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令和元年度認定 地域貢献事業者 を紹介 します
認定事業者のイメージ
市では、
地域社会への貢献活動を行う市内事業者等を地域貢献事業者として認定し、
地域社会 からの信頼の向上を促進 し、
市内の産業 の活性化 を目指す事業
向上及 び販路拡大を図るとともに、
を行 つてお ります。
認定した事業者の地域貢献活動をとおして、
今年度 は、
新たに6事 業者が認定されました。
地域社会との信頼関係が更に深まるよう、
本市も積極的に応援 します。

事業者名<業 種>(敬 称略)① 代表者名 ②住所 ③電話番号 ④主な地域貢献活動
一般貨物自動車運送業〉
有限会社 アズー リ〈
∪RL http://azurri― exp.corn/
①菊地 宏昭
②川□市大字安行吉岡 1629‑14 ③048‑287‑8193
市内在住者の積極的な
④元プロ野球選手による野球教室の開催、
雇用、
環境に配慮した車両の導入

̲̀ヽ

児玉 コンクリー トエ業株式会社
コンクリートパイル製造・設計・施工・販売業〉
く
∪RL http://www.kodama― conc.」 p/
①児玉 桜
②東京都豊島区南池袋1‑16‑20(本 社)川 □市大字峯字後1323(川 □工場
③03‑3971‐ 2656

)

地域事業への協賛、
川□工業高校への寄付
④インターンシップの受入、
建築工事業〉
島田建設工業株式会社 〈
RL
https://www.shlmada―
kk.com/
∪
①島田 賢―
②川□市大字道合305 ③048‑285‑1891
地域事業への協賛、
清掃活動の実施
④インターンシップの受入、

警備業〉
株式会社 フェニックス〈
∪RL http://cx22.expxx.corn/content.aspx'pg=:rn5
①高秒口 太輔
②川□市西青木2‑3‑1l ③048‑229‑0600

空手教室の開催、
町会防犯カメラのメンテナンス
④小中学校の警備、

″

電子部品製造業〉
マストミ電子株:式 会社 く
∪RL http://www.masutoml‐ d.cO.」 p/
①叉吉 達也
②川□市東川□6‑19‐ 44 ③048‑295‑5948
社屋周辺への防犯用砂利の
④女性・市内在住者の積極的な雇用、
エ
設置、
省 ネ活動の実施

′

西川□東 □連合商店会
康二郎

②川□市並木3‑5‑21 ③048‑251‑8858
防犯パトロールヘの協力
④小学校授業の受入、
防犯カメラの設置、
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代表取締役
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昭和 54

来上 記 ′ヽ
一コード
を読 み取 ってご
覧 いただく際 に
通信事業者 の
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パケット通信料
がかかる場合
があります.

場

昭和 54年 にワイヤーハー ネス加 工 業 と して創業 した弊社 は主 に電 気 メーカー始め工作機械 メーカー等
の多 くのお客様 にワイヤーハ ー ネ ス圧着 、圧接 、はんだ加工等 コネクターハー ネス加 工 品 を供給 して
います 。経営理念である 「お客様 の要求 を満たす」べ く品質 において 日本一の高品質ハー ネス メー

カーを目指 しています。
高品質品 の提供 を実現すべ く従業員 の8割 を 占める女性活躍 を推進 してお り女性 のきめの細かさ、真面
目さの能力を発揮できる職場環境つ くりに取 り組んでお ります。「多様な働 き方実践企業」の認定も
県か ら受けてお り、日々社員が働きやすい会社を目指 しています。

マストミ電 子嬌式会社

近隣住民 との信頼 関係 ゝ
あつて こそ、事業 がで きる と考 え
ています。そのため、住宅街 の 中に工 場 を持 つ 当社 は、騒
音へ の配慮 はもちろんの こと、周辺住宅 との調和 も大切 に
/う

してきま した。工 場外壁 を住宅 のようなサイデ ィング施 工
に して、工場 らしさを和 らげているのもそのひ とつです。
また、工 場 内環境 の改善 によ り、女性が働 きやすい環境の
整備 に努めてお り、地域 の雇用創 出 にも貢献。近 隣か ら通
うパ ー ト従業員 が長 く勤 めて くれて いるのは、当社が地域
に馴染み、受 け入れ られている証だ と感 じています。

活動
・近隣の女性をバー ト従業員 と して積極的 に採用 しています。
・2016年 に、埼玉県より「多様な働 き方実践企業」の認定を受けま した。
・省エ ネ活動の一環 として、社内照明の LED化 を行 いま した。
・社屋周辺 に防犯用砂利を設置 し、地域の安全 ・安心に貢献 しています。
・環境 に配慮 し、段ボール 回収 に協力 しています。

多様 な働 き方 実践 企業
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女 性の働 きやす い職場

防 犯用 5」

の設置
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