
事業所名 所在地 業種

1 青木建設株式会社 熱海市 建設業

2 イトウシャディ株式会社 牧之原市 卸売・小売業

3 株式会社遠鉄百貨店 浜松市中区 卸売・小売業

4 株式会社お佛壇のやまき 静岡市葵区 卸･製造

5 しずおか信用金庫 静岡市葵区 金融・保険業

6 静岡トヨペット株式会社 静岡市葵区 その他

7 ジヤトコ株式会社 富士市 製造業

8 株式会社昭和自動車学校 富士市 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

9 株式会社第一印刷 浜松市東区 製造業

10 常盤工業株式会社 浜松市中区 建設業

11 日本政策金融公庫静岡支店 静岡市葵区 金融・保険業

12 丸尾興商株式会社 袋井市 卸売・小売業

13 三笠運輸株式会社 掛川市 運輸業

14 本橋テープ株式会社 吉田町 製造業

15 静清信用金庫 静岡市葵区 金融・保険業

16 大塚製薬株式会社静岡支店 静岡市駿河区 製造業

17 株式会社ＩＰシンフォニー静岡支社 三島市 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

18 株式会社るるキャリア 静岡市葵区 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

19 有限会社キャリア・アップ 浜松市東区 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

20 株式会社ＤＩプロ 静岡市駿河区 その他

21 株式会社共立アイコム 藤枝市 製造業

22 株式会社ＮＯＫＩＯＯ 浜松市東区 情報通信業

23 静岡ガス株式会社 静岡市駿河区 電気・ガス・熱供給・水道業

24 浜松信用金庫 浜松市中区 金融・保険業

25 ジブラルタ生命保険株式会社 静岡第一営業所 静岡市葵区 金融・保険業

26 三島信用金庫 三島市 金融・保険業

27 つくる社会保険労務士法人 富士市 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

28 有限会社エス. 沼津市 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

29 一般社団法人　吉田町まちづくり公社 吉田町 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

30 医療法人社団　俵ＩＶＦクリニック 静岡市駿河区 医療・福祉

31 株式会社　脳リハビリネットワーク 浜松市西区 医療・福祉

32 焼津水産化学工業株式会社 静岡市駿河区 製造業

33 平和みらい株式会社 静岡市駿河区 その他

34 Human Delight株式会社 静岡市葵区 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

35 株式会社静岡銀行 静岡市葵区 金融・保険業

36 株式会社ピーエーシー 静岡市葵区 その他

37 株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 静岡市葵区 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業

38 木内建設株式会社 静岡市駿河区 建設業

39 有限会社春華堂 浜松市中区 製造業

40 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 静岡本部 静岡市葵区 金融・保険業

41 静岡鉄道株式会社 静岡市葵区 運輸業

42 株式会社ダイワ･エム･ティ 富士市 製造業

43 松下金属工業株式会社 掛川市 製造業

44 エネジン株式会社 浜松市中区 卸売・小売業

45 金田工業株式会社 浜松市中区 製造業

46 株式会社日本政策金融公庫浜松支店 浜松市中区 金融・保険業

47 カメヤ食品株式会社 清水町 製造業

48 熱川プリンスホテル 東伊豆町 飲食・宿泊業

49 株式会社イズラシ 沼津市 製造業

50 株式会社内山商会 掛川市 製造業
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事業所名 所在地 業種

51 有限会社葛山製作所 裾野市 製造業

52 リコージャパン株式会社販売事業本部静岡支社 静岡市 卸売・小売業

53 柏進工業株式会社 湖西市 製造業

54 睦工業株式会社 沼津市 製造業

55 株式会社ミロク 三島市 製造業

56 株式会社東洋機械製作所 静岡市清水区 製造業

57 株式会社エイエイピー 静岡市駿河区 その他

58 株式会社竹酔 静岡市葵区 飲食・宿泊業

59 株式会社ジーアンドエイチ 磐田市 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

60 天間特殊製紙株式会社 富士市 製造業

61 平岡ボデー株式会社 浜松市西区 製造業

62 山梨罐詰株式会社 静岡市清水区 製造業

63 株式会社しずおかオンライン 静岡市葵区 その他

64 日進電機株式会社 静岡市駿河区 建設業

65 株式会社ビルド21 浜松市東区 不動産業

66 東洋仮設興業株式会社 浜松市東区 その他

67 株式会社三光ダイカスト工業所 三島市 製造業

68 株式会社松岡カッター製作所 静岡市葵区 製造業

69 株式会社梅辰 静岡市葵区 卸売・小売業

70 株式会社フリースタイル 浜松市中区 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

71 ユニクラフトナグラ株式会社 湖西市 製造業

72 株式会社ホテルニューアカオ 熱海市 飲食・宿泊業

73 株式会社神谷商会 浜松市中区 卸売・小売業

74 株式会社東海道シグマ 静岡市葵区 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

75 株式会社イハラ製作所 浜松市北区 製造業

76 株式会社花川エネルギーセンター 浜松市西区 卸売・小売業

77 株式会社丸興佐野錦一商店 富士市 卸売・小売業

78 株式会社山口製作所 沼津市 製造業

79 株式会社フィットコーポレーション 小山町 製造業

80 遠州紙工業株式会社 浜松市南区 製造業

81 株式会社エスアイジー 清水町 製造業

82 大興製紙株式会社 富士市 製造業

83 株式会社マイインポータント 浜松市中区 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

84 保険アイマーク株式会社 藤枝市 金融・保険業

85 静岡保徳株式会社 静岡市葵区 不動産業・宿泊業

86 株式会社アミノ 富士宮市 製造業

87 三光製作株式会社 浜松市中区 製造業

88 株式会社富士根産業 沼津市 製造業

89 株式会社花城ミートサプライ 静岡市葵区 卸売・小売業

90 富士山静岡空港株式会社 牧之原市 不動産業

91 株式会社丸順 浜松市北区 製造業

92 文光堂印刷株式会社 沼津市 製造業

93 株式会社今泉鋳造鉄工所 静岡市駿河区 製造業

94 鈴与商事株式会社 静岡市葵区 卸売・小売業

95 丸友開発株式会社 浜松市南区 建設業

96 株式会社フィールド・サービス 浜松市東区 建設業

97 稲吉種苗株式会社 静岡市駿河区 卸売・小売業

98 毎日企業株式会社 浜松市東区 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

99 日本形染株式会社 浜松市中区 製造業

100 株式会社藤田鉄工所 掛川市 製造業



事業所名 所在地 業種

101 中村建設株式会社 浜松市中区 建設業

102 株式会社万城食品 三島市 製造業

103 清水熱処理株式会社 静岡市清水区 製造業

104 株式会社コーチョー 富士市 製造業

105 株式会社オリオン工具製作所 浜松市浜北区 製造業

106 株式会社サンワネッツ 袋井市 運輸業

107 株式会社呉竹荘 浜松市中区 飲食・宿泊業

108 菊地工業株式会社 吉田町 製造業

109 エンシュー化成工業株式会社 浜松市浜北区 製造業

110 株式会社エステック 清水町 製造業

111 MPP KOMATSU株式会社 浜松市西区 製造業

112 株式会社杉山製茶工場 伊東市 卸売・小売業

113 株式会社ホテル銀水荘 東伊豆町 飲食・宿泊業

114 株式会社DW 磐田市 製造業

115 株式会社マルサン 三島市 製造業

116 株式会社ヤマモトファンドリー 掛川市 製造業

117 株式会社篠原産業 富士市 卸売・小売業

118 タナカ燃料株式会社 静岡市駿河区 電気・ガス・熱供給・水道業

119 株式会社浮月 静岡市葵区 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

120 大和鍛工株式会社 掛川市 製造業

121 三富印刷株式会社 浜松市東区 製造業

122 株式会社開発紙業 静岡市葵区 卸売・小売業

123 株式会社ミナワ 静岡市葵区 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

124 株式会社川嶋 浜松市西区 卸売・小売業

125 浜名梱包輸送株式会社 浜松市浜北区 運輸業

126 株式会社東海ハウジング 静岡市葵区 不動産業

127 SUS株式会社 静岡市駿河区 製造業

128 株式会社シンエイ 静岡市駿河区 建設業

129 株式会社須田鋳工所 浜松市中区 製造業

130 株式会社ベストライフ 静岡市駿河区 卸売・小売業

131 佐藤運送株式会社 吉田町 運輸業

132 株式会社ビズホープ 三島市 サービス業(専門・生活関連・事業サービス業)

133 東海部品工業株式会社 沼津市 製造業

134 株式会社大川原製作所 吉田町 製造業

135 株式会社新光製作所 湖西市 製造業

136 株式会社原田工業所 掛川市 製造業

137 株式会社望水 東伊豆町 飲食・宿泊業



団体名 所在地

1 静岡県女性管理職の会 アドバンスクラブ 浜松市東区

2 ＮＰＯ　静岡県男女共同参画センター交流会議 静岡市駿河区

3 ＮＰＯ　男女共同参画フォーラム静岡 静岡市葵区

4 ＮＰＯ　浜松男女共同参画推進協会 浜松市中区

5 浜松市の学童保育を考える会 浜松市東区

6 ＮＰＯ法人　Ｗｏｍａｎ’ｓサポート 沼津市

7 静岡経済同友会静岡協議会 静岡市葵区

8 静岡経済同友会東部協議会 沼津市

9 一般社団法人 静岡県経営者協会 静岡市葵区

10 共同参画ワーキンググループ　トゥルー・カラーズ 島田市

11 浜松経済同友会 浜松市中区

12 ＮＰＯ法人ＡＣＳアシストコミュニティ静岡 沼津市

13 藤枝市 藤枝市

14 川根本町・吉田町地域イノベーション推進事業実行委員会 吉田町

個人名

1 犬塚協太（静岡県立大学教授）

2 国保祥子（静岡県立大学講師）

（団体）

（学識経験者）


