
名称 代表者

1 和光産業株式会社 加藤　勇

コンクリート二次製品製造販売

4 有限会社マルサワ 小豆澤　貴洋

土木工事

6 永井建設株式会社 永井　武彦

総合建設業

7 まるなか建設株式会社 中筋　廣昭

総合建設業

9 株式会社松和 安達　好夫

建設業

10 徳畑建設株式会社 徳畑　信夫

建設業

12 松江土建株式会社 川上　裕治

建設業

15 平井建設株式会社 平井　徹

建設業

16 株式会社トウケン 落部　俊幸

土木工事業

18 ミシマ産業株式会社 三島　一男

建設業、介護福祉サービス業

19 大軌建設株式会社 中村　忠治

建設業

しまね ゆめいくカンパニー（しまね障がい者就労応援企業）　認定企業一覧表【R3.４月1日現在】

番
号

　　　　　　　　　　　　　　　　しまね　ゆめいく　カンパニー　からの一言
業種

　弊社は障がい者の雇用を創業以来行っており、障がい者が製造に関しての主力です。
  障がい者であっても資格受験等に積極的に受講してもらい、自信と責任を持たせることに
より、仕事をすることの大切さを自覚してもらえるよう努めています。

　働きたいという意欲を尊重し、応援します。

　弊社としましては重度障害者多数雇用事業所に対する発注を推進し、障がい者の賃金向上に貢献したいと
思います。

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨に従い、進んで身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇
入れに努めます。

　重度障害者多数雇用事業所からの購入を積極的に行い、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるよう貢献したいと思います。

　徳畑建設株式会社は、障がいを持った皆様方を応援する企業を目指します。

　障がい者であっても、職種により健常者に劣らず能力が発揮出来ると感じています。
　当社は、今後も出来る限りの支援を継続いたします。

　弊社では、障がいがあっても、働く意欲と能力を持つ方を雇用しており、そのような「働きたい！・働き
続けたい！」方の就労支援に取り組んでおります。

　重度障害者多数雇用事業所の商品購入を通じて、間接的ではありますが施設利用者の工賃向上や雇用に寄
与していきたいと思います。

障害者雇用事業所の商品を積極的に購入し、障がい者の就労・自立支援に協力貢献したいと考えておりま
す。

　重度障害者多数雇用事業所の商品を積極的に購入し、障がい者の就労支援に貢献したいと思います。



名称 代表者番
号

　　　　　　　　　　　　　　　　しまね　ゆめいく　カンパニー　からの一言
業種

20 アースサポート株式会社 尾﨑　俊也

廃棄物処理業

21 有限会社柳樂工業 柳樂　洋

建設業

22 株式会社青田建設 青田　　塁

建設業

23 株式会社加藤商事 加藤　隆志

窯業

24 有限会社松原組 松原　一夫

建設業

25 株式会社中島建設 中島　和訓

建設業

26 有限会社門脇土建 門脇　　裕

建設業

27 今岡工業株式会社 今岡余一良

建設業

28 有限会社米原組 米原　　建

建設業

29 有限会社足立建設 足立　邦夫

建設業

30 有限会社中田建設 中田　孝幸

建設業

31 株式会社服部工業 服部　良之

総合建設業

　障がい者就労支援事業所からの物品購入等商品を積極的に行い、障がい者の就労支援に貢献したいと思い
ます。

　重度障害者多数雇用事業所に対する発注を促進し、障がい者の自立支援に貢献したいと思います。

　障がい者個々の能力・適正を活かし積極的に雇用し社会で自立する支援が出来ればと考えます。

一人でも多くの障がい者の就労支援を希望します。

　重度障害者多数雇用事業所から積極的に物品を購入し、障がい者の自立支援に貢献したいと思います。

　重度障害者多数雇用事業所からの物品購入を積極的に行い、間接的ではありますが障がい者の支援に役立
ちたいと思います。

　重度事業所等からの物品・サービス購入を積極的に行い、障がい者の自立支援に貢献していきたいと思い
ます。

　障がい者の自立、社会生活においての地位向上、安定収入等少しでもお役に立てるよう、これからも支援
を続けていきたいと思います。

働きたい障がい者の方を受け入れられる社会の実現を目指す

　障害者雇用事業所の商品を積極的に購入し、障がい者の就労・自立支援に協力貢献したいと思います。

　障害者多数雇用事業所への物品発注を積極的に行い、障がい者の就労・自立支援に貢献していきたい考え
ています。この取り組みを通して障がい者が暮らしやすい地域環境づくりに貢献したいと思います。

　障がい者就労支援事業所等からの物品購入を積極的に行い、障がい者の就労・自立支援に貢献したいと思
います。



名称 代表者番
号

　　　　　　　　　　　　　　　　しまね　ゆめいく　カンパニー　からの一言
業種

32 株式会社伯水工務店 岩﨑　正紀

建設業

33 株式会社田中建設 田中　孝仁

建設業

35 有限会社松浦建設 内田　当俊

建設業

37 有限会社忍谷建設 忍谷　桂司

建設業

39 有限会社岡田建設 岡田　誠

建設業

40 株式会社渡部工務店 渡部　義三

建設業

43 山陰建設工業株式会社 磯田　真左一

建設業

44 株式会社佐々木建設 佐々木　裕

建設業

48 有限会社浜田開発 沖藤　光弘

建設業

50 有限会社田中土木 田中　由紀夫

建設業

51 株式会社毛利組 毛利　栄就

建設業

54 西ノ島建設株式会社 松尾　利徳

建設業

　重度障害者多数雇用事業所、障害者就労支援事業所の商品購入を通じて、障がい者がある方の自立支援に
貢献したいと思います。

　重度障害者多数雇用事業所から積極的に商品を購入し、障がい者の就労・自立支援に貢献したいと思いま
す。

　重度障害者多数雇用事業所、支援事業所からの購入を積極的に行い、障がい者の就労支援に貢献したいと
思います。

　重度障害者多数雇用事業所からの物品購入を通じ、障がい者の就労・自立支援に寄与していきたいと思い
ます。

　障がい者雇用はしていませんが、理解や認識を深めていくことから取り組んでいきたいと思います。

　重度障害者多数雇用事業所から物品購入を積極的に行うことにより、障がい者の就労・自立支援に貢献し
ていきたいと思います。

　障がい者雇用の職域拡大を心から願っています。

　重度障害者多数雇用事業所からの商品を積極的に購入して、障がい者の雇用拡大に貢献できればと思いま
す。将来的には障がい者雇用を検討しています。

　障がい者の雇用に力を入れている事業所からの物品購入で、就労応援になる事を願っています。

　障がい者就労支援事業所からの製品購入により、障がい者の就労支援に貢献したいと思います。

　障がい者を雇用することで必要な配慮など従業員の認識が高まり、職場環境の向上に繋がっています。ま
た、障がい者就労支援事業所等からの材料仕入れも積極的に行っています。

　重度障害者多数雇用事業所からの製品購入を今後も積極的に行い、障がい者の雇用拡大に貢献できればと
思います。



名称 代表者番
号

　　　　　　　　　　　　　　　　しまね　ゆめいく　カンパニー　からの一言
業種

55 株式会社サンクラフト 中垣　健

建設業

56 阿郷建設有限会社 阿郷　一日

建設業

57 勝田土地開発株式会社 砂田　輝

建設業

58 安来建設事業協同組合 中田　孝幸

建設業団体

59 株式会社岡貞組 岡本　貞人

建設業

60 株式会社昌栄工業 小川　昌紀

建設業

62 大畑建設株式会社 大畑　勉

総合建設業

64 有限会社ナギラ建工 柳楽　明

建設業

66 有限会社嘉村建設 嘉村　栄二

建設業

67 三光ビル管理株式会社 山本　和宏

総合ビル管理業

68 江津土建株式会社 室谷　卓治

建設業

　インフラ工事を行う会社として、多くの方々が日常生活に支障を感じさせない生活空間作りを常に考えて
います。障がいのある方々と同じ目線を見て、同一感を持てるような企業として支援を行って参りたいと
思っています。

　障がい者就労支援事業所から物品を購入することで、障がい者の就労及び自立を支援していきたい。

　今後も障がい者就労支援事業所からの物品を優先的に購入し応援していきたいと思います。

  組合員一丸となって障がい者雇用或いは就労支援に対する取り組みを推進し、地域建設業団体に課せられ
た社会的責任の基で貢献してまいります。

　今後も障がい者就労支援事業所からの物品を優先的に購入し、障がい者の自立支援に貢献したい思いま
す。

障がい者の方が得意分野を生かしながら、仕事ができるよう企業として何ができるか考えていきたいと思っ
ています。

　障がい者就労支援事業所からの物品購入や業務委託を継続的に行い、障がいのある方々の自立支援に貢献
していきたいと考えております。

　障がい者就労支援事業所からの物品を購入し、障がい者の自立支援に貢献したいと思います。

　今後も製品の購入を通じて障がい者就労支援に貢献したいと考えています。

社会において、一人でも多くの人が自分らしさを持ちながら活躍できる場がより増えることを願っていま
す。そして、共に働くことの喜びを感じつつ、一人一人の人生が豊かになる社会の実現へのお手伝いができ
ればと考えております。そのための働きかけの一環として、弊社は今後も障がい者就労応援企業でありつづ
けます。現在は物品購入による企業応援の形をとらせていただいておりますが、弊社には発達障害に精通し
た社員も常駐しております。今後、社内での合理的配慮等の環境面を整備しつつ、雇用の促進の面において
も応援できる企業を目指します。

  障がいのある方が生きやすい社会＝健常者が安心して暮らせる社会、障がいのある人が働きやすい職場＝
健常者においても安心できる、このことを念頭におき、企業風土づくりに邁進します。
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71 有限会社丸久建設 馬場　清敏

建設業

72 社会福祉法人壽光会 馬庭　　稔

社会福祉事業

73 浜田ビルメンテナンス株式会社 櫨山　陽介

サービス業

74 有限会社安喰工業 安喰　秀司

建設業

75 有限会社日基リース金城工場 大野　博之

総合リネンサプライ業

76 株式会社タキモト建設 瀧本　泰隆

建設業

77 有限会社日高林産 日高　弘毅

建設業

78 有限会社米江組 米江　猛

建設業

79 株式会社竹田組 竹田　栄人

建設業

　障がい者就労支援事業所からの物品の購入を率先して行い、障がい者の方の自立を応援していきたいと思
います。

　積極的な障がい者雇用を通して、地域の人々との共生を目指します。

　安心して長く活躍できる環境で、やりがいのある業務が待っています。ぜひ私たちの仲間になってほしい
です。

　重度障害者多数雇用事業所からの製品購入により、障がい者の雇用拡大、自立支援に貢献できればと思い
ます。

  障がい者の方も貴重な人材です。積極的に就労そていただきたく思っています。

  障がいのある人もない人も共に安心して暮らせる社会の実現を目指します。

弊社は、障碍者の就労支援に協力します。

現在、４人の知的障害者を雇用していますが、それぞれが素晴らしい能力を持っており、
能力に応じた仕事を与える事で、責任を持った仕事ができるようになり、今では、各自役職につかせており
ます。今後とも出来る限り障害者雇用に努めてまいります。

重度障害者多数雇用事業所から製品を購入することで障害者就労を応援したいと思っております。


