
事業所等の名称 所在地

岩手県国民健康保険団体連合会 盛岡市 大沢川原三丁目７番30号

株式会社タキムラ 盛岡市 下太田榊12-1

株式会社北日本銀行 盛岡市 中央通一丁目6番7号

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 盛岡市 三本柳8地割1番3

杜陵高速印刷株式会社 盛岡市 川目町23番2号

明治安田生命保険相互会社盛岡支社 盛岡市 盛岡駅前通8番17号　明治安田生命盛岡駅前ビル3F

ブルーアドバイザーズ株式会社 盛岡市 上堂一丁目15番5号

株式会社アースライズ 盛岡市 中ノ橋通2-11-4

公益財団法人岩手県土木技術振興協会 盛岡市 みたけ二丁目2番10号

株式会社三田商店 盛岡市 中央通一丁目1番23号

イーストライズ株式会社 盛岡市 大通三丁目2-8　岩手金属工業会館

株式会社北日本朝日航洋 盛岡市 門2-1-1

株式会社岩手日報社 盛岡市 内丸3-7

アーク株式会社 盛岡市 中ノ橋通2-8-2

岩手道路開発株式会社 盛岡市 東見前3地割29番地1

有限会社細田金物 盛岡市 新田町6-20

株式会社高橋勲設計 盛岡市 上堂三丁目2番15号

菱和産業株式会社 盛岡市 中央通三丁目3番2号

株式会社共栄薬品 盛岡市 津志田西二丁目7-15

株式会社ユートー 盛岡市 みたけ6-14-13

株式会社岩手日報広告社 盛岡市 菜園一丁目3番6号

株式会社大盛警備保障 盛岡市 月が丘三丁目50番1号

有限会社キョウエイ自販 盛岡市 青山四丁目17番45号

有限会社ARSOAトミィ 盛岡市 青山二丁目1-11

株式会社北杜地質センター 盛岡市 黒川9地割22番11号

有限会社ワンテック 盛岡市 南仙北二丁目15-42

株式会社シリウス 盛岡市 東安庭二丁目12-15

株式会社シリウスEHC 盛岡市 東安庭二丁目12-15

菱和建設株式会社 盛岡市 みたけ一丁目6番30号

株式会社めんこいエンタープライズ 盛岡市 本宮五丁目2番15号

株式会社めんこいメディアブレーン 盛岡市 本宮五丁目2番15号

株式会社金澤鋼業 盛岡市 下田字石羽根99-76

有限会社北立 盛岡市 羽場10地割100番地

有限会社親和自動車整備工場 盛岡市 神子田町21番10号

株式会社事務機商事 盛岡市 紺屋町4-30

株式会社ＩＲＥＣ 盛岡市 下太田下川原53番3号

有限会社菅原靴店 盛岡市 大通二丁目2番12号

丸乃タイル株式会社 盛岡市 東新庄一丁目1番25号

有限会社東海エクステリア 盛岡市 小鳥沢二丁目2番8号

認定期間　2020.4.1～2021.3.31

令和２年度　いわて健康経営認定事業所　一覧表
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事業所等の名称 所在地

有限会社藤鉄モータース 盛岡市 南大通二丁目6-22

株式会社喜楽 盛岡市 黒川8-40-9

株式会社岩鋳 盛岡市 南仙北2-23-9

株式会社東北銀行 盛岡市 内丸3番1号

株式会社興和電設 盛岡市 上田四丁目16番33号

岩手庄子運送株式会社 盛岡市 湯沢16-15-12

株式会社ワイズマン 盛岡市 盛岡駅西通二丁目11番1号

株式会社タカヤ 盛岡市 本宮五丁目5番5号

県都交通有限会社 盛岡市 南仙北一丁目22-58

リコージャパン株式会社　販売事業本部岩手支社 盛岡市 本宮3-36-45

富士ゼロックス岩手株式会社 盛岡市 中央通一丁目7-25

株式会社国進建設 盛岡市 上堂三丁目10-21

株式会社双葉設備アンドサービス 盛岡市 みたけ三丁目7番37号

有限会社オザワ工業 盛岡市 山岸字外山岸4-6

株式会社あさ開 盛岡市 大慈寺町10-34

新日東鋼管株式会社 盛岡市 月が丘一丁目30番51号

株式会社東日本アドテック 盛岡市 下太田沢田68-17

有限会社イワテ警備社 盛岡市 月が丘二丁目8番16号

岩手美装株式会社 盛岡市 東仙北二丁目4番16号

株式会社三上鉄建 盛岡市 羽場2地割31番地1

桜心警備保障株式会社 盛岡市 上堂三丁目19番4号

有限会社クリップ 盛岡市 南大通一丁目15-7

岩舘電気株式会社 盛岡市 長田町23番27号

東北フードサービス株式会社 盛岡市 上田字岩脇1-14

協栄テックス株式会社 盛岡市 中央通3-3-1

株式会社カナン製作所 盛岡市 羽場10地割1番10

株式会社宮古ドライビングスクール 宮古市 田鎖第12地割25番地

モルデック株式会社宮古工場 宮古市 崎鍬ケ崎第9地割30

有限会社すがた 宮古市 藤原三丁目4-11

有限会社鈴木建設 宮古市 宮町四丁目5番22号

南洋建材株式会社 宮古市 金浜第7地割8番地1

株式会社角登商店 宮古市 茂市9-3-6

陸中建設株式会社 宮古市 宮町一丁目3-5

有限会社村上塗装 大船渡市 大船渡町字上山5番地6

太平洋セメント株式会社大船渡工場 大船渡市 赤崎町字跡浜21-6

株式会社鴎の玉子 大船渡市 赤崎町字宮野5番地1

株式会社大船渡読売新聞店 大船渡市 盛町字町5-10

中村建設株式会社 大船渡市 三陸町越喜来字所通122番地2

株式会社マイヤ 大船渡市 盛町字木町14番地5

株式会社佐賀組 大船渡市 盛町字田中島27番地1

有限会社甲生林材 大船渡市 日頃市町字上鷹生14-8
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事業所等の名称 所在地

株式会社菊池技研コンサルタント 大船渡市 赤崎町字石橋前6-8

合同会社あおと 大船渡市 立根町字中野27番地8

岩手県南運輸株式会社 大船渡市 赤崎町字石橋前4番地3

丸昭木材 大船渡市 赤崎町字後の入84-8

有限会社気仙広域清掃 大船渡市 末崎町字上山108番地18

森下水産株式会社 大船渡市 盛町字田中島27番地23

東海プロパン株式会社 大船渡市 盛町字中道下2-26

水野石油株式会社 大船渡市 盛町字木町6番地19

株式会社建築のフジサワ 大船渡市 末崎町字石浜39番地1

有限会社フチガミ 大船渡市 立根町字中野88-2

株式会社互洋大船渡マリーナ 大船渡市 赤崎町字永浜230番地

有限会社石川電気 大船渡市 盛町字内ノ目1番地34

有限会社大海 大船渡市 大船渡町野々田13-20

株式会社誠建 大船渡市 猪川町字冨岡100番地1

特定非営利活動法人さんりく・こすもす 大船渡市 赤崎町字諏訪前3番地2

有限会社古川建設 大船渡市 三陸町綾里字八ヶ森90-1

有限会社三陸海洋土木 大船渡市 三陸町綾里字宮野67-1

有限会社水野水道工業所 大船渡市 盛町字内ノ目2-6

有限会社本多商店 大船渡市 末崎町字峯岸146-1

さいとう製菓株式会社 大船渡市 赤崎町字宮野5番地1

岩手資源開発株式会社 大船渡市 猪川町字大野5番地1

株式会社大船渡ホンダ 大船渡市 大船渡町字下平12番地4

栗村建設株式会社 大船渡市 赤崎町字諏訪前37番地3

株式会社アマタケ 大船渡市 盛町字二本枠5番地

大船渡商工会議所 大船渡市 盛町字中道下2番地25

有限会社氏家プロパン 大船渡市 大船渡町字丸森93の3

有限会社メカドック 大船渡市 立根町字萱中79-5

株式会社大船渡資源 大船渡市 盛町字みどり町21-2

有限会社高橋商会 花巻市 二枚橋5-324-1

有限会社時鉄工所 花巻市 東和町土沢2区265

株式会社ウノーインダストリー 花巻市 東十二丁目19-10-10

株式会社伊藤組 花巻市 山の神797番地1

合同会社五枚橋建築設計事務所 花巻市 桜町一丁目314-1

株式会社佐々木工務店 花巻市 湯口字山根80

有限会社花城ハウジング 花巻市 若葉町二丁目5-16

株式会社エクステリアモミの木 花巻市 西宮野目2-235-4

株式会社みちのくクボタ 花巻市 東宮野目第13地割9番地

株式会社石鳥谷石油 花巻市 石鳥谷町好地17-30

有限会社栄電気 花巻市 東宮野目10-83-2

株式会社東華商会 花巻市 高木19-280-1

株式会社花巻マツダ 花巻市 下似内17地割81番地の3
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事業所等の名称 所在地

株式会社Ｙアシスタンス 花巻市 高木第20地割200番地212

有限会社渡部運輸 花巻市 下根子431番地5

有限会社オーピーエス 花巻市 東十二丁目19地割10番地4号

有限会社しらいし 花巻市 石鳥谷町八幡3-76-1

株式会社システムテック 花巻市 本舘55-6

株式会社中央水産花巻 花巻市 山の神670番地

有限会社サンクス 花巻市 実相寺224番地2

花巻商工会議所 花巻市 花城町10番27号

株式会社中央コーポレーション 花巻市 東宮野目11-5

株式会社高清物産 花巻市 南笹間1地割385番地

株式会社プラスアルファ 花巻市 幸田第3地割116番地

花住ホーム株式会社 花巻市 材木町12番38号

株式会社瀧田屋 花巻市 御田屋町4-40

株式会社三光タクシー 花巻市 二枚橋町大通り2-18-2

ファミリー観光株式会社 花巻市 上小舟渡33番地4

有限会社沢田左官工業所 花巻市 諏訪124番地2

有限会社西山工務店 花巻市 湯口字反目116番地

有限会社エス・ユー・エヌ 花巻市 東和町土沢7区101番地1

株式会社齋藤運輸 花巻市 上小舟渡530

株式会社愛吹美装 花巻市 東和町土沢6区113番地4

株式会社フロンティア上根子上 花巻市 上根子字道願226番地1

株式会社システムベース 北上市 村崎野19地割116番地4

株式会社佐藤組 北上市 相去町旧舘沢20-1

株式会社ナガソノ 北上市 村崎野22-83-20

株式会社ＷＩＮＧ 北上市 二子町秋子沢118番地8

株式会社アイエムアイ 北上市 北鬼柳2-19-1

有限会社有田製作所 北上市 北鬼柳18地割17番地

株式会社ジャパンセミコンダクター 北上市 北工業団地6番6号

有限会社藤田 北上市 村崎野20地割70番地

髙政工業株式会社 北上市 藤沢2-88

株式会社みちのくビオトープ 北上市 黒沢尻三丁目4番25号

岩手建設工業株式会社 北上市 常盤台二丁目9番4号

有限会社トータルリフォームサービス 北上市 立花20-25-6

和田建設有限会社 北上市 和賀町岩崎5-104

北日本重機有限会社 北上市 流通センター24番24号

有限会社西和賀電工 北上市 大堤北一丁目1-40

有限会社及川印刷 北上市 村崎野19-12

株式会社東日本開発 北上市 花園町一丁目2-2

合同会社中里 北上市 黒沢尻四丁目8番20号

株式会社プランテック 北上市 鬼柳町鷹鳥羽104

株式会社ふじ屋 北上市 本通り四丁目17-6
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株式会社カヌカテックプラス 久慈市 小久慈町54-2-2

株式会社リンザイ 久慈市 大川目町3-31-1

社会福祉法人天神会　障害者支援施設ひばり療護園 久慈市 天神堂32-8

株式会社カネヨシ水道工業所 久慈市 中町二丁目7番地

株式会社吉成食品 久慈市 侍浜町本町9-53-50

有限会社七福神 久慈市 湊町21-48

下舘建設株式会社 久慈市 長内町第24地割162

有限会社賀口部品商会 久慈市 田高一丁目29番地

社会福祉法人とおの松寿会 遠野市 松崎町白岩18-7

公益社団法人遠野市シルバー人材センター 遠野市 青笹町糠前9-7-6

株式会社栄組 遠野市 上郷町板沢9-19-1

株式会社アイアン車体 遠野市 青笹町糠前5地割35番地1

遠野水道工業株式会社 遠野市 松崎町白岩10地割41番地6

有限会社菊栄工務店 遠野市 小友町30地割89番地1

神和運送株式会社 遠野市 綾織町新里28-6-1

ニッコー・ファインメック株式会社 一関市 千厩町奥玉字天ケ森75番地6

有限会社オフィス松田 一関市 沢161番地68

株式会社東邦テクノス 一関市 滝沢字鶴ヶ沢7番地64

株式会社サンライズトランスポート 一関市 東山町長坂字町176

社会福祉法人千厩寿慶会 一関市 千厩町千厩字脇谷28-5

ＳＷＳ東日本株式会社 一関市 東台50番地30

株式会社関建設 一関市 花泉町涌津字下吉田137-1

株式会社柴宿ファッション 一関市 東山町長坂字柴宿103-1

世嬉の一酒造株式会社 一関市 田村町5番42号

宇部建設株式会社 一関市 三関字桜町42番地1

株式会社立石コンクリート 一関市 千厩町奥玉字土樋60-1

東里工業株式会社 一関市 東山町長坂字里前105-8

有限会社千代田美容室 一関市 大町2-14

株式会社一般公害集配センター 一関市 萩荘字上本郷149番地7

有限会社矢萩建設 一関市 萩荘字高梨東12番地1

特定非営利活動法人ケアセンターいこい 一関市 地主町2番26号

有限会社一関防災設備 一関市 赤荻字松木218-1

有限会社小林電設 陸前高田市 高田町字大隅112-1

タクミ印刷有限会社 陸前高田市 高田町字法量68-1

有限会社金野鉄工所 陸前高田市 小友町字金浜107番地

株式会社興建ハウジング 陸前高田市 米崎町字堂の前31番地

株式会社熊谷土木 陸前高田市 米崎町字脇の沢27-1

株式会社及川鈑金 陸前高田市 米崎町字佐野51

株式会社長谷川建設 陸前高田市 竹駒町字仲の沢17番地1

株式会社中田商事 陸前高田市 高田町字山苗代48-1

有限会社伊東組 陸前高田市 高田町字鳴石92-1
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株式会社高田建設 陸前高田市 高田町字大隅1番地1

株式会社山元 釜石市 只越町二丁目6番20号

有限会社中村家 釜石市 鈴子町5番7号

株式会社四ツ家建設 釜石市 両石町4地割56番地4

有限会社新菱和運送 釜石市 上中島町4-3-7

有限会社幸和自動車工業 釜石市 片岸町第4地割104番地

株式会社エイワ 釜石市 平田3-61-24

釜石鉱山株式会社 釜石市 甲子町第3地割238番地

株式会社釜石砂利建設 釜石市 中妻町2-2-11

釜石レミコン株式会社 釜石市 両石町4-24

株式会社釜石総業 釜石市 大町二丁目3-3

株式会社東北水道工事 釜石市 大字平田2-20-1

株式会社浜千鳥 釜石市 小川町3-8-7

有限会社永澤商店 釜石市 只越町三丁目7-21

株式会社三陸技研 釜石市 大字平田第3地割74番地

（資）宮古ホテル沢田屋釜石支店　釜石ステーションホテル 釜石市 鈴子町4-1

濱幸水産株式会社 釜石市 浜町三丁目11番2号

有限会社菅原紙器 釜石市 大渡町3-12-16

有限会社菊鶴商店 釜石市 鈴子町22番1号

有限会社三陸自動車学校 釜石市 桜木町一丁目4番1号

釜石商工会議所 釜石市 只越町1-4-4

有限会社アルファーシステム 釜石市 小佐野町2-4-15

株式会社エヌエスオカムラ 釜石市 鈴子町23-15

株式会社丹野組 二戸市 福岡字中村20

馬渕川設備株式会社 二戸市 福岡字五日町15番地

馬渕川電気株式会社 二戸市 福岡字五日町15番地

株式会社十文字チキンカンパニー 二戸市 石切所字火行塚25

株式会社ＰＪ二戸フーズ 二戸市 仁左平字大段12-3

座敷わらし伝説の宿　緑風荘 二戸市 金田一字長川41

岩手農協チキンフーズ株式会社 八幡平市 平笠19-50-2

株式会社わしの尾 八幡平市 大更第22地割158番地

株式会社水沢農薬 奥州市 水沢卸町3番地3

一般財団法人水沢環境公社 奥州市 水沢工業団地四丁目42番地

有限会社東海保険センター 奥州市 水沢佐倉河字杉ヶ崎6-2

千葉建設株式会社 奥州市 水沢字内匠田39番地

社会福祉法人白梅会 奥州市 前沢字田畠40

小山電工株式会社 奥州市 胆沢小山字舘80

インターワイヤード株式会社岩手胆沢工場 奥州市 胆沢若柳字出店2-1

前沢自動車学校株式会社 奥州市 前沢字河ノ畑175

株式会社アイディ－エス 奥州市 水沢字横町94番地

株式会社サンライフ 奥州市 水沢字田小路16番地4
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事業所等の名称 所在地

株式会社丸岩 奥州市 江刺岩谷堂字袖山11-36

栗原建設株式会社 奥州市 水沢中田町4番29号

有限会社奥州ネット 奥州市 水沢佐倉河字東沖ノ目41

株式会社ミクニ盛岡事業所 滝沢市 外山309番地

株式会社小林精機 滝沢市 大釜風林3-21

新栄重機建設工業株式会社 滝沢市 大釜竹鼻56-2

社会福祉法人康済会　障害者支援施設うぐいすの郷 雫石町 西安庭26-130-1

岩手オートサービス株式会社 紫波町 江柄字福田20番地

株式会社いわちく 紫波町 犬渕字南谷地120

株式会社オリテック21 矢巾町 流通センター南1-7-20

株式会社藤村商会 矢巾町 流通センター南三丁目9番7号

岩手ダイハツ販売株式会社 矢巾町 大字広宮沢第7地割334番地

社会福祉法人友愛会 金ケ崎町 西根揚場後8-2

川嶋印刷株式会社 平泉町 平泉字佐野原21

佐々総業株式会社 山田町 境田町11

岩泉ホールディングス株式会社 岩泉町 乙茂字乙茂90-1

南建設株式会社 軽米町 大字晴山27地割12番地2

社会福祉法人みちのく大寿会 洋野町 大野60-41-8

株式会社戸田久 一戸町 一戸字前田168

有限会社二戸通信工業 一戸町 一戸字大越田98-6
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