移住応援企業一覧 （令和2年12月1日現在）
認定番号

第1号

第2号

第3号

第4号

第5号

企業名

認定年月日

株式会社コンシス

令和元年5月28日
（再認定）

株式会社東邦設備工業所

令和元年12月11日
（再認定）

株式会社共同設備

令和元年12月11日
（再認定）

阿保設備工業株式会社

令和元年12月11日
（再認定）

株式会社岩木水道

令和元年12月11日
（再認定）

代表者

所在地、電話番号、ホームページ

業種/主な事業内容

取組内容（※赤字は、移住者向けの支援、サービス等の内容）

・ウェブコンサルティング事業を中心
にしたビジネス支援を実施
・IT×一次産業など地域密着型の
Webサービスを提供する一方、グロー
バルな視点でのビジネス支援を実施

・青森県委託事業「IT人財のUIJターン推進実証業務」の実施
・コワーキングスペースSHIFTの運営
・コワーキングスペースSHIFTにおけるイベント実施
・弘前クリエイターズバンク、手ぶらで観桜会
・平成29年度ふるさとテレワーク推進事業

弘前市大字神田四丁目6番地36
0172-34-0056
http://tohosetubi.com/

管工事業

・自社ウェブサイトに弘前市ウェブサイトの移住ページURLを掲
載
・社内に移住応援のチラシ等を設置
・ラジオや独自ステッカーにより、移住推進を応援
・社員の名刺裏に弘前市ウェブサイトの移住ページURLを掲載
・東京及び北海道に移住応援等推進員を配置し、弘前市のパ
ンフレットや推進員の名刺を配布
・自社所有の農地の無償貸し出しを実施
・平成27年11月から弘前市に移住された方を対象に、通常料金
から5％割引を実施

代表取締役 澁谷 久人

弘前市大字兼平字猿沢77番地5
0172-82-5657

・管工事業
・土木建築工事業
・建物の解体
・不動産の売買、賃貸借、管理及び
仲介
・一般廃棄物、産業廃棄物の収集、
運搬
・飲食店の経営
・除排雪業務

・社員の名刺裏に弘前市ウェブサイトの移住ページURLを掲載
・社会福祉法人青戸しょうぶ（東京都）が移住応援窓口となり、
パンフレット等で紹介
・独自の移住推進ステッカーを作成し、会社所有の車両に貼付
・平成27年11月12日から弘前市に移住された方等を対象に、修
理代金の割引を実施

代表取締役 阿保 宏行

弘前市大字神田四丁目6番地34
0172-33-6441

1．管工事
2．前号に附帯するいっさいの事業

・社員の名刺裏に弘前市ウェブサイトの移住ページURLを掲載
・弘前市移住関連パンフレットを配布
・弘前市に移住し入社した従業員に対し、引っ越し費用の一部
を支給
・平成27年11月12日から弘前市に移住した方を対象に、修理代
金の5％割引を実施

弘前市大字一町田字村元828番地1
0172-82-2311

1．管工事業
2．前号に付帯する一切の業務

代表取締役 大浦 雅勝

代表取締役 豊島 康史

代表取締役 鶴ヶ谷 滝雄

弘前市大字百石町38番地1
0172-34-9710
http://www.consis.jp/

・社員の名刺裏に弘前市ウェブサイトの移住ページURLを掲載
・自社所有の全車両に独自の移住応援ステッカーを貼付
・平成27年11月12日より、弘前市に移住された方を対象に、通
常料金から5％割引を実施

認定番号

企業名

認定年月日

代表者

第6号

株式会社高橋設備工業所

令和元年12月11日
（再認定）

代表取締役 高橋 繁勝

第7号

和電工業株式会社

令和元年12月11日
（再認定）

代表取締役 藤田 あつ志

第8号

第9号

第10号

株式会社東管サービス

張山電氣株式会社

共立設備工業株式会社

株式会社バリューHR
第11号 弘前データセンター、弘前カ
スタマーサポートセンター

令和2年1月26日
（再認定）

令和2年1月26日
（再認定）

令和2年2月23日
（再認定）

令和2年2月23日
（再認定）

代表取締役 佐藤 直人

代表取締役 張山 久次

代表取締役社長 齋藤 貴之

代表取締役社長 藤田 美智雄

所在地、電話番号、ホームページ

業種/主な事業内容

取組内容（※赤字は、移住者向けの支援、サービス等の内容）

弘前市大字松原西二丁目3番地16
0172-87-3549

給排水衛生設備工事
冷暖房空調設備工事

・社員の名刺裏に移住応援メッセージを掲載
・県外から来弘した取引先に観光パンフレットを配布するなど
PR活動を実施
・自社所有の車両に独自の移住応援ステッカーを貼付
・平成27年11月から弘前市に移住された方を対象に、通常料金
の5％割引を実施

弘前市大字鍛冶町11番地
0172-38-4114
http://www.waden.jp/

電気工事業

・自社ウェブサイトに「弘前ぐらし」のバナーを設置
・県外から来弘した取引先に観光パンフレットを配布
・県外から弘前市に移住し、就職した社員に、移住手当を支給

弘前市大字山崎三丁目5番地9
0172-88-0805
http://www.toukan-s.net/

管工事業を主体に、リモデル、修理、
点検その他種々の工事を手掛け、お
客様の「困ったを良かったに変える」
ご提案をし、安心出来る施工を実施し
ております。

・自社ウェブサイトに弘前市ウェブサイトの移住ページのバナー
を掲載
・平成27年12月25日以降に弘前市に移住された方を対象に、
工事金額（100万円以下）の5％を割引を実施（1世帯1回まで）
・平成29年度以降に弘前市へ移住し、5年以内の方を対象に、
初回除雪作業代金の5％割引を実施

弘前市大字徳田町30番地１
0172-32-6223
http://www.hariyama.jp/

・自社ウェブサイトに弘前市ウェブサイトのバナーを掲載
・県外から来社する取引先に観光案内パンフレットを配布
・ＨＰにおいて常時雇用労働者の採用を行い、平成28年1月以
電気工事業、電気通信工事業、土木
降に移住した従業員に対して、住宅探しを協力するほか、住宅
工事業
手当を支給
・平成29年12月以降に弘前市に移住された方に対して、住宅電
気工事代金の8％割引を実施

弘前市大字扇町二丁目4番地1
0172-28-3456
http://www.kyouritusetubi.com/

・自社ウェブサイトに弘前市ウェブサイトの移住ページURLを掲
載
上下水道工事、冷暖房設備、衛生設 ・平成28年他地域から弘前市に移住し就職した社員に、月額2
備及び消防設備工事の設計・施工
万円の住宅手当を支給
・平成30年2月より、弘前市へ移住された方へ工事代金の5％
割引を実施

弘前市大字駅前町10番地5
0172‐31‐3089
http://www.valuehr.com/docs/

企業や健康保険組合、個人向けに
Webシステムを用いた「健康管理サー
ビス」を展開。独自開発の「バリューカ
フェテリアシステム」で健康診断の予
約から結果管理、保健指導やデータ
ヘルス計画支援などの健康管理に係
る業務をワンストップでサポート。

・取引先である医療法人の待合室に移住・定住支援事業に関
する資料を配架
・自社HPに弘前市移住ページのバナーを掲載
・弘前勤務の管理職の名刺に弘前市移住応援サイトのアドレス
を記載。
・弘前データセンター及び弘前カスタマーサポートセンターにお
いて、常時雇用労働者の枠を設けている
・県外出身者も含む大学新卒に対する大学学内での就職説明
会の開催
・東京都にある弘前移住窓口での就職説明会への参加

認定番号

第12号

第13号

企業名

株式会社弘前水道

東弘電機株式会社

認定年月日

令和2年3月29日
（再認定）

令和2年3月29日
（再認定）

代表者

所在地、電話番号、ホームページ

業種/主な事業内容

取組内容（※赤字は、移住者向けの支援、サービス等の内容）

代表取締役 阿保 秀樹

弘前市大字茂森新町一丁目8番地6
0172-32-8870
http://www.hirosui.com/instanthp/pa
ge01.html

管工事業、土木工事業、とび・土工工
事業、舗装工事業、機械器具設置工
事業、水道施設工事業、消防施設工
事業、解体工事業

・弘前ぐらしのホームページを自社ＨＰへ掲載
・平成26年8月1日以降に弘前市に移住された方を対象に、工
事代金の5％割引を実施(1世帯につき年間1回まで）
・他県から自社に入社した方を対象に、引越費用として補助金1
万円を支給
・自社HPへ会社求人情報を掲示

弘前市大字神田二丁目7番地5
0172-34-3865
http://www.toukoudenki.com/

建設工事における企画・設計・施工・管理、
冷凍冷蔵プラント工事・空気調和・冷暖房・
御湿度調整・換気・給排水・衛生工事、上下
水道施設工事、電気工事、消防設備工事、
ガス設備工事、建築工事、第一種フロン類
回収業者、東芝りんご貯蔵クーラー総販売
元、東芝コールドチェーン機器特約店、東芝
空調機特約店東芝エレベーター代理店、酒
類の販売及び古酒の貯蔵熟成の研究など

・弘前市移住ページのバナーを自社のホームページに掲載
・令和元年7月より、青森県商工労働部の青森県公式就職情報サイト
Aomori jobに求人情報を掲載。
・平成28年度以降に弘前市に移住し、5年以内に新規にりんご貯蔵
クーラー工事又は冷暖房工事（エアコン・換気扇・ストーブ）の5万円
以上の工事をした方を対象に、工事代金の5％割引を実施
・平成25年度以降移住した方に対し、自社販売の地酒ZUZU各種の
消費税分の値引きを実施
・他県からの移住者採用時に引越費用として補助金3万円を支給

建設業

・自社ホームページに弘前市移住ページのリンクを掲載
・認定企業に配布されたステッカーを営業車に張り付け、周知
・平成28年4月1日より県外から弘前市に移住し入社した者に、
移住に要した費用及び帰省に要した交通費の一部を支給
・平成30年3月1日以降に県外から移住された方を対象に、居住
する住宅の屋根雪下ろし及び敷地内の除排雪作業代金の5%
割引を実施

土木及び建築工事設計並に施行、白
砂及び砂利の採取販売、特定労働者
派遣事業、特別管理産業廃棄物収集
運搬業

・他県から弘前市へ来た取引先へ市内の観光パンフレットを配
布
・平成28年1月から弘前市に移住し、移住5年以内である方を対
象に、初回除雪作業代金及び工事代金の5%割引を実施

建設業/管工事業

・弘前市ホームページの移住ページＵＲＬを、自社のホーム
ページに掲載
・来弘する取引先に市内の観光案内を実施
・移住により就職するＵＩＪターン者に対して引越費用を支援
・UIJターン者に対して、初回に限り、設備修理工事の10%割引
を実施

代表取締役社長 須藤 朗孝

第14号

株式会社石豊建設

令和2年4月27日
（再認定）

代表取締役 石田 豊章

第15号

株式会社佐藤惣建設

令和2年4月27日
（再認定）

代表取締役 佐藤 隆

第16号

第17号

株式会社大伸管工業所

弘鉄電気工事株式会社

令和2年4月27日
（再認定）

令和2年4月27日
（再認定）

代表取締役 奈良岡 隆人

代表取締役 佐々木 一臣

弘前市大字高屋字安田615番地3
0172-82-2038
http://www.isitoyo.co.jp/

弘前市大字末広二丁目1番地1
0172-28-3131

弘前市大字藤野一丁目6番地3
0172-34-2871
http://www.daishinkan.jp/

弘前市大字城東中央二丁目3番地4
0172-28-0011

・自社ホームページに会社求人情報を掲示
・弘前市の移住促進サイトを自社ホームページにリンク
・移住により就職するUIターン者が優先して入居できる社宅を2
電気工事業、電気通信工事業、消防 世帯分整備し、初期の入居費を無償サポート（2～3カ月程度）
施設工事業
・ＵＩターン者が参加できるねぷた運行団体に電設資材等の一
部を無償提供
・移住時に取得する住居の新築・改築の際、当社で施工する工
事代金の5%割引を実施

認定番号

第18号

第19号

第20号

第21号

第22号

第23号

企業名

興産設備工業株式会社

アサヒ建設株式会社

有限会社丸二建設

猪股建設株式会社

認定年月日

令和2年4月27日
（再認定）

令和2年6月3日
（再認定）

令和2年6月3日
（再認定）

令和2年6月17日
（再認定）

株式会社弘都電気

令和2年6月17日
（再認定）

鎌田設備工業株式会社

令和2年6月24日
（再認定）

代表者

代表取締役 須藤 芳雄

代表取締役 対馬 金吾

代表取締役 成田 由己

代表取締役 舘山 昭光

所在地、電話番号、ホームページ

弘前市大字神田四丁目1番地11
0172-36-2326
http://hg-group.co.jp/kousan/

弘前市大字川合字浅田26番地1
0172-27-1998

業種/主な事業内容

建設業/ガス給排水衛生設備、冷暖
房空調工事等の請負

取組内容（※赤字は、移住者向けの支援、サービス等の内容）
・自社ホームページに弘前市ホームページの移住ページＵＲＬ
を、掲載
・平成28年4月1日以降に弘前市に移住された方に対して工事
代の5%の割引と、LPGの基本料金の月100円（永久）の割引を
実施
・平成30年4月1日以降に弘前市に移住された方に対してガス
機器を通常価格から5%割引

・来弘する取引先へ市内の観光パンフレットや移住・定住支援
事業に関する資料を配布
・自社ウェブサイトに弘前移住情報サイトのバナーを設置・リン
建設業/土木一式、とび・土木・コンク ク
リート、舗装、解体
・令和2年以降に弘前市に移住した方を対象に、初回除雪等の
作業代金を5%値引きを実施
・令和2年4月以降、県外から弘前市に移住し、自社に入社した
方を対象に移住支援金10万円を支給

弘前市大字常盤坂二丁目7番地24
0172-33-2837
http://www.maruni-kensetsu.co.jp/

・会社封筒、社員名刺に弘前市ウェブサイトの移住ページURL
を掲載
建設業/建築一式工事、土木一式工 ・HPに認定マークを掲載し、弘前市移住サイトをリンク先に設定
事、とび・土工工事、舗装工事、水道 ・平成28年4月1日以降に弘前市に移住された方を対象に、住
施設工事
宅建築工事のうち、オール電化設備より5%割引を実施
・平成30年4月1日より家族を伴って弘前市へ移住する新入社
員に引越費用として10万円を支給

弘前市大字城東二丁目3番地1
0172-27-8217

・県外・市外から来客する取引先に弘前市の観光パンフレット
や移住・定住支援事業に関する資料を配布
・平成28年5月9日以降に弘前市へ移住された方々に対し初回
土木工事業、舗装工事業、除雪作業
限定で除雪料金の10%値引きを実施
・平成30年4月1日以降に弘前市へ移住された方を対象に、当
社で施工する工事代金の5%割引を実施
・社員の名刺裏に弘前市移住ページURLを掲載し、移住に関す
る情報発信を行う
・求人票に弘前移住応援企業であることを記載し、PR
・平成28年4月1日より、社員が弘前市へ転居する場合、支援を
行う
・平成28年3月1日より、弘前市へ移住された方へ当社が施工
する工事金額の20%を割引を実施
・平成30年5月1日より県外から弘前市へ移住し、当社に就職し
た社員に移住支援一時金として10万円を支給

代表取締役 内藤 美香

弘前市大字高田字苺原95番地7
0172-27-6287

電気工事業

代表取締役 安田 隆

弘前市大字藤野一丁目6番地2
0172-36-1900
http://www.kamatasetsubi.jp/

・社員の名刺裏に弘前市移住ページURLを掲載
・平成26年11月1日以降に、弘前市に移住された方を対象に、
管工事・水道施設工事・土木工事・電
工事代金の5%割引を実施
気工事・消防施設工事
・平成30年5月より県外から弘前市に移住し、当社に就職した
社員に引越費用として5万円支給

認定番号

第24号

第25号

第26号

第27号

第28号

第29号

企業名

株式会社日善電気

認定年月日

令和2年7月19日
（再認定）

城東電気株式会社

令和2年7月19日
（再認定）

株式会社クリンテック

平成30年8月26日
(令和2年8月25日を
もって認定期間満
了）

株式会社永澤興業

令和2年9月15日
（再認定）

平成30年10月24日
特定非営利活動法人
（令和2年10月23日
弘前Jスポーツプロジェクト をもって認定期間満
了）

株式会社弘新建設

令和2年10月28日
（再認定）

代表者

所在地、電話番号、ホームページ

業種/主な事業内容

取組内容（※赤字は、移住者向けの支援、サービス等の内容）

弘前市大字藤野一丁目7番地6
0172-36-1515
http://www.nichizen.com/

・自社ウェブサイトに弘前市ウェブサイトの移住ページURLを掲
載し、移住に関する情報発信に協力
電気設備工事、冷暖房設備工事、さく
・平成28年度以降に弘前市に移住し、電気工事又はさく井工事
井工事、土木工事、消防設備工事、
をした方を対象に工事代金の5％割引を実施
管工事
・平成30年6月より県外から移住し入社した社員に引越費用とし
て3万円を支給

代表取締役 外﨑 清文

弘前市大字城東五丁目12番地3
0172-27-2055
http://jdee2055.co.jp/

・自社のホームページに弘前市ウェブサイトの移住ページURL
を掲載
・平成28年7月1日よりＵＩターンの常時雇用労働者を募集。採用
建設業
者には弊社及び関連企業2社又は代表者が所有している弘前
電気工事業、管工事業、電気通信工 市内の賃貸物件を紹介し、敷金は会社負担とし、仲介手数料・
事業、消防施設工事業
更新手数料を不要としている
・県外から弘前市へ移住された方を対象に、当社で施工させて
いただいたご家庭で使用中の白熱電球1個とLED電球1個を無
料で交換

代表取締役 成田 喜生

弘前市大字大久保字西田369番地
0172-33-7241
http://cle-tech.com/

洗濯業
・一般家庭向けクリーニング
・ホテル、老人施設、病院向けクリー
ニング

・自社ホームページに弘前市移住ページのホームページのリン
クを掲載
・ルート営業職等ＵＩJターンの雇用労働者の雇用拡大を実施
(人員満了の際も、UIJターン者は引き続き募集を行っている）
・平成28年9月より、移住やＵターンの方に限り、クリーニング料
金を5％割引

代表取締役 永澤 弘夫

弘前市大字撫牛子二丁目3番地4
0172-37-3456
http://www.kk-nagasawa.co.jp/

建設業一般

・自社ホームページに弘前市移住ページURLを掲載
・平成28年9月以降に県外から移住した方へ自社所有のアパー
ト家賃を1部屋5％引きで提供。なお、社員になった場合には、
家賃を10％引きで提供（空きがある場合に限る）
・県外から移住し、自社に就職をした方に移住支援手当金３万
円を支給

・自社ホームページに弘前市移住ページＵＲＬを掲載
・NPO法人が運営するブランデュー弘前を通して選手を県外か
ら募り、移住者として受け入れ、また、雇用を促進するための
「ジョブパートナー」制度を実施
・サッカーによる交流イベントや地域の祭りに参加するなど地域
との交流を継続的に実施

代表取締役 相馬 弘竹

理事長 黒部 能史

弘前市大字神田五丁目3番地3
0172-39‐2600

サッカークラブ運営

代表取締役 工藤 武

弘前市大字神田一丁目4番地1
0172-37-3329
http://www.koushink.jp/company/index.html

・自社ホームページに弘前市移住ページＵＲＬを掲載
・来弘する取引先に「ひろさきガイドマップ」の提供や「移住お試
しハウス」のパンフレットを提供。
土木工事業、建築工事業、舗装工事 ・県外から弘前市に移住し、就職した社員に移住支援手当金と
業
して5万円を支給
・県外の大学や専門学校を訪問し、地元出身者以外の学生に
も広く「弘前ぐらし」のパンフレット等を配布、IJターン希望の学
生に弘前への移住を勧めるなどの活動を実施

認定番号

第30号

企業名

特定非営利活動法人
スポネット弘前

認定年月日

令和2年11月22日
（再認定）

代表者

理事長 鹿内 葵

業種/主な事業内容

所在地、電話番号、ホームページ

取組内容（※赤字は、移住者向けの支援、サービス等の内容）

弘前市大字南富田5-2
0172-32-6523
http://sponet-h.com/

スポーツクラブ
各種スポーツ教室・サークルの開催
各種イベントの実施・運営
指定管理業務
委託事業の実施

・クラブ視察や各種イベントに参加する県外の方に観光パンフレットを配布
するほか、観光地・地域の生活体験ができるよう案内を実施
・当クラブのホームページに弘前市移住ページのURLを掲載
・弘前市南富田町体育センター内に移住応援企業認定証を提示・PR
・各種スポーツ教室やサークル活動に県外からの参加者を受け入れ、移
住者も含めた地域住民とのスポーツ交流を実施
・弘前城リレーマラソンなど県外の方も対象としたイベントを行い、交流を
促進
・アップルマラソンなど市の主催イベント等も積極的に協力

弘前市大字堅田一丁目1番地4
0172-36-7000
http://www.minamikensetsu.co.jp/co
mpany.html

総合建設業
土木工事業、建築工事業、とび・土工
工事業、屋根工事業、鋼構造物工事
業、舗装工事業、塗装工事業、防水
工事業、水道施設工事業、しゅんせ
つ工事業、管工事業、造園工事業

・自社ホームページに弘前市移住ページＵＲＬを掲載
・平成28年4月１日以降に弘前市に移住された方を対象に、自
社が施工する工事金額の5％割引を実施(初回のみ）
・平成30年4月１日以降に弘前市に移住された方を対象に、除
排雪作業代金の5％割引を実施(初回のみ）

建設業（土木工事・建築工事）

・自社ホームページに弘前市移住ページＵＲＬを掲載
・平成29年1月以降に弘前市に移住された方を対象に、屋根の
雪降ろし及び除排雪作業代金を通常料金より10％割引を実施
（初回限り）

建設業

・来弘された取引先に観光案内を実施
・平成29年3月1日以降に弘前市に移住し、5年以内の世帯に対
し除雪作業代金の5％割引を実施（初回限り）
・県外から弘前市に移住し、自社に就職した社員に移住支援手
当金を支給

第31号

株式会社南建設

平成31年2月13日
（再認定）

第32号

株式会社村上組

平成31年2月13日
（再認定）

第33号

丸勘建設株式会社

平成31年3月21日
（再認定）

代表取締役 一戸 利光

弘前市大字新里字中樋田9番地3
0172-27-0321

第34号

株式会社小山田建設

令和元年5月17日
（再認定）

代表取締役 小山田 隆

弘前市大字野田二丁目4番地1
0172-36-1601
http://www.oyamadakk.co.jp/

総合建築業

・自社HPへ弘前ぐらしHPのリンクを掲載
・市外から移住し、自社へ入社した社員に給与１ヵ月分を支給
（3年以上勤務条件）
・移住者へ新築・リフォーム等の見積金額の10％割引を実施

弘前市大字中畑字旭岡34
0172-86-2749

建設業（土木一式、とび・土木・コンク
リート、舗装、建築一式、水道施設、
解体）
一般貨物自動車運送業
不動産の売買、賃貸、仲介、管理

・来弘する取引先に観光パンフレットや移住・定住支援事業に
関する資料を配布
・県外から自社に入社した方に、移住支度金として5万円を進呈
・市外より自社所有のアパートに移住された方に初年度の駐車
場排雪を無料とし、入居後３年目まで駐車場排雪代金の30％
割引を実施

第35号

株式会社前山組

平成31年4月18日
（再認定）

代表取締役 南 直之進

弘前市大字藤代一丁目2番地1
代表取締役社長 村上 公洋 0172-35-6111
http://kk-murakami.com/

代表取締役 前山 武二

企業名

認定年月日

第36号

株式会社相馬土木

令和元年5月1日
（再認定）

第37号

嶽開発株式会社

第38号

認定番号

第39号

第40号

第41号

代表者

所在地、電話番号、ホームページ

業種/主な事業内容

取組内容（※赤字は、移住者向けの支援、サービス等の内容）

代表取締役 相馬 正

弘前市大字城東一丁目3番地1
0172-27-3781

建設業/土木工事業

・来弘する取引先に観光パンフレットや移住・定住支援事業に
関する資料を配布
・社員の名刺裏に弘前市移住ページのURLを掲載
・平成29年度以降に弘前市に移住し、5年以内の方を対象に初
回除雪作業代金の5％割引を実施

令和元年5月10日
（再認定）

代表取締役 三上 千春

弘前市大字馬屋町3
0172-34-1560
http://www.dakekaihatsu.co.jp/

総合建設業（土木、建築、舗装、さく
井 他）
砕石、ＲＣ製造販売

・自社HPへ弘前市移住ページのバナーを設置し、移住に関す
る情報発信に協力
・平成29年度以降に弘前市に移住された方を対象に、初回除
雪等の作業代金の5％割引を実施

株式会社 マル長

令和元年6月9日
（再認定）

代表取締役 長見 範孝

弘前市大字門外三丁目8番地1
0172-27-1155

・名刺に弘前市移住ページのＵＲＬを掲載
・平成29年度以降、弘前市に移住された方を対象に、自社が施
総合建設業/土木、建築、管、舗装、
工する工事代金の10％割引を実施（初回限り）
解体、その他
・平成30年度以降、弘前市に移住された方を対象に、除雪作業
代金の10％割引を実施（初回限り）

社会福祉法人 愛成会

令和元年7月31日
（再認定）

理事長 佐々木 哲

弘前市大字豊原一丁目1番地3
0172-33-1182
http://www.sh-aiseien.jp/

社会福祉事業/高齢者・児童施設の
運営

平成29年7月31日
（令和元年7月30日
有限会社アムスカンパニー
をもって認定期間満
了）

富士建設株式会社

令和元年9月14日
（再認定）

代表取締役 佐々木 愛

代表取締役 松下 覚

・弘前市生涯活躍のまち形成事業代表法人の一つとして、市が
実施する移住イベントの周知及び交流事業を実施
・平成29年1月より、市と連携し、お試し居住における移住体験
の提供及び受入を実施
・移住者と交流しながら、ビジネスの提供を提案

・平成28年より自社ＨＰに「移住のススメ」コーナーを開設すると
弘前市大字豊原一丁目1番地1
不動産賃貸借事業・介護保険法に基 ともに、平成29年3月に市が主催した「セカンドライフ・プロジェク
りんごの樹
づく事業全般/サービス付き高齢者向 ト」キックオフイベントにコメンテーターとして参加
0172-33-3813
け住宅の設置および経営
・平成29年1月より、市と連携し、お試し居住を実施
http://ringonoki111.wixsite.com/0001

弘前市大字高田一丁目10番地12
0172-26-4111

建設業/土木一式工事

・社員の名刺裏に弘前市移住ページＵＲＬを掲載
・平成29年4月1日以降に弘前市へ移住された方を対象に、工
事金額の10％割引を実施

企業名

認定年月日

第42号

株式会社兼建興業

令和元年9月14日
（再認定）

代表取締役 兼平 力

弘前市大字兼平字猿沢26番地1
0172-82-2145
http://kaneken-kougyou.co.jp/

第43号

弘前ガス株式会社

令和元年10月10日
（再認定）

取締役社長 齊藤 嘉春

弘前市大字松ヶ枝一丁目2番地1
0172-27-9100
http://hg-group.co.jp/

・自社ＨＰに弘前市移住促進ページのバナーを掲載
都市ガス製造・供給/都市ガス・LPガ
・平成29年9月1日以降、弘前市に移住された方に対し、購入さ
ス販売、設備工事、ガス機器販売、イ
れるガス機器（都市ガス用、LPガス用）の通常お見積り価格か
ベント・料理教室、電力小売事業
ら10％割引を実施

第44号

株式会社旭組

令和元年11月15日
（再認定）

代表取締役 藤田 靖

弘前市大字神田4丁目6番地27
0172-36-3251

管工事、水道施設工事、土木工事、
消防設備工事

・社員の名刺裏に弘前市移住促進ページのＵＲＬを掲載
・会社玄関に弘前市パンフレットを配置
・平成30年1月1日以降に弘前市に移住された方に対し、凍結
修理代金の5％割引を実施（移住後2年間）

第45号

吉川建設株式会社

令和元年11月29日
（再認定）

代表取締役 吉川 功一

弘前市大字富田町174番地
0172-33-2181
http://www.yoshikawa174.co.jp

建設業/建築工事、土木工事

・自社ＨＰに弘前市移住促進ページのリンクを掲載
・市外から自社に入社を希望する方に対し積極的雇用を行うほ
か、入社される方には住居の情報提供や相談受付、移住支援
一時金として5万円を支給

第46号

株式会社三上重機建設

令和2年1月12日
（再認定）

代表取締役 三上 誠

弘前市大字平山字平山620
0172-86-2607

建設業/土木一式、とび・土工事

・社員の名刺裏に弘前市移住促進ページのURLを掲載
・平成29年度以降弘前市に移住し、5年以内の方を対象に初回
除雪作業代金の5％割引を実施

第47号

有限会社たんぽぽ運送

平成30年3月15日
（令和2年3月14日を
もって認定期間満
了）

代表取締役 稲葉 晃

弘前市福田1丁目3-7
・自社ＨＰに弘前市移住促進ページのリンクを掲載
0172-88-7718
一般貨物自動車運送業/貨物自動車
・他県から自社に入社した方を対象に、採用日から試用期間6
http://www.tanpoposan.co.jp/compan 利用運送事業
か月間は家賃無料の社宅を提供
y/

認定番号

代表者

所在地、電話番号、ホームページ

業種/主な事業内容

取組内容（※赤字は、移住者向けの支援、サービス等の内容）

・自社ＨＰに弘前市移住ページＵＲＬを掲載
建設業/土木工事、除雪業務、建物 ・県外からのお客様に対し、弘前市の観光パンフレットを配布
解体工事、産業廃棄物中間処理業、 ・弘前市に移住し5年以内の世帯を対象に、除雪等の作業代金
舗装工事
の5％割引を実施（初回限り）

認定番号

企業名

認定年月日

代表者

第48号

弘和建設株式会社

令和2年4月12日
（再認定）

取締役社長 阿保 徹刀

第49号

株式会社マルノ建築設計

令和2年4月12日
（再認定）

代表取締役 野澤 武

・自社ＨＰに弘前ぐらしのHPのリンクを掲載
弘前市大字袋町52番地
・ホームページ上に移住者に対する積極雇用の旨掲載
0172-35-4567
建築工事業/土木工事業/とび・土工
・移住者に対し、移住支援一時金5万円支給
http://www.marunokenchiku.co.jp/to 工事業/解体工事業
・移住者に対し、新築・リフォームなど当社見積金額から10%割
pics.htm
引を実施

第50号

サンライズ産業株式会社

令和2年7月4日
（再認定）

代表取締役 工藤 博文

一般貨物自動車運送業/倉庫業/不
弘前市大字一町田字早稲田863番地
・自社ＨＰに弘前ぐらしのHPのリンクを掲載
動産賃貸業/産業廃棄物収集運搬業
0172-82-3316
・県外から弘前市内へ移住する方を対象に引越料金の5%割引
/尿素水製造業/ガソリンスタンド業/
http://www.sunrisesangyo.com/
を実施
レンタカー業/中古自動車買取業

第51号

嶋津電気株式会社

令和元年8月8日

代表取締役 島津 隆義

弘前市大字八幡町2丁目7番地6
0172-34-3736
http://shimazudenki.com/

代表取締役 小山内 一雅

第52号

第53号

株式会社長谷川建設

北村技術株式会社

令和元年12月5日

令和2年8月26日

代表取締役 北村 達雄

所在地、電話番号、ホームページ

弘前市大字堅田3丁目4番地の5
0172-27-2020
http://kohwa-kk.com/info.html

業種/主な事業内容

取組内容（※赤字は、移住者向けの支援、サービス等の内容）

・自社ＨＰに弘前市移住促進ページのリンクを掲載
建築一式工事/土木一式工事/とび・
・令和2年度以降に弘前市へ移住した方を対象に、自社所有の
土工工事/造園工事
アパートへ入居した場合の家賃を1か月サービス

建設業/電気工事業・電気通信工事
業・消防施設工事業

・自社ＨＰに弘前ぐらしのHPのリンクを掲載
・令和元年8月1日以降、弘前市へ移住された方へ工事代金の
5%割引を実施

弘前市大字亀甲町42
0172‐33‐3844
https://hasegawa-kensetsu.net/

建設業/土木一式工事

・自社ＨＰに弘前ぐらしのHPのリンクを掲載
・県外から弘前市に移住し、自社に就職した社員を対象に移住
支援手当金3万円を支給
・令和元年度以降に弘前市に移住し、5年以内の方を対象に、
初回除雪等の作業代金の5％割引を実施

弘前市大字神田四丁目1番地21
0172‐31-5655
http://www.kitamura-tech.com/

測量業務、土木関係建設コンサルタ
ント、地質調査業務、補償コンサルタ
ント業務、土木・建築・造園・舗装工事
の設計・施行・管理・測量・管理、環境
調査業務、一般労働者派遣事業、電
子納品・測量・設計にかかわるパソコ
ンソフトの販売・支援、上記に付随す
る業務

・SNSを利用した情報発信、地元ご当地アイドル（りんご娘）サ
ポート企業
・県外営業、来弘取引先に名所を印刷したクリアファイルを独自
に作成、配布
・常時雇用労働者の採用枠の拡大（県外大学、専門学校の訪
問、求人募集）
・県外から就職した移住者に対し、移住手当金10万円支給、居
住先の支援、家賃補助一律

認定番号

企業名

認定年月日

代表者

第54号

株式会社齋藤建設

令和2年11月26日

代表取締役 齋藤 純一

所在地、電話番号、ホームページ

弘前市大字清野袋四丁目7番地4
0172‐35-4263
http://saitou-kensetu.net/

業種/主な事業内容

建築工事業/土木工事業

取組内容（※赤字は、移住者向けの支援、サービス等の内容）

・従業員の名刺裏に弘前市ウェブサイトの移住ページURLを掲
載
・令和2年度以降に県外から弘前市に移住した方に対して、移
住住居のリフォーム代5%割引を実施

