
平成３１年１月１６日 
中部地方整備局 建政部建設産業課 

「社会保険加入促進宣言企業」５８２社の公表について 

－社会保険加入に積極的に取り組み「行動基準」の遵守を宣言する建設企業 
岐阜県（２２７社）、静岡県（１６８社）、三重県（１８７社）を公表－ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本リストは、岐阜県、静岡県、三重県及び中部地方整備局のホームページ上に掲載されています。 

「社会保険加入促進宣言企業」については、随時、募集しています。 

 

■■■■■■■■■■■■■ 「社会保険加入促進宣言企業」の応募方法等について ■■■■■■■■■■■■■ 

１． 募集対象：愛知県、岐阜県、静岡県、三重県内に拠点を置く建設企業又は愛知県、岐阜県、静岡県、三重県

内での施工実績を有する建設企業（個人事業主を含む）※団体への加盟・非加盟は問いません。 

２． 応募方法：別紙様式に、会社名、代表者名等を記入のうえ、ＦＡＸ（０５２－９５３－８６０６）にて送付下さい。 

３． 行動基準：別紙２のとおり 

４． そ の 他：ご応募頂いた建設企業の皆様の企業 PR 支援の一環として、PR ポスター及びステッカーを配布。

さらに、希望者には別途、企業名を印字した PR ポスターを配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加企業による「建設企業が守るべき行動基準」の申し合わせ等を通じ、一定の適正な受注環境のもとで

営業活動が行われることを推進し、技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保

を図ることを目的として、昨年１１月に岐阜県、静岡県、三重県で「建設業社会保険加入推進地域会議」が

設置・開催され、「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」の採択が行われました。 
これを受け、会議で採択された「行動基準」を遵守することを宣言する「社会保険加入促進宣言企業」に

ついて、募集しましたところ、会議参加者の３倍を大きく超える５８２社もの建設企業から応募を頂きまし

て、この度、別紙１のとおり「社会保険加入促進宣言企業」をリストアップしましたので公表いたします。 
また、「社会保険加入促進宣言企業」の企業 PR 支援として、別添のとおり、当整備局独自の取組としまし

て、PR チラシを作成しましたので、併せて公表します。 
なお、平成３１年４月末を目途に、「社会保険加入促進宣言企業」の再リストアップを行い、管内全て（愛

知県、岐阜県、静岡県、三重県）の宣言企業について、５月中旬を目途に公表を予定しております。 

（裏面につづく） 

【ＰＲポスター】 【ＰＲチラシ（表面）】 【ＰＲチラシ（裏面）】 

【参考】ＰＲポスター、PR チラシのイメージ 



配 布 先：中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、静岡県政記者クラブ、 

三重県政記者クラブ及び第二県政記者クラブ 

 

 
＜問い合わせ先＞ 

（建設業社会保険加入推進地域会議全般） 

 国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課長 齋藤 学 

                       課長補佐 栗本 真  TEL 052-953-8572 

 

 （岐阜県 建設業社会保険加入推進地域会議関係） 

     岐阜県 県土整備部 技術検査課長 林 誠 

                建設業企画監  山口 正治  TEL 058-272-8504 

 

（静岡県 建設業社会保険加入推進地域会議関係） 

     静岡県 交通基盤部 建設支援局  建設業課長 井口 真彦 

               課長代理  上原 啓克   TEL 054-221-3059 

 

 （三重県 建設業社会保険加入推進地域会議関係） 

   三重県 県土整備部  建設業課長 倉田 正明 

        課長補佐  松葉 剛   TEL 059-224-2660                    



「社会保険加入促進宣言企業」とは、

行動基準（※）を遵守することを宣言した企業で
建設業に従事する方々の処遇改善に

真剣に取り組む企業です！

●県や中部地⽅整備局のホームページ上での紹介
●PRポスター ●PRステッカーの配布
●ＰＲチラシ【New】の配布を通じた積極的な広報 等

岐阜県 ２２７社

静岡県 １６８社

愛知県 ２５６社

三重県 １８７社

合計 ８３８社

宣⾔企業数
（平成30年12⽉末現在）

宣⾔企業名を印字

⼯事を受注する際には必要な法定福利費の額を適切に
積算して法定福利費を内訳明⽰した⾒積書を提出し、
ダンピング受注をしないこと。

※ 社会保険加⼊を進めるにあたって
守るべき⾏動基準（⼀部抜粋）

建設産業は、処遇改善の実現
に向け、関係者を挙げて全⼒で
取り組んでいます!

建設産業は、処遇改善の実現
に向け、関係者を挙げて全⼒で
取り組んでいます!

給
与

希
望

休
暇

元請企業

施⼯する現場に携わる下請企業に対し、
作業員を法令上求められる適切な保険に加⼊させるこ
とを求め、作業員が適切な保険に加⼊していることを
確認すること。

下請企業

建設業ʻ新3Kʼ建設業ʻ新3Kʼ

中部地⽅整備局建政部
「社会保険加⼊促進宣⾔企業」の

企業PRを⽀援します！

ʻKʼʻKʼʻKʼʻKʼ

ʻKʼʻKʼ

◎週休２⽇の実現
◎⽣産性の向上
◎賃⾦⽔準の確保 など

◎週休２⽇の実現
◎⽣産性の向上
◎賃⾦⽔準の確保 など

［企業PR⽀援の例］

企業PRポスター

PRステッカー

kurimoto-m85aa
テキストボックス
別 添



岐阜県建設業社会保険加入推進地域会議

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県） 五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

あ行

（株）アイテツ 清水　敬央 名古屋市守山区鳥羽見2-20-25

（有）アイワ工業 岩田　幸哉 一宮市木曽川町黒田六ノ通り105

青木あすなろ建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　藤井　宏 名古屋市中川区月島町6-1

あおみ建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　半場　哲也 名古屋市中区丸の内一丁目17番19号

曙開発（株） 代表取締役　松田　秀弘 下呂市森191番地1

（株）天野建設 代表取締役　天野　和孝 可児郡御嵩町中切960番地1

（株）新井組　名古屋支店 執行役員支店長　鑪ヶ﨑　謙 名古屋市東区筒井三丁目4番12号

荒川鉄工（株） 代表取締役　荒川　雅義 名古屋市中川区十一番町6丁目5番地の5

飯島鉄筋工業（株） 飯島　勉 名古屋市天白区中平1丁目707

イシデンエンジニアリング（株） 代表取締役　松永　静夫 恵那市大井町2087番地の221

（株）石原建材 代表取締役　石原　富貴 高山市片野町二丁目183番地1

泉左官住設（株） 代表取締役　泉　恵美 揖斐郡池田町本郷1094番地の6

（株）イソベ 代表取締役　磯部　友哉 恵那市大井町2006番地の5

（株）市川工務店 小川　健 岐阜市鹿島町6-27

（株）イチテック 代表取締役社長　伊貝　英治 一宮市せんい一丁目2-19

市原産業（株） 代表取締役　市原　俊享 可児市川合2749の9

井戸建設（株） 井戸　徳明 多治見市昭和町32-4

伊藤建工（株） 代表取締役　伊藤　博視 養老郡養老町飯田1333番地

（株）伊藤工務店 代表取締役　伊藤　貴夫 海津市海津町馬目404-3

（株）イトウ産業 山田　孝良 土岐市泉西山町1-36

（株）イトウ林産 代表取締役　伊藤　浩司 郡上市八幡町那比291番地

揖斐川工業（株） 代表取締役　井上　豊秋 大垣市万石2-31

イビデングリーンテック（株） 代表取締役社長　坂井　隆 大垣市河間町3丁目55番地

（株）岩城 代表取締役　文城　弘 可児市柿下2番地の1

イワタニ東海（株） 代表取締役社長　児玉　孝志 羽島市新生町1丁目15番地

（株）宇佐美組 代表取締役社長　宇佐美　憲邦 大垣市浅草1丁目280番地

ＳＫＫ（株） 江崎　雅夫 岐阜市一日市場4丁目122番地の1

（株）エナ重機 田口　勝一 恵那市大井町1120番地の94

（株）横建 代表取締役　横山　浩之 各務原市那加前洞新町5-109-4

（有）大久保工務店 大久保　吉浩 尾張旭市大塚町3-6-11

（株）大阪防水建設社　名古屋支店 支店長　三輪　忠史 名古屋市北区辻本通一丁目10-1

（株）大西組 代表取締役　佐藤　玄太 郡上市白鳥町向小駄良1014番地の1

（株）大橋組 大橋　信之 養老郡養老町大巻4590

（株）大橋工務店 大橋　宗明 海津市海津町平原432

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県）
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岐阜県建設業社会保険加入推進地域会議

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県） 五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県）

（株）大林組　名古屋支店 常務執行役員支店長　村上　考司 名古屋市東区東桜1-10-19

大林道路（株）　中部支店 常務執行役員支店長　小原　信也 名古屋市中区丸の内二丁目18番25号　丸の内KSビル14階

大山土木（株） 代表取締役　野中　豊 高山市上岡本町3丁目410番地

大山土木（有） 代表取締役　大山　安彦 中津川市田瀬51-16

大脇建設（株） 大脇　健太郎 加茂郡白川町河岐1897-1

（株）岡島建設 代表取締役　岡島　由久 土岐市曽木町1691-1

（株）岡本工務店 代表取締役　岡本　裕太 岡崎市伊賀町字南郷中67番地

（株）奥田建設 奥田　正平 郡上市大和町島2500

奥原建設（株） 代表取締役　奥原　崇司 高山市総和町3丁目111番地2

（株）奥村組　名古屋支店 執行役員支店長　岩倉　正明 名古屋市中村区竹橋町29番8号

オリエンタル白石（株）　名古屋営業支店 支店長　中村　康幸 名古屋市中区栄二丁目3番6号

（株）ガイアート　中部支店 執行役員常務支店長　山本　正樹 名古屋市中川区露橋二丁目30番4号

海津建設（株） 代表取締役　山口　勝彦 名古屋市西区上名古屋四丁目17番26号

加向建設（株） 渡會　武則 名古屋市中川区丸米町1丁目67番地

（株）カシワバラ・コーポレーション　名古屋営業所 営業所長　岩本　圭司 名古屋市中村区岩塚本通6-6　岩田名古屋ビル2F

柏木工（株） 代表取締役　關　道朗 高山市上岡本町1丁目260番地

粕川商事（株） 代表取締役　宗宮　悦子 揖斐郡揖斐川町脛永1647の1

（株）加藤組 代表取締役　加藤　芳晴 多治見市若松町1丁目12番地の5

加藤建設（株） 代表取締役　森　晃廣 揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158番地の1

鐘建工業（株） 代表取締役　浅野　友之 各務原市那加岩地町3丁目123番地

金子工業（株） 代表取締役社長　金子　文一 下呂市萩原町萩原1500番地

神野産業（株） 代表取締役　神野　広美 海津市海津町草場102番地

（株）川瀬組 川瀬　嘉洋 羽島市小熊町4-595

関特工業（株）　名古屋支店 松谷　理生 名古屋市中区丸の内一丁目14番24号

岐建（株） 代表取締役社長　木村　志朗 大垣市西崎町2丁目46番地

北川工務（株） 代表取締役　北川　豊晃 美濃加茂市西町五丁目71番地

北川ヒューテック（株）　中部支店 支店長　山田　幸雄 名古屋市中村区稲上町1丁目2番地

（株）北村組 取締役社長　北村　浩文 松阪市中央町306番地の1

（株）岐阜アイシー 代表取締役　豊吉　秀男 各務原市蘇原持田町3丁目50番地の1

岐阜北建設（株） 森　惇郎 岐阜市茂地214番地

（株）岐阜造園 代表取締役　小栗　達弘 岐阜市茜部菱野4丁目79番地の1

木村工業（株） 代表取締役　木村　光徳 名古屋市中区千代田五丁目20番3号-2

（株）共同組 代表取締役　所　正憲 揖斐郡大野町大字西方442

（株）金原カッター 金原　好宏 名古屋市中川区服部五丁目1015番地の1

か行
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岐阜県建設業社会保険加入推進地域会議

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県） 五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県）

日下部建設（株） 代表取締役　日下部　剛司 下呂市萩原町古関266-1

（株）國井組 代表取締役　國井　康孝 岐阜市一日市場1丁目138番地

窪田エンジニアズ（株） 代表取締役　窪田　俊昭 名古屋市千種区今池南1番22号

（株）栗山組 栗山　貴稔 加茂郡坂祝町酒倉2008

ケミカルグラウト（株）　名古屋支店 取締役支店長　笠原　慎司 名古屋市中区新栄町2丁目3番地

小池土木（株） 小池　秀治 可児市広見5-77

（有）河野組 代表取締役　河野　勝二 揖斐郡大野町大字黒野1738番地の1

向陽信和（株） 代表取締役　古澤　一晃 土岐市泉町久尻2431番地17

後藤工事（株） 後藤　佳政 各務原市各務西町6-317

五洋建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　山口　和彦 名古屋市中区栄一丁目2番7号

近藤建設（株） 代表取締役　近藤　延彦 海津市平田町今尾941

酒井電気工事（株） 代表取締役　酒井　本文 岐阜市若福町9番10号

（有）桜調温 取締役　中野　甲一 可児市皐ヶ丘5丁目141番地

（株）佐竹組 代表取締役　佐竹　武 養老郡養老町蛇持21番地

（株）佐藤渡辺　中部支店 執行役員支店長　林　肇 名古屋市北区天道町3-15

佐野塗装（株） 代表取締役　佐野　範宜 静岡市駿河区中田1丁目1番20号

沢田建設（株） 代表取締役　沢田　政秀 大野郡白川村大字鳩谷２７３

三気建設（株） 代表取締役　杉山　宏二 揖斐郡大野町大字大衣斐264番地

三建産業（株） 春田　保博 大垣市十六町848番地

（株）三晃建設 川合　広美 大垣市小泉町380-1

三幸土木（株） 代表取締役社長　木下　力哉 日進市北新町北鶯91番地5

（株）三洋組 代表取締役　久保　正志 岐阜市正木633番地

（株）サンロード東海 代表取締役社長　篠田　幹夫 岐阜市茜部菱野四丁目64番地

（株）柴田土木 代表取締役　柴田　幸一 瑞浪市西小田町1-203

（株）嶋工務店 代表取締役　嶋　猶美 海津市海津町鹿野1000の2

清水建設（株）　名古屋支店 常務執行役員支店長　谷口　寛明 名古屋市中区錦1丁目3番7号

昭和造園土木（株） 代表取締役　村瀬　大一郎 岐阜市雛倉794番地の1

ショーボンド建設（株）　中部支社 中部支社長　島田　貴靖 名古屋市熱田区西野町2-70

白川産業（株） 代表取締役　上野　英敏 加茂郡白川町河岐1897-1

伸永建設（株） 代表取締役　久米　忠 瑞浪市土岐町2833番地の1

瑞明建設（有） 代表取締役　大戸　亮介 瑞浪市薬師町5-6

（株）椙岡組 代表取締役　椙岡　典昭 安八郡神戸町丈六道20-2

杉山建設（株） 代表取締役　杉山　文康 本巣市海老430

青協建設（株） 代表取締役社長　各務　剛児 関市倉知3204番地の4

さ行
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岐阜県建設業社会保険加入推進地域会議

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県） 五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県）

西建産業（株） 代表取締役　宗宮　與裕 揖斐郡揖斐川町脛永1645番地1

西濃建設（株） 代表取締役社長　笹田　哲夫 揖斐郡揖斐川町上ミ野128

（株）西武管商 代表取締役　浦瀬　武夫 岐阜市宇佐南3-5-18

西武建設（株）　名古屋支店 支店長　久保　孝 名古屋市中村区名駅2丁目28番3号

（株）関元組 代表取締役　山田　元 関市東町4-3-8

セントラル建設（株） 代表取締役　阿部　伸一郎 恵那市大井町1202番地の4

（株）創栄 代表取締役　岩田　陽一郎 名古屋市天白区原四丁目1509番地

第一建設（株） 野原　麗一 揖斐郡池田町段29-3

大成建設（株）　名古屋支店 専務執行役員支店長　近藤　昭二 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

（株）大誠重機 代表取締役　伊神　成生 各務原市鵜沼大伊木町4丁目581

（株）大塗 代表取締役　濱村　友一 春日井市八幡町77番地4

大日本土木（株） 代表取締役社長　馬場　義雄 岐阜市宇佐南1丁目3番11号

（株）大雄 代表取締役　阿部　嘉澄 各務原市鵜沼西町4-69

大有建設（株） 代表取締役　川中　喜雄 名古屋市中区金山五丁目14番2号

高木建設（株） 代表取締役　高木　章 中津川市茄子川1683番地の46

（株）髙田組 代表取締役　榎本　卓朗 揖斐郡揖斐川町清水157番地の1

竹内建設（株） 竹内　正明 安八郡安八町大森441

（株）竹中組 代表取締役　安田　秀樹 大垣市東前1丁目80番地の2

（株）竹中土木　名古屋支店 執行役員支店長　森　治義 名古屋市中区錦二丁目2番13号

舘林建設（株） 舘林　慶二 土岐市土岐津町土岐口1956

（株）立保 代表取締役　安江　将利 加茂郡東白川村越原1351

田中建設工業（株） 代表取締役　田中　義巳 本巣市根尾板所622番地の7

（株）タナカ通信電機工業 大場　一弘 岐阜市八ツ寺町1-3

玉田建設（株） 代表取締役　玉田　稲子 岐阜市大洞1-16-11

（株）中電工　名古屋支社 支社長　河口　英朗 名古屋市昭和区鶴舞3-22-8

（株）中濃 代表取締役　義村　晃 可児市坂戸79番地の2

中部建材（株） 代表取締役　伊藤　力 弥富市三好4丁目15番地3

中部フローリング（株） 代表取締役　古田　英之 名古屋市西区こも原町182番地

（株）千代田組　中部支店 支店長　島田　吉明 名古屋市中区錦一丁目13番26号

塚本産業（株） 代表取締役　塚本　雄一郎 美濃加茂市本郷町3-16-7

付知土建（株） 三尾　秀和 中津川市付知町5068番地3

（株）土谷組 土谷　雄戈 加茂郡八百津町八百津3321-12

東亜建設工業（株）　名古屋支店 支店長　竹市　卓矢 名古屋市中区錦三丁目4番6号

東亜道路工業（株）　中部支社 常務執行役員支社長　松村　高志 名古屋市東区白壁一丁目45番地

た行
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岐阜県建設業社会保険加入推進地域会議

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県） 五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県）

東急建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　落合　好憲 名古屋市中区丸の内三丁目22番24号

（株）東光電工社 奥村　保雅 岐阜市茜部菱野2-113-1

東部建設（株） 代表取締役　安江　建一 加茂郡白川町坂ノ東5737-1

東邦地水（株） 代表取締役社長　伊藤　重和 四日市市東新町2-23

（株）東洋スタビ 代表取締役社長　宗宮　郷 揖斐郡大野町大字公郷3261番地1

（株）東洋特殊化学 松浦　正義 北名古屋市久地野牧野45

徳倉建設（株） 代表取締役社長　德倉　正晴 名古屋市中区錦三丁目13番5号

（株）所組 代表取締役社長　所　克仁 本巣市根尾板所259-1

所産業（株） 代表取締役　春日　将志 揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821番地の3

戸島工業（株） 代表取締役　荒川　晶一 岐阜市本郷町五丁目十六番地

巴産業（株） 長尾　佳春 岐阜市大池町3番地の1

内藤建設（株） 内藤　宙 岐阜市六条南3丁目10番10号

内藤電機（株） 代表取締役　内藤　繁廣 岐阜市都通2丁目16番地

（株）中島工務店 代表取締役　中島　紀于 中津川市加子母1005番地

（株）長瀬土建 代表取締役　長瀬　雅彦 高山市久々野町久々野1559番地

（有）中田土建 中田　直太郎 高山市高根町日和田1272-1

（株）辺省 梶原　敬二 養老郡養老町蛇持426番地

（株）西尾建設 代表取締役　西尾　治徳 瑞浪市稲津町小里787-1

（株）ニシノ 安江　孝文 加茂郡白川町坂ノ東5739

西松建設（株）　中部支店 支店長　伊藤　裕之 名古屋市東区泉二丁目27番14号

（株）西村工建 加藤　公由 美濃市片知2716

日産工業（株） 代表取締役社長　島　秀太郎 下呂市萩原町跡津439番地の1

日東工業（株） 代表取締役　南谷　茂伸 羽島市堀津町382番地

（株）ＮＩＰＰＯ　中部支店 中部支店長　福島　憲二 名古屋市中区錦1-19-24　名古屋第一ビル5階

日鋪建設（株） 　中部支店 中部支店長　佐藤　直樹 豊田市前山町3丁目8-9

日本コンクリート工業（株）　名古屋支店 支店長　山火　勝雄 名古屋市中村区名駅南一丁目11番5号

日本電設工業（株）　中部支店 支店長　加藤　大蔵 名古屋市中村区佐古前町9番2号

日本道路（株）　中部支店 執行役員支店長　伊藤　馨 名古屋市中区松原三丁目15番19号

（株）庭萬 代表取締役社長　稲垣　和美 可児市羽崎147-1

（株）乃一 代表取締役　乃一　剛英 名古屋市昭和区円上町1番1号

（株）野田建設 代表取締役　野田　康彦 関市緑ヶ丘2-5-78

（株）野原組 代表取締役　野原　徹 揖斐郡揖斐川町春日六合1248番地の1

はぎわらｅ（株） 代表取締役　金子　博之 下呂市萩原町羽根2638番地の1

橋本建設（株） 代表取締役　橋本　茂 各務原市川島河田町924-7

な行
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岐阜県建設業社会保険加入推進地域会議

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県） 五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県）

（株）畑佐土木 代表取締役　畑佐　宏 郡上市明宝気良154-2

（株）ハツカワ 代表取締役　大川　昌範 多治見市太平町6丁目67番地の1

（株）林工務店 代表取締役　林　俊宏 高山市江名子町3246番地11

（株）ハラモク 原　満夫 中津川市駒場町1番78号

飛雄建設（株） 代表取締役　鍋島　達哉 高山市赤保木町313番地

（株）平田組 平田　智也 岐阜市日置江7丁目1番地の1

（株）フジタ　名古屋支店 執行役員支店長　伏島　豊太 名古屋市中区新栄二丁目1番9号

（株）藤本組 松島　祥久 多治見市小田町5-1

二村建設（株） 代表取締役　二村　伸吾 郡上市和良町下洞407番地1

（株）古沢組 代表取締役　古沢　達行 安八郡安八町北今ケ渕469

（株）洞口 代表取締役　洞口　修一 飛騨市古川町高野141番地の2

（株）堀部工務店 若原　幸弘 本巣市仏生寺640-1

（株）本間組　名古屋支店 支店長　前田　洋之 名古屋市中村区名駅5-3-8　旭ビル8F

前田建設工業（株）　中部支店 執行役員支店長　石黒　泰之 名古屋市中区栄五丁目25番25号

（株）前田土木 前田　守廣 郡上市白鳥町那留1502番地409

松井建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　佐野　祥治 名古屋市中区栄五丁目28番12号　名古屋若宮ビル

（株）松野組 代表取締役　松野　守男 瑞穂市穂積1330番地

松村工業（株） 代表取締役　松村　公夫 岐阜市薮田東1-6-5

（株）松本電気設備 代表取締役社長　松本　達 多治見市光ヶ丘2の29

丸栄コンクリート工業（株） 代表取締役　棚橋　肇 羽島市福寿町間島1518

丸河商事（株） 代表取締役　日下部　保行 恵那市長島町永田307番地68

（株）マルコオ・ポーロ化工 代表取締役　黒田　洪二 豊田市金谷町4丁目50番地

丸ス産業（株） 藤井　紳二 加茂郡白川町三川1270

丸成林建設（株） 代表取締役　林　茂樹 岐阜市北一色10丁目36番14号

（株）丸高組 代表取締役　髙橋　光男 郡上市大和町剣807番地の1

（株）丸徳鉄工 代表取締役社長　葛谷　政勝 岐阜市加納安良町53番地

丸文産業（株） 宮元　智之 本巣市海老56番地4

（有）丸勇建設 代表取締役　緑川　寿夫 高山市江名子町3214の5

（株）水口建設 代表取締役　水口　俊明 郡上市美並町上田199-2

（株）水口土建 代表取締役　奥原　正一 高山市朝日町宮之前81番地

（株）三鈴エリー 布川　了 四日市市日永東3丁目8番13号

水谷建設（株） 代表取締役社長　堤　節夫 桑名市大字蛎塚新田328

水野工業（株） 代表取締役　宮ケ迫　忠興 瑞穂市祖父江伯母塚212

宮島建設（株） 代表取締役　木下　雅則 中津川市駒場470の2

ま行
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岐阜県建設業社会保険加入推進地域会議

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県） 五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

　社会保険加入促進宣言企業（岐阜県）

（株）宮本組　名古屋支店 取締役執行役員支店長　瀬村　和志 東海市中央町4丁目40番地

村本建設（株）　名古屋支店 支店長　荻野　潤 名古屋市中区丸の内3丁目19番12号

（株）村山組 代表取締役　加藤　悦郎 岐阜市村山1773番地の1

名工建設（株） 代表取締役社長　渡邉　清 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号　JRセントラルタワーズ34階

名東産業（株） 代表取締役　西久保　弘 春日井市下条町2丁目9-10

（株）森組　中部営業所 所長　大高　一幸 名古屋市中区丸の内3-5-28

森建設（株） 代表取締役　森　真由美 高山市荘川町牧戸25番地1

八洲建設（株） 代表取締役　水野　貴之 半田市吉田町1-60

（株）安江土建 安江　廣男 加茂郡白川町黒川2465番地1

矢作建設工業（株） 代表取締役　髙柳　充広 名古屋市東区葵三丁目19番7号

（株）山辰組 代表取締役　馬渕　和三 揖斐郡大野町大字稲畑203番地の1

（株）ヤマモト 代表取締役　山本　敏彦 揖斐郡揖斐川町三倉133番地の1

横山工業（株） 代表取締役　横山　英樹 可児市大森1530-2

（株）吉川組 代表取締役　吉川　仁 羽島市桑原町八神3661

（株）吉川組 代表取締役　吉川　厚志 多治見市明和町2-50

ヨシテク工業（株） 吉田　良寛 揖斐郡大野町大字下方1115-1

寄神建設（株）　名古屋支店 支店長　佐々木　洋 名古屋市熱田区森後町8-27

（株）ＬＩＸＩＬ 支店長　山本　康博 名古屋市東区東桜1-4-16

隆一産業（株） 代表取締役　羽織　達哉 名古屋市中川区好本町2丁目90番地

りゅうでん（株） 代表取締役　松田　英文 岐阜市日置江2丁目85番地の1

りんかい日産建設（株）　名古屋支店 支店長　太田　佐登志 名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号　東海ビルディング

ＹＫＫＡＰ（株）　名古屋ビル建材支店 江口　眞一 名古屋市中区栄2-11-32

（株）渡辺組 代表取締役　渡辺　博邦 海津市海津町高須町720-1

（以上227社）

や行

ら行
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静岡県建設業社会保険加入推進地域会議

五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

あ行

（株）アイテツ 清水　敬央 名古屋市守山区鳥羽見2-20-25

アオイネオン（株） 取締役社長　横山　巖 静岡市葵区新伝馬1丁目3番43号

青木あすなろ建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　藤井　宏 名古屋市中川区月島町6-1

青木建設（株） 代表取締役　佐野　茂樹 熱海市田原本町9-1

あおみ建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　半場　哲也 名古屋市中区丸の内一丁目17番19号

（株）アキヤマ 代表取締役社長　秋山　萬之介 磐田市下神増173-3

（株）新井組　名古屋支店 執行役員支店長　鑪ヶ﨑　謙 名古屋市東区筒井三丁目4番12号

荒川鉄工（株） 代表取締役　荒川　雅義 名古屋市中川区十一番町6丁目5番地の5

飯島鉄筋工業（株） 飯島　勉 名古屋市天白区中平1丁目707

（株）飯田組 代表取締役　芝本　守 浜松市東区小池町673番地の3

（株）石井組 石井　誠 富士市水戸島元町4-10

イシデンエンジニアリング（株） 代表取締役　松永　静夫 恵那市大井町2087番地の221

石福建設（株） 望月　克政 静岡市葵区山崎1-35-1

市川土木（株） 代表取締役　市川　聡康 静岡市駿河区東新田1丁目3番55号

（株）井出組 代表取締役　井出　勇次 富士市島田町2-115

（株）稲葉商店 代表取締役社長　稲葉　卓二 静岡市葵区長沼971-1

イハラ建成工業（株） 代表取締役社長　杉本　金市 静岡市清水区長崎69-1

臼幸産業（株） 代表取締役　土屋　隆一 駿東郡小山町藤曲109の1

（株）エコワーク 代表取締役社長　大河原　高広 島田市中溝町1703番地

遠藤建設（株） 代表取締役　遠藤　夏美 富士市蓼原54の7

大石建設（株） 代表取締役　大石　真也 榛原郡吉田町大幡2130

大石建設（株） 大石　富男 浜松市天竜区佐久間町大井2259番地

大河原建設（株） 代表取締役社長　朝倉　純夫 島田市向島町4532番地

（株）大川原製作所 代表取締役　大川原　行雄 榛原郡吉田町神戸1235

（株）大阪防水建設社　名古屋支店 支店長　三輪　忠史 名古屋市北区辻本通一丁目10-1

（株）大浜中村組 中村　勝利 掛川市浜野1385-3

（株）大林組　名古屋支店 常務執行役員支店長　村上　考司 名古屋市東区東桜1-10-19

大林道路（株）　中部支店 常務執行役員支店長　小原　信也 名古屋市中区丸の内二丁目18番25号　丸の内KSビル14階

小笠原マル曻（株） 代表取締役　京極　恒弘 浜松市北区初生町922番地の3

（株）岡本工務店 代表取締役　岡本　裕太 岡崎市伊賀町字南郷中67番地

（株）奥村組　名古屋支店 執行役員支店長　岩倉　正明 名古屋市中村区竹橋町29番8号

（株）オトワコーエイ 代表取締役　小島　一彦 沼津市柳沢492番地

（株）御前崎工務所 大澤　孝久 御前崎市御前崎3414

オーム電機（株） 代表取締役　戸塚　欣史郎 浜松市北区細江町中川7000-21

オリエンタル白石（株）　名古屋営業支店 支店長　中村　康幸 名古屋市中区栄二丁目3番6号

　社会保険加入促進宣言企業（静岡県）
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静岡県建設業社会保険加入推進地域会議

五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

　社会保険加入促進宣言企業（静岡県）

（株）ガイアート　中部支店 執行役員常務支店長　山本　正樹 名古屋市中川区露橋二丁目30番4号

海津建設（株） 代表取締役　山口　勝彦 名古屋市西区上名古屋四丁目17番26号

掛川土建（株） 平野　勝啓 掛川市上張410-1

加向建設（株） 渡會　武則 名古屋市中川区丸米町1丁目67番地

（株）カシワバラ・コーポレーション　名古屋営業所 営業所長　岩本　圭司 名古屋市中村区岩塚本通6-6　岩田名古屋ビル2F

鐘建工業（株） 代表取締役　浅野　友之 各務原市那加岩地町3丁目123番地

（株）川北電気 代表取締役　木俣　正行 掛川市葛川475番地の3

（株）川島組 代表取締役社長　川島　達也 掛川市二瀬川4番1号

（株）河西建設 代表取締役　河西　拓真 駿東郡長泉町東野字八分平50番地の7

汗管興業（株） 代表取締役社長　西ヶ谷　治 静岡市清水区三保3761

関特工業（株）　名古屋支店 松谷　理生 名古屋市中区丸の内一丁目14番24号

木内建設（株） 代表取締役　木内　藤男 静岡市駿河区国吉田1-7-37

岐建（株） 代表取締役社長　木村　志朗 大垣市西崎町2丁目46番地

（株）木﨑工業 木﨑　康弘 静岡市駿河区有東2丁目16-4

北川工業（株） 北川　雅弘 静岡市葵区上足洗2-11-53

北川ヒューテック（株）　中部支店 支店長　山田　幸雄 名古屋市中村区稲上町1丁目2番地

木村工業（株） 代表取締役　木村　光徳 名古屋市中区千代田五丁目20番3号-2

（株）金原カッター 金原　好宏 名古屋市中川区服部五丁目1015番地の1

窪田エンジニアズ（株） 代表取締役　窪田　俊昭 名古屋市千種区今池南1番22号

栗原建材産業（株） 代表取締役　栗原　裕之 島田市阪本1800番地

クリーンサービス（株） 代表取締役　久保田　真矢 沼津市西間門字神明169番地の1

（株）グロージオ 代表取締役社長　栗田　良久 島田市御仮屋町8863番地の1

ケミカルグラウト（株）　名古屋支店 取締役支店長　笠原　慎司 名古屋市中区新栄町2丁目3番地

公南建設（株） 南　典枝 静岡市清水区梅田町11-18

五光建設（株） 代表取締役　生子　弘行 静岡市葵区鷹匠3丁目8番9号

（株）小松建設 小松　實 富士宮市北山1908番地

五洋建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　山口　和彦 名古屋市中区栄一丁目2番7号

（株）薩川組 代表取締役　薩川　諭 静岡市清水区横砂南町14番1号

（株）佐藤建設 代表取締役　吉田　伸一郎 沼津市東椎路477番地

佐藤工業（株）　静岡営業所 山田　徳二 静岡市駿河区中田町1-15-21

（株）佐藤渡辺　中部支店 執行役員支店長　林　肇 名古屋市北区天道町3-15

佐野塗装（株） 代表取締役　佐野　範宜 静岡市駿河区中田1丁目1番20号

塩地総合開発（株） 代表取締役　塩地　善一 伊東市玖須美元和田715番地の377

静鉄建設（株） 代表取締役社長　栗場　昭男 静岡市葵区末広町93番地

システムナオ（株） 代表取締役　堀池　尚志 三島市中247番18

か行

さ行
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五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

　社会保険加入促進宣言企業（静岡県）

（株）シズデン 代表取締役　増田　洋健 静岡市駿河区曲金5-17-5

清水建設（株）　名古屋支店 常務執行役員支店長　谷口　寛明 名古屋市中区錦1丁目3番7号

（株）正興 代表取締役　宇佐美　良二 富士市厚原328-28

ショーボンド建設（株）　中部支社 中部支社長　島田　貴靖 名古屋市熱田区西野町2-70

（株）白鳥建設 代表取締役　白鳥　太郎 静岡市葵区梅ヶ島692番地の1

伸栄建設（株） 代表取締役　出雲　大俊 静岡市葵区慈悲尾67番地の1

（株）鈴恭組 鈴木　和男 磐田市寺谷新田33-1

鈴中工業（株） 代表取締役　鈴木　康仁 名古屋市中区丸の内一丁目9番7号

鈴与建設（株） 代表取締役社長　大石　泰明 静岡市清水区松原町5番17号

住電日立ケーブル（株）　中部支店 中村　暢幾 名古屋市中区丸の内3-5-10

須山建設（株） 取締役社長　須山　宏造 浜松市中区布橋二丁目6番1号

駿河工業（株） 代表取締役　大川内　利文 静岡市駿河区西脇661番地の1

西武建設（株）　静岡営業所 所長　諫山　孝之 三島市北沢97番地

（株）清谷商店 代表取締役社長　清谷　裕 沼津市大諏訪680-3

静和工業（株） 代表取締役　望月　元一 静岡市駿河区泉町3番15号

ソリックオートドア（株） 代表取締役　川崎　秀徳 静岡市駿河区池田1800番地3

第一建設（株） 市川　照 静岡市葵区清閑町14-27

大王電機（株） 代表取締役　磯谷　巌 静岡市葵区一番町15番地

大成建設（株）　名古屋支店 専務執行役員支店長　近藤　昭二 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

（株）大塗 代表取締役　濱村　友一 春日井市八幡町77番地4

大同工業（株） 堀口　武彦 伊東市広野4-4-19

（株）ダイナナ 代表取締役社長　内田　豪 三島市梅名371番地の2

（有）大宝建設 代表取締役　原川　静逸 島田市中河960番地の3

大有建設（株） 代表取締役　川中　喜雄 名古屋市中区金山五丁目14番2号

たか井建設（株） 高井　規行 静岡市葵区浅間町1丁目13

高橋電気工業（株） 高橋　義博 島田市向谷4-1006-1

瀧重機土木（株） 瀧　博史 静岡市葵区古庄3-2-2

（株）竹田工務所 佐藤　正明 静岡市駿河区下島213-5

（株）竹中土木　名古屋支店 執行役員支店長　森　治義 名古屋市中区錦二丁目2番13号

（株）タナカ通信電機工業 大場　一弘 岐阜市八ツ寺町1-3

（株）中電工　名古屋支社 支社長　河口　英朗 名古屋市昭和区鶴舞3-22-8

中部建材（株） 代表取締役　伊藤　力 弥富市三好4丁目15番地3

中部フローリング（株） 代表取締役　古田　英之 名古屋市西区こも原町182番地

土屋建設（株） 代表取締役　土屋　龍太郎 伊豆の国市三福386-1

（株）天竜アキヤマ 代表取締役社長　鈴木　明 浜松市天竜区山東2975-1

た行
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天龍土建工業（株） 代表取締役　長谷川　智彦 浜松市天竜区二俣町二俣1382番地の2

東亜建設工業（株）　名古屋支店 支店長　竹市　卓矢 名古屋市中区錦三丁目4番6号

東亜道路工業（株）　中部支社 常務執行役員支社長　松村　高志 名古屋市東区白壁一丁目45番地

東京設備（株） 山本　忠史 浜松市中区葵西3丁目1番37号

（株）トウネツ 代表取締役社長　望月　城也太 富士宮市外神東町16

東洋建設（株）　静岡営業所 所長　髙橋　健和 静岡市葵区伝馬町9-10

（株）東洋スタビ 代表取締役社長　宗宮　郷 揖斐郡大野町大字公郷3261番地1

常盤工業（株） 代表取締役　市川　浩透 浜松市中区新津町197番地

徳倉建設（株） 代表取締役社長　德倉　正晴 名古屋市中区錦三丁目13番5号

（株）鳶寺﨑組 代表取締役　寺﨑　英次 駿東郡清水町長沢252

内藤電機（株） 代表取締役　内藤　繁廣 岐阜市都通2丁目16番地

（株）長沢電機 代表取締役　長澤　大 田方郡函南町肥田411-1

中林建設（株） 森田　崇 三島市谷田字雪沢173-2

（株）中村組 取締役社長　中村　嘉宏 浜松市中区住吉五丁目22番1号

（株）中村組 代表取締役社長　井澤　省史 富士市田中新田275番地の12

夏目電気工業（株） 代表取締役　夏目　英明 静岡市清水区鳥坂95番地

南條工業（株） 代表取締役　南條　忠行 静岡市駿河区西脇1086-1

西松建設（株）　中部支店 支店長　伊藤　裕之 名古屋市東区泉二丁目27番14号

日興電気通信（株） 代表取締役　堀部　成信 浜松市北区大原町11番地

（株）ＮＩＰＰＯ　中部支店 中部支店長　福島　憲二 名古屋市中区錦1-19-24　名古屋第一ビル5階

日本道路（株）　中部支店 執行役員支店長　伊藤　馨 名古屋市中区松原三丁目15番19号

（株）庭萬 代表取締役社長　稲垣　和美 可児市羽崎147-1

（株）乃一 代表取締役　乃一　剛英 名古屋市昭和区円上町1番1号

（株）橋本組 橋本　勝策 焼津市栄町5-9-3

花菱建設（株） 代表取締役社長　住友　哲也 静岡市葵区西千代田町5番18号

（株）浜建 代表取締役　豊田　和壽 浜松市西区和地町5181番地の1

（株）ピア東海 代表取締役　末長　政行 静岡市葵区昭府1丁目15-8

日比谷総合設備（株） 　東海支店 上席執行役員支店長　遠藤　護 名古屋市東区東桜一丁目1番10号　アーバンネット名古屋ビル

平井工業（株） 代表取締役社長　平井　敏晃 静岡市葵区太田町33番地

平野建設（株） 代表取締役　平野　弘和 磐田市国府台63番地2

藤城建設（株） 代表取締役　藤城　匡昭 豊橋市花田町字中ノ坪11番地

（株）フジタ　名古屋支店 執行役員支店長　伏島　豊太 名古屋市中区新栄二丁目1番9号

フジテック（株） 代表取締役　小山　哲男 浜松市東区材木町918-2

（株）古川組　静岡支店 執行役員支店長　古川　勝 静岡市清水区村松41番地

（株）本間組　名古屋支店 支店長　前田　洋之 名古屋市中村区名駅5-3-8　旭ビル8F

な行
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前田建設工業（株）　中部支店　静岡営業所 所長　神藤　忠夫 静岡市葵区伝馬町24番2号

（株）牧野配管 代表取締役　牧野　共治 浜松市中区龍禅寺町357番地

松井建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　佐野　祥治 名古屋市中区栄五丁目28番12号　名古屋若宮ビル

マックストン（株） 代表取締役　佐藤　千枝子 富士市今泉3650番地の2

丸栄コンクリート工業（株） 代表取締役　棚橋　肇 羽島市福寿町間島1518

（株）三鈴エリー 布川　了 四日市市日永東3丁目8番13号

水谷建設（株） 代表取締役社長　堤　節夫 桑名市大字蛎塚新田328

水野工業（株） 代表取締役　宮ケ迫　忠興 瑞穂市祖父江伯母塚212

（株）宮本組　名古屋支店 取締役執行役員支店長　瀬村　和志 東海市中央町4丁目40番地

みらい建設工業（株）　中部支店 支店長　久木田　篤士 名古屋市中川区月島町6番1号

村本建設（株）　名古屋支店 支店長　荻野　潤 名古屋市中区丸の内三丁目19番12号

名工建設（株） 代表取締役社長　渡邉　清 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号　JRセントラルタワーズ34階

名東産業（株） 代表取締役　西久保　弘 春日井市下条町2丁目9-10

（株）森組　中部営業所 所長　大高　一幸 名古屋市中区丸の内3-5-28

矢作建設工業（株） 代表取締役　髙柳　充広 名古屋市東区葵三丁目19番7号

山岸建設（株） 山岸　豊 島田市志戸呂863-1

ヤマダインフラテクノス（株） 代表取締役　山田　博文 東海市名和町二番割中5番地の1

（株）山田組 代表取締役　岩塚　雄二 駿東郡長泉町下土狩88番地の1

山平建設（株） 山下　健介 浜松市中区中央2-8-16

寄神建設（株）　名古屋支店 支店長　佐々木　洋 名古屋市熱田区森後町8-27

（株）ＬＩＸＩＬ 支店長　山本　康博 名古屋市東区東桜1-4-16

隆一産業（株） 代表取締役　羽織　達哉 名古屋市中川区好本町2丁目90番地

りんかい日産建設（株）　名古屋支店 支店長　太田　佐登志 名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号　東海ビルディング

（株）林工組 代表取締役社長　伊藤　友輔 浜松市南区渡瀬町1000番地の1

ＹＫＫＡＰ（株）　名古屋ビル建材支店 江口　眞一 名古屋市中区栄2-11-32

若築建設（株）　河津作業所 飯野　智裕 賀茂郡河津町浜142-1

若築建設（株）　須走作業所 越智　聖剛 駿東郡小山町須走135-21　コリーヌS・文教ハイツC101

渡邊工業（株） 代表取締役　渡邊　康一 裾野市深良744番地

（以上168社）

ま行

や行

ら行

わ行
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あ行

（株）アイ・エヌ・ジー 青山　典生 桑名郡木曽岬町大字和泉279-1

（株）アイケーディ 代表取締役　池田　和司 津市広明町112番地の5

（株）アイテツ 清水　敬央 名古屋市守山区鳥羽見2-20-25

アイトム建設（株） 代表取締役　山下　晃 四日市市南浜田町4番1号

（有）アイワ工業 岩田　幸哉 一宮市木曽川町黒田六ノ通り105

青木あすなろ建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　藤井　宏 名古屋市中川区月島町6-1

あおみ建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　半場　哲也 名古屋市中区丸の内一丁目17番19号

朝日土木（株） 代表取締役　秦　純二 四日市市川原町32番1号

（株）東組 代表取締役　東　彰寿 尾鷲市倉ノ谷町2-7

（株）東産業 代表取締役社長　木室　浩一 四日市市野田一丁目8番38号

（株）アートテックエンジニア 代表取締役　久保　直也 津市島崎町135-6

安濃建設（株） 代表取締役　宇陀　清隆 津市安濃町草生4326-1

（有）アーム 中西　基人 度会郡玉城町蚊野2354-6

（株）新井組　名古屋支店 執行役員支店長　鑪ヶ﨑　謙 名古屋市東区筒井三丁目4番12号

荒川鉄工（株） 代表取締役　荒川　雅義 名古屋市中川区十一番町6丁目5番地の5

飯島鉄筋工業（株） 飯島　勉 名古屋市天白区中平1丁目707

イケダアクト（株） 代表取締役　田中　久司 鈴鹿市池田町櫛引1140

（株）石吉組 橋爪　吉生 志摩市阿児町鵜方1233

イシデンエンジニアリング（株） 代表取締役　松永　静夫 恵那市大井町2087番地の221

（有）磯部組 代表取締役　磯部　淳也 鈴鹿市稲生3-4-13

磯部建設工業（株） 代表取締役　平石　隆之 志摩市磯部町迫間72番地

（株）伊藤工務店 代表取締役　安田　健三 桑名市寿町三丁目47番地

（株）伊藤工務店 代表取締役　中村　哲也 伊勢市河崎1-11-4

（株）伊藤水道建設 伊藤　友章 桑名市大字小貝須2100

（有）いなべ創建 取締役　奥岡　みゑ子 いなべ市員弁町畑新田511

（株）井本組 井本　伊織 熊野市井戸町字中芝446-23

（株）イヤマトータルブリッジサポート 代表取締役　加藤　鈴 名古屋市緑区野末町1411番地

（株）岩田組 代表取締役　岩田　直哉 津市丸之内15-10

（株）上田新工業 代表取締役　上田　重幸 四日市市河原田町1620-1

上野ハウス（株） 代表取締役　奥井　実 伊賀市緑ケ丘南町2332番地

宇佐美工業（株） 代表取締役　宇佐美　友和 名古屋市南区柴田本通二丁目12番地1

宇野重工（株） 代表取締役社長　宇野　恭生 松阪市大津町1607番地の1

（株）エーエス設備工業 代表取締役　中村　秀宏 伊勢市通町42番地1

（株）榎本組 代表取締役　榎本　和也 尾鷲市賀田町547番地3

社会保険加入促進宣言企業（三重県）
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三重県建設業社会保険加入推進地域会議

五十音順（平成３０年１２月末現在）
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社会保険加入促進宣言企業（三重県）

（有）大久保工務店 大久保　吉浩 尾張旭市大塚町3-6-11

（株）大阪防水建設社　名古屋支店 支店長　三輪　忠史 名古屋市北区辻本通一丁目10-1

大西建設工業（有） 代表取締役　大西　善和 志摩市浜島町南張1737番地

（株）大林組　名古屋支店 常務執行役員支店長　村上　考司 名古屋市東区東桜1-10-19

大林道路（株）　中部支店 常務執行役員支店長　小原　信也 名古屋市中区丸の内二丁目18番25号　丸の内KSビル14階

（株）岡興産 岡　巌 いなべ市藤原町下野尻86

（有）岡権組 代表取締役　岡　銀次郎 志摩市大王町波切1055番地

岡田工業（株） 代表取締役　岡田　良太 四日市市日永東3-2-39

（株）岡本工務店 代表取締役　岡本　裕太 岡崎市伊賀町字南郷中67番地

奥岡建設工業（株） 代表取締役　奥岡　司朗 いなべ市員弁町畑新田560-1

（株）奥村組　名古屋支店 執行役員支店長　岩倉　正明 名古屋市中村区竹橋町29番8号

（株）奥村産業 奥村　正義 鈴鹿市椿一宮町1612

オリエンタル白石（株）　名古屋営業支店 支店長　中村　康幸 名古屋市中区栄二丁目3番6号

（株）ガイアート　中部支店 執行役員常務支店長　山本　正樹 名古屋市中川区露橋二丁目30番4号

海津建設（株） 代表取締役　山口　勝彦 名古屋市西区上名古屋四丁目17番26号

（株）カキトー 代表取締役　伊藤　明人 桑名市中央町2丁目39番地

加向建設（株） 渡會　武則 名古屋市中川区丸米町1丁目67番地

（株）カシワバラ・コーポレーション　名古屋営業所 営業所長　岩本　圭司 名古屋市中村区岩塚本通6-6　岩田名古屋ビル2F

（有）カツマタ 勝又　ひとみ 伊勢市小俣町明野1636

鐘建工業（株） 代表取締役　浅野　友之 各務原市那加岩地町3丁目123番地

（株）亀川組 亀川　稔 鳥羽市安楽島町1412番地17

（株）川瀬組 川瀬　嘉洋 羽島市小熊町4-595

（株）河村産業所　三重支店 支店長　福島　英文 三重郡川越町大字高松字乾211

（株）カンキョー 原田　浩伸 津市住吉町1-10

関特工業（株）　名古屋支店 松谷　理生 名古屋市中区丸の内一丁目14番24号

岐建（株） 代表取締役社長　木村　志朗 大垣市西崎町2丁目46番地

北川ヒューテック（株）　中部支店 支店長　山田　幸雄 名古屋市中村区稲上町1丁目2番地

（株）北村組 取締役社長　北村　浩文 松阪市中央町306番地の1

（株）紀南組 代表取締役　南　重喜 尾鷲市大字向井468番地2

木村工業（株） 代表取締役　木村　光徳 名古屋市中区千代田五丁目20番3号-2

（株）金原カッター 金原　好宏 名古屋市中川区服部五丁目1015番地の1

（株）久志本組 代表取締役社長　清水　良保 四日市市大字羽津乙935-5

窪田エンジニアズ（株） 代表取締役　窪田　俊昭 名古屋市千種区今池南1番22号

桑名電気産業（株） 代表取締役　伊藤　弘幸 桑名市大字大福字寺跡442番地

か行
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ケミカルグラウト（株）　名古屋支店 取締役支店長　笠原　慎司 名古屋市中区新栄町2丁目3番地

（株）巧建社 代表取締役　西塚　彰彦 員弁郡東員町大字穴太1958番地の1

（株）五味建設 代表取締役　森本　慶太 北牟婁郡紀北町便ノ山539番地4

五洋建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　山口　和彦 名古屋市中区栄一丁目2番7号

（株）西城組 代表取締役　田端　泰夫 鈴鹿市若松西二丁目13番12号

（株）斉藤組 代表取締役　齋藤　義晃 桑名市大字桑名269番地1

（株）佐野組 代表取締役　佐野　耕一 鈴鹿市神戸七丁目11番2号

佐野塗装（株） 代表取締役　佐野　範宜 静岡市駿河区中田1丁目1番20号

（株）佐和組 田中　尚登 鈴鹿市東庄内町4338-10

三愛建設（株） 代表取締役　北澤　嗣夫 鈴鹿市桜島町二丁目15番地の8

三幸土木（株） 代表取締役社長　木下　力哉 日進市北新町北鶯91番地5

三和建工（株） 代表取締役　渡部　和彦 四日市市東富田町2番17号

（株）塩谷組 代表取締役　村田　和隆 北牟婁郡紀北町相賀299-1

七宝建設（株） 代表取締役　川口　義文 尾鷲市野地町12番31号

清水建設（株）　名古屋支店 常務執行役員支店長　谷口　寛明 名古屋市中区錦1丁目3番7号

下建設（株） 桑原　卓 伊勢市小俣町元町689

（株）住生活研究所 深澤　哲明 桑名市新西方7-12

ショーボンド建設（株）　中部支社 中部支社長　島田　貴靖 名古屋市熱田区西野町2-70

白川建設（株） 代表取締役　服部　清 亀山市田村町1995-31

信藤建設（株） 代表取締役　伊藤　秀樹 四日市市川合町2番地

新陽工業（株） 代表取締役　新井　政智 四日市市大字塩浜4101番地の5

須賀（株） 代表取締役　岡田　達也 鈴鹿市須賀二丁目517番地の1

（株）杉本組 代表取締役　杉本　弘次 四日市市石原町1番地

勢州建設（株） 伊藤　隨 鈴鹿市西条三丁目7-22

西武建設（株）　名古屋支店 支店長　久保　考 名古屋市中村区名駅2-28-3

石鈴産業（株） 代表取締役　若林　太郎 鈴鹿市甲斐町81-1

（株）創栄 代表取締役　岩田　陽一郎 名古屋市天白区原四丁目1509番地

大成建設（株）　名古屋支店 専務執行役員支店長　近藤　昭二 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

（株）大塗 代表取締役　濱村　友一 春日井市八幡町77番地4

大有建設（株） 代表取締役　川中　喜雄 名古屋市中区金山五丁目14番2号

ダイワ空調設備（株） 代表取締役　田辺　元幸 津市島崎町248番地

高砂建設（株） 梅田　次男 四日市市高砂町8-29

高野興業（株） 髙野　泰宏 桑名市長島町葭ヶ須243番地の1

（有）高宮電計 代表取締役　田中　武 鈴鹿市三日市町1649-1

さ行

た行
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社会保険加入促進宣言企業（三重県）

（株）竹田建設 竹田　勝 北牟婁郡紀北町上里128

（株）竹中土木　名古屋支店 執行役員支店長　森　治義 名古屋市中区錦二丁目2番13号

（株）タナカ通信電機工業 大場　一弘 岐阜市八ツ寺町1-3

（株）田村組 田村　充宏 松阪市五反田町一丁目1293番地1

（株）中央鐵骨 代表取締役　玉木　信介 四日市市黄金町47番地

（株）中電工　名古屋支社 支社長　河口　英朗 名古屋市昭和区鶴舞3-22-8

中部建材（株） 代表取締役　伊藤　力 弥富市三好4丁目15番地3

中部フローリング（株） 代表取締役　古田　英之 名古屋市西区こも原町182番地

（株）千代田組　中部支店 支店長　島田　吉明 名古屋市中区錦一丁目13番26号

（株）土屋建設 代表取締役　土屋　忠 多気郡明和町行部597番地5

（株）東亜機工 代表取締役　水谷　彰宏 桑名市大福513-1

東亜建設工業（株）　名古屋支店 支店長　竹市　卓矢 名古屋市中区錦三丁目4番6号

東亜道路工業（株）　中部支社 常務執行役員支社長　松村　高志 名古屋市東区白壁一丁目45番地

東海土建（株） 代表取締役社長　橋本　正治 津市西丸之内2番15号

東進産業（株） 代表取締役　山口　裕 津市大里睦合町2597番地

東邦地水（株） 代表取締役社長　伊藤　重和 四日市市東新町2-23

（株）東洋スタビ 代表取締役社長　宗宮　郷 揖斐郡大野町大字公郷3261番地1

（株）東洋特殊化学 松浦　正義 北名古屋市久地野牧野45

（株）トーエネック　三重支店 執行役員支店長　池山　竜夫 津市桜橋2-177-1

徳倉建設（株） 代表取締役社長　德倉　正晴 名古屋市中区錦三丁目13番5号

内藤電機（株） 代表取締役　内藤　繁廣 岐阜市都通2丁目16番地

（有）長井建設 長井　正 北牟婁郡紀北町東長島995番地1

中井土木（株） 代表取締役　中井　俊彦 松阪市鎌田町274-4

（株）中村組 代表取締役　中村　利一郎 四日市市あかつき台二丁目1番地の192

中村土建（株） 代表取締役　郷内　吉貴 松阪市垣鼻町756

夏目電気工業（株） 代表取締役　夏目　英明 静岡市清水区鳥坂95番地

生川建設（株） 代表取締役　生川　正洋 四日市市中浜田町1-10

西松建設（株）　中部支店 支店長　伊藤　裕之 名古屋市東区泉二丁目27番14号

（株）ＮＩＰＰＯ　中部支店 中部支店長　福島　憲二 名古屋市中区錦1-19-24　名古屋第一ビル5階

日本コンクリート工業（株）　名古屋支店 支店長　山火　勝雄 名古屋市中村区名駅南一丁目11番5号

日本電設工業（株）　中部支店 支店長　加藤　大蔵 名古屋市中村区佐古前町9-2

日本道路（株）　中部支店 執行役員支店長　伊藤　馨 名古屋市中区松原三丁目15番19号

（株）日本総合施設 里中　俊雄 四日市市川島町6612-2

日本土建（株） 田村　頼一 津市大倉19-1

な行
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三重県建設業社会保険加入推進地域会議

五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

社会保険加入促進宣言企業（三重県）

日本土木工業（株） 代表取締役　中野　周一 南牟婁郡御浜町大字引作141-52

（株）庭萬 代表取締役社長　稲垣　和美 可児市羽崎147-1

（株）乃一 代表取締役　乃一　剛英 名古屋市昭和区円上町1番1号

橋本建設（株） 代表取締役　橋本　茂 桑名市長島町押付字三番縄41番地3

（有）早川業務店 早川　修 桑名市長島町福豊935

（株）日舘建設 代表取締役　舘　利江子 鈴鹿市西条5丁目7番地

（株）平野組 代表取締役　平野　金人 北牟婁郡紀北町島原1009

（株）フジタ　名古屋支店 執行役員支店長　伏島　豊太 名古屋市中区新栄二丁目1番9号

（株）藤谷建設 代表取締役　藤谷　文彦 津市庄田町583番地1

富士電設（株） 代表取締役　川合　淳 四日市市海山道町1丁目56番地

（株）舟橋塗装店 代表取締役　舟橋　道春 名古屋市北区水切町6丁目110番地

堀田建設（株） 代表取締役　堀田　誠 亀山市東御幸町233番地3

（株）堀池組 代表取締役社長　堀池　和茂 伊賀市下神戸356番地

（株）堀崎組 西岡　眞 伊勢市竹ケ鼻町206番地

（株）本間組　名古屋支店 支店長　前田　洋之 名古屋市中村区名駅5-3-8　旭ビル8F

（株）前田組 前田　哲 伊勢市宇治浦田3丁目17-34

前田建設工業（株）　中部支店　三重営業所 所長　水野　裕史 津市栄町1丁目864番

松井建設（株）　名古屋支店 執行役員支店長　佐野　祥治 名古屋市中区栄五丁目28番12号　名古屋若宮ビル

松岡建設（株） 代表取締役社長　松岡　伸年 三重郡川越町大字亀崎新田５１－１

（株）Ｍａｔｓｕｄａ 代表取締役　松田　健一 津市半田572番地4

（株）松本組 松本　くみ子 松阪市嬉野町1445-2

（株）丸栄建設 代表取締役　菊山　賢二 名張市松崎町1440番地1

丸栄コンクリート工業（株） 代表取締役　棚橋　肇 羽島市福寿町間島1518

丸亀産業（株） 竹上　亀代司 松阪市高町450-1

（株）マルコオ・ポーロ化工 代表取締役　黒田　洪二 豊田市金谷町4丁目50番地

丸文工業（株） 代表取締役　西尾　亮 志摩市阿児町鵜方1173番地1

三重農林建設（株） 伊達　清信 津市一身田中野275-1

（株）三鈴エリー 布川　了 四日市市日永東3丁目8番13号

水谷建設（株） 代表取締役社長　堤　節夫 桑名市大字蛎塚新田328

水野工業（株） 代表取締役　宮ケ迫　忠興 瑞穂市祖父江伯母塚212

三舞建設（株） 代表取締役　下　悦男 鈴鹿市秋永町2017番地

宮崎建設工業（株） 宮崎　正司 鳥羽市安楽島町1222番地20

（株）宮本組　名古屋支店 取締役執行役員支店長　瀬村　和志 東海市中央町4丁目40番地

みらい建設工業（株）　中部支店 支店長　久木田　篤士 名古屋市中川区月島町6番1号

ま行

は行
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三重県建設業社会保険加入推進地域会議

五十音順（平成３０年１２月末現在）

会　社　名 代　表　者　名 所　在　地

社会保険加入促進宣言企業（三重県）

村本建設（株）　三重営業所 所長　廣岡　隆寿 津市栄町3-269

名工建設（株） 代表取締役社長　渡邉　清 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号　JRセントラルタワーズ34階

名東産業（株） 代表取締役　西久保　弘 春日井市下条町2丁目9-10

（株）森組　中部営業所 所長　大高　一幸 名古屋市中区丸の内3-5-28

森崎建設（株） 代表取締役　森崎　誠二 四日市市東新町4-17

矢作建設工業（株） 代表取締役　髙柳　充広 名古屋市東区葵三丁目19番7号

山岸建設（株） 代表取締役　山岸　敬一 北牟婁郡紀北町長島1916番地13

（株）山下組 代表取締役　山下　信康 志摩市志摩町和具799-2

（株）山野建設 代表取締役　山野　稔 伊勢市浦口4丁目1番11号

ユウテック（株） 有城　功徑 南牟婁郡紀宝町井田2404-13

（株）米倉建設 代表取締役　米倉　巧治 亀山市和田町6番地

寄神建設（株）　名古屋支店 支店長　佐々木　洋 名古屋市熱田区森後町8-27

（株）ＬＩＸＩＬ 支店長　山本　康博 名古屋市東区東桜1-4-16

隆一産業（株） 代表取締役　羽織　達哉 名古屋市中川区好本町2丁目90番地

りんかい日産建設（株）　名古屋支店 支店長　太田　佐登志 名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号　東海ビルディング

ＹＫＫＡＰ（株）　名古屋ビル建材支店 江口　眞一 名古屋市中区栄2-11-32

和興舗道（株） 代表取締役　和田　晴男 伊賀市川合3543番地

（以上187社）

や行

ら行

わ行
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「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」 

 

【元請企業】 

１．工事を受注する際には施工に携わる作業員に係る法定福利費を適切に考慮

し、ダンピング受注をしないこと 

２．下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険に加入している

ことを確認すること 

３．施工する現場に携わる下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な

保険に加入させることを求め、作業員が適切な保険に加入していることを確

認すること 

４．下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の普及に努め、下

請指導ガイドラインに基づいた指導を行うこと 

５．下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を促し、法定福

利費相当額を適切に見込んだ金額で契約すること 

 

【下請企業】 

６．工事を受注する際には必要な法定福利費の額を適切に積算して法定福利費

を内訳明示した見積書を提出し、ダンピング受注をしないこと 

７．労働者である社員と請負関係にある者を明確に区別し、雇用する社員につ

いては、法令に従って必要な保険に加入させること 

８．（再下請に出す場合）下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な

保険に加入していることを確認すること 

９．（再下請に出す場合）下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な保

険に加入させることを求めること 

１０．（再下請に出す場合）下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい

知識の普及に努め、下請指導ガイドラインに基づいた指導を行うこと 

１１．（再下請に出す場合）下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書

の活用を促し、法定福利費相当額を適切に見込んだ金額で契約すること 

 

 

 ※愛知県、岐阜県、静岡県、三重県ともに同じ内容で採択。 

kurimoto-m85aa
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「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」 

【元請企業】 

１．工事を受注する際には施工に携わる作業員に係る法定福利費を適切に考慮し、ダ

ンピング受注をしないこと 

２．下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険に加入していることを

確認すること 

３．施工する現場に携わる下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な保険に

加入させることを求め、作業員が適切な保険に加入していることを確認すること 

４．下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の普及に努め、下請指導

ガイドラインに基づいた指導を行うこと 

５．下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を促し、法定福利費相

当額を適切に見込んだ金額で契約すること 

【下請企業】 

６．工事を受注する際には必要な法定福利費の額を適切に積算して法定福利費を内訳

明示した見積書を提出し、ダンピング受注をしないこと 

７．労働者である社員と請負関係にある者を明確に区別し、雇用する社員については、

法令に従って必要な保険に加入させること 

８．（再下請に出す場合）下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険に

加入していることを確認すること 

９．（再下請に出す場合）下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な保険に加

入させることを求めること 

１０．（再下請に出す場合）下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の

普及に努め、下請指導ガイドラインに基づいた指導を行うこと 

１１．（再下請に出す場合）下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用

を促し、法定福利費相当額を適切に見込んだ金額で契約すること 

 

当社は、愛知県、岐阜県、静岡県、三重県の建設業社会保険加入推進地域会議におい

て採択された、「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」を遵守すること

を宣言します。 

平成  年  月  日 

 会 社 名                            

 代表者名                            

 所 在 地                                                        

○該当する県にレ点を入れて下さい。※複数選択可 
愛知県、岐阜県、静岡県、三重県内に拠点を置く建設企業又は愛知県、岐阜県、静岡県、三重県内での 
施工実績を有する建設企業（個人事業主を含む） 

愛知県 □    岐阜県 □    静岡県 □    三重県 □ 
○別途、企業名記載の PR ポスターの配布をご希望の場合はレ点を入れて下さい。 

→希望する □ 
 

＜送付先＞建設業社会保険加入推進地域会議事務局（中部地方整備局 建政部 建設産業課） 

       F A X：０５２－９５３－８６０６  
 

 ※お問合せは、事務局（TEL：０５２－９５３－８５７２）までお願いします。 

kurimoto-m85aa
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