16 徳島電材株式会社 堺　克由 取締役会長 川内町平石流通団地２

17 一般社団法人徳島県室内装飾業協会 粟田和利 代表理事 南田宮２丁目３－１１４

18 港産業株式会社 港　忠德 代表取締役会長 川内町平石住吉２０９－１

19 株式会社タケジ美容室 谷口シズヱ 取締役会長 佐古三番町５－３

20 株式会社ぶつだんのもり 岸本耕三 代表取締役 大松町上の口２０－１

21 株式会社北島建設 北島誠祐 代表取締役社長 中洲町１丁目１４

22 株式会社旭木工 中村孝雄 代表取締役社長 東沖洲２丁目７

23 株式会社グローバル・アシスト 井原裕次 代表取締役 北常三島町１丁目１０－１７

24 西野電機工業株式会社 西野公夫 取締役会長 北田宮２丁目１４－５２

25 株式会社アクティ二十一 清水三枝 取締役副社長 秋田町１丁目４６アクティガーデンコート１０F

26 株式会社寺内製作所 寺内カツコ 代表取締役会長 不動東町５丁目７４１－２

27 株式会社カスコ 柏原博司 代表取締役会長 幸町３丁目４５

28 株式会社坂本工務店 竹森雅人 代表取締役 八万町犬山５７－１

29 株式会社日産サティオ徳島 藤村　実 代表取締役会長 応神町古川字日ノ上８

30 株式会社イマデヤ 今出貴士 代表取締役 両国本町２丁目１２－１

31 株式会社おはらフラワーセンター 小原民子 取締役 北沖洲２丁目９－９

32 株式会社サイパ 齋藤智彦 代表取締役 南矢三町１丁目７－３７

33 有限会社山口事務用品 山口幸子 取締役 中常三島町１丁目７

34 徳島環境整備株式会社徳島支店 田村茂人 代表取締役 庄町３丁目１４－７

35 瀬尾印刷株式会社 瀬尾　昇 代表取締役 出来島本町１丁目４６

36 株式会社ときわ 髙畑宏比 代表取締役会長 下助任町３丁目２０－２

37 株式会社プロスパー 杉原　勲 取締役 中吉野町３丁目６５－１

38 阿波銀リース株式会社 待田　勝 代表取締役社長 沖浜東３丁目４６
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39 株式会社いとうハウス 天満興三郎 代表取締役 南前川町４丁目４８－２

40 株式会社太平洋商事 上田泰三 代表取締役 八万町橋本９１－３

41 ロンドンヤ 安藤正博 代表者 籠屋町１丁目６

42 株式会社サラダ館川内店 木村美津子 代表取締役 川内町沖島３１４－８

43 社会福祉法人青香福祉会 齋藤陽子 理事長 川内町平石住吉１８３

44 冨士建設工業有限会社 小林佳司 代表取締役社長 佐古五番町６－１９

45 トヨタカローラ徳島株式会社 北島義貴 代表取締役会長 論田町本浦下６７－１

46 株式会社あいおい総合保険サービス 黒田浩司 代表取締役 徳島町２丁目１９－１ 

47 正和不動産株式会社 内藤晴美 専務取締役 新内町１丁目２２－１

48 徳島製油株式会社 岸　史郎 専務取締役 不動本町３丁目１７０６－２

49 有限会社徳島電気塗装 冨永吉治 相談役 徳島市中昭和町１丁目５８

50 株式会社はっとり 服部和彦 代表取締役 両国橋３３－１

51 医療法人おかがわ 岡川美千代 理事 住吉１丁目１０－１９

52 株式会社ワーク・サイン 河野真人 代表取締役 南矢三町３丁目３－２２

53
アクサ生命保険株式会社四国支社
徳島営業所

梶原亮介 徳島営業所所長 南末広町５－８－８徳島経済産業会館３F

54 アール・エスホーム株式会社 多田衛美子 取締役会長 名東町３丁目３７５－１

55
徳島ホテルリゾート株式会社
徳島グランヴィリオホテル

弘中　環 支配人 万代町３丁目５－１

56 株式会社北野商事 北野将庸 代表取締役社長 北沖洲３丁目８－６２稲木ビル１F

57 有限会社かね利食料品店 佐藤久子 代表取締役 北沖洲４丁目１－３８

58 株式会社ジェイ・アイ・ティ 戎谷淑子 専務取締役 徳島町２丁目２４

59 有限会社東丸タクシー 東丸定子 代表取締役 西須賀町中開３７－２

60 株式会社丸二運送店 瀬尾明夫 取締役 東沖洲２丁目６４

61 株式会社矢野商店 矢野真二 代表取締役 両国橋３５－１

62 徳島市東新町二丁目商店街振興組合 若槻　壽 代表理事 東新町２丁目１５

63 株式会社若林 若林宏典 代表取締役 東新町１丁目１８

64 株式会社大日 山口裕史 代表取締役 北田宮４丁目６－７６

65 千松自動車株式会社 阿部榮次 会長・設置者 北佐古二番町３－１７

66 株式会社トリビューンしこく 久積照明 代表取締役 南沖洲２丁目４－１０

67 株式会社プランニング二十一 谷口　暢 代表取締役 西新浜町１丁目３－８１ 


