
「社会保険加入促進宣言企業」の公表 

 

 建設業における社会保険加入対策にあたり、地域レベルでその取組の定着とさらなる促進の徹底を図

ることを目的とし、平成 30 年 7月24日富山県、同年 7月30日新潟県、平成 31 年 2月14日石川県におい

て、「建設業社会保険加入推進地域会議」を開催しました。会議において「社会保険加入を進めるにあた

って守るべき行動基準」を採択し、「行動基準」の遵守を宣言する建設企業の募集を行っております。 

 今般、令和３年８月３１日時点での宣言企業のリストを取りまとめましたので、公表いたします。 

 

※ 各県ともに会議開催翌日より宣言企業を募集しており、以下のＵＲＬに各県の宣言企業のリスト等を掲載しております。 

富山県：http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/ninaite/toyama.html 

新潟県：http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/ninaite/niigata.html 

石川県：http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/ninaite/ishikawa.html 

 

■■■「社会保険加入促進宣言企業」の募集■■■ 

１．対象者：富山県・新潟県・石川県での宣言企業を引き続き募集しております。 

「各県内に本店、営業所等を置く建設企業」又は「各県内での施工実績を有する建設企業」 

  ※法人、個人は問いません。 ※建設業関係団体への加盟、非加盟も問いません。 

２．申 込： 別紙、「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」に必要事項を記載      

のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください。上記ＵＲＬから申込用紙をダウンロードできます。なお、申

込期限を設けておらず、宣言企業を随時募集しております。 

３．その他： 募集頂いた企業様は、「社会保険加入促進宣言企業」として、北陸地方整備局及び各県

のホームページ上で、企業名、代表者名、所在地の公表しております。 

また、募集頂いた企業様には、対外的にＰＲできるようなステッカー等を配布することにより、地域

において社会保険加入対策に積極的に取り組みを支援致します。 

【問い合わせ先】 

    国土交通省 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 特定転貸事業適正化係   TEL 025-370-6571 

http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/ninaite/toyama.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/ninaite/niigata.html
http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/ninaite/ishikawa.html


令和3年8月31日時点

No. 企業名 代表者 所在地

1 (株)アイペック 代表取締役　東出　悦子 富山市上野新町5-4

2 青木あすなろ建設（株）　北陸支店 支店長　安齋　忠俊 新潟市中央区医学町通2番町10-1　ダイアパレス医学町

3 朝野工業(株) 代表取締役社長　朝野　智之 魚津市本新町27番5号

4 朝日建設(株) 代表取締役　林　和夫 富山市安住町7番12号

5 旭鉄筋(株) 代表取締役　井本　秀治 富山市水橋開発277番地の11　富山三郷企業団地内

6 (株)飛鳥ガーデン 代表取締役　伊藤　志朗 富山市茶屋町103

7 東工業(株) 代表取締役　東　秀佳 氷見市柳田1255-4

8 安達建設(株) 代表取締役　安達　正彦 南砺市野田425番地7号

9 （株）池原谷組 代表取締役　池原谷　幸志郎 魚津市吉島1022

10 （株）今村組 代表取締役　今村　健 小矢部市石名田200番地の1

11 射水建設興業(株) 代表取締役社長　夏野　公秀 高岡市本丸町67番地

12 梅本建設工業(株) 代表取締役　梅本　大輔 南砺市野尻665

13 大浦電気土木（株） 代表取締役　坂下　和広 滑川市東金屋107-1

14 大高建設(株) 代表取締役社長　大橋　聡司 黒部市宇奈月温泉633-1

15 大西建設工業(株) 代表取締役　大西　竜市 富山県中新川郡上市町旭町３０

16 (株)大林組　北陸支店 執行役員支店長　佐藤　公彦 新潟市中央区東大通2-3-28

17 (株)岡部 代表取締役社長　岡部　竜一 南砺市祖山39

18 （株）開進堂 代表取締役　山崎　義行 高岡市問屋町11番地

19 角地建設（株） 代表取締役　角地　久和 富山市下新北町5番32号

20 (株)かな和工業 代表取締役　吉田　行男 富山県南砺市竹林137-1

21 （株）河口組 代表取締役　河口　俊昭 魚津市出450-3

22 川田建設(株)　北陸支店 執行役員支店長　田上　弘玄 南砺市苗島4760番地

23 川原工業（株） 取締役社長　川原　和明 射水市上条357番地の1

24 神成(株) 代表取締役　杉下　洋一 富山市婦中町鵜坂138-1

25 北尾工業(株) 代表取締役　北尾　知大 富山市八尾町西町1053番地

26 （株）北川電機商会 代表取締役　北川　智之 南砺市やかた61番地

27 （株）北日本通信工業 代表取締役　下村　照夫 高岡市笹川3204-1

28 (有)共栄産業 代表取締役　秋田　浩志 富山市上大久保30番地の1

29 共和土木(株) 代表取締役社長　髙村　克宏 黒部市荒俣1600番地

30 (株)久郷一樹園 代表取締役　久郷　慎治 富山市丸の内3-2-6

31 (株)クリオス 代表取締役　浦上　寛人 高岡市姫野525番地10

32 （株）黒部重機 代表取締役社長　助田　敏憲 黒部市沓掛4359番地の2

33 交通企画(株) 代表取締役社長　内藤　眞介 富山市今泉西部町3番20

34 （株）五常 代表取締役　紅粉　一彦 黒部市堀切1658-11

35 寿電設(株) 代表取締役　高田　一徳 富山市向新庄4丁目1番25号

36 此川建設(株) 代表取締役社長　此川　勝二 黒部市宇奈月町下立852-1

37 小林建設(株) 代表取締役　小林　奨 富山市水橋辻ヶ堂2170

38 （株）斉藤組 代表取締役社長　斉藤　武幸 南砺市岩屋445番地

39 酒井建設（株） 取締役社長　酒井　健吉 中新川郡上市町下経田226

40 桜井建設(株) 代表取締役　大愛　富美子 黒部市新町1番地
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41 笹嶋工業(株) 代表取締役社長　笹嶋　明人 南砺市三ツ屋28番地

42 佐藤工業(株)　北陸支店 常務執行役員支店長　金子　政史 富山市桜木町1-11

43 三興土木(株) 代表取締役　久保　俊介 氷見市上田子204-1

44 (株)サンテック 代表取締役　高田　大介 富山県射水市小島21-10 

45 三和ボーリング(株) 代表取締役　湯川　雅昭 富山市堀川町464-2

46 島田工業(株) 代表取締役　島田　睦子 中新川郡上市町鍵町61番地

47 清水建設（株）　北陸支店 執行役員支店長　齊藤　武文 金沢市玉川町5-15

48 上下興業(有) 代表取締役　上下　勝規 高岡市福岡町矢部795-12

49 常南工業(株) 代表取締役　森元　清隆 富山市馬瀬口868番地

50 称名土木(株) 代表取締役　野澤　竜太郎 中新川郡立山町辻17番地

51 昭和建設（株） 代表取締役　開　章夫 高岡市広小路6番1号

52 新栄建設(株) 代表取締役社長　高平　公輔 中新川郡立山町大清水18番

53 (株)新栄電設 取締役社長　折橋　繁治 富山市秋吉37番地の2

54 (株)新興 代表取締役　柳田　泉章 黒部市若栗302-1

55 （有）シンワ電工 代表取締役　藤田　淳一 富山市水橋開発456-3

56 鈴木工業（株） 代表取締役社長　嘉藤　肇 富山市総曲輪四丁目11番1号

57 住澤塗装工業（株） 代表取締役社長　住澤　壮吉 富山市萩原72番地1

58 （株）誠和工務店 代表取締役会長　牧野　賢司 高岡市蓮花寺138-5

59 (株)関口組 代表取締役　関口　雄介 魚津市港町7番8号

60 千田建設(株) 代表取締役　千田　智子 魚津市大字大光寺町2511番地

61 (有)大開工業 代表取締役　小杉　幹雄 高岡市伏木古府1丁目11-8

62 （有）大喜建設 代表取締役　澤﨑　誠 魚津市六郎丸694-3

63 大成建設（株）　北信越支店 執行役員支店長　西岡　巌 新潟市中央区八千代1丁目4番16号

64 (株)大成和 代表取締役　干塲　正経 氷見市阿尾650番地4

65 大日本土木(株)　北陸支店 支店長　立道　孝司 富山市黒瀬298-1

66 高尾建設(株) 代表取締役　高尾　道明 富山市本宮1073番地

67 (株)高田組 代表取締役　高田　均 富山市宝町一丁目1番7号

68 髙田建設(株) 代表取締役　髙田　実 射水市土合1490番地

69 田組(株) 代表取締役　田組　ひと美 高岡市能町910-9

70 (株)タケウチ工業 代表取締役　竹内　誠 射水市作道268番地

71 竹沢建設(株) 代表取締役　竹澤　由之 射水市寺塚原836番地3

72 立花冷設（株） 代表取締役　立花　武一 富山市上冨居2丁目28番36号

73 (株)谷村電機工業 代表取締役　谷村　賢治 南砺市荒木5515-1

74 （有）田畠建設運輸 代表取締役　田畠　辰信 富山県射水市広上2000番地22

75 中越興業(株) 代表取締役社長　山下　博 南砺市野口800番地

76 中越産業（株） 代表取締役　樋口　博彦 南砺市福野775番地

77 つくばね建設(株) 代表取締役社長　谷口　治作 南砺市林道268

78 辻建設(株) 代表取締役社長　辻　明信 富山市内幸町6番1号

79 鉄建建設（株）　富山営業所 所長　上田　誠 富山市下新本町6-24

80 東亜建設工業（株）　北陸支店 支店長　日野　雅博 新潟市中央区天神1-17-1
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81 (株)東城 代表取締役　吉田　信一郎 魚津市六郎丸2935番地

82 東武建設(株) 代表取締役　密山　宏明 富山市新根塚町1-2-8

83 道路技術サービス(株) 代表取締役　山本　光夫 射水市橋下条527

84 道路施設（株） 代表取締役　加藤　慎章 富山市吉岡663

85 得能建設工業(株) 代表取締役　得能　年久 富山県南砺市荒木1429

86 砺波工業(株) 代表取締役社長　上田　信和 砺波市中央町3番21号

87 富山達観建設(株) 代表取締役　広瀬　達哉 魚津市観音堂1648-1

88 富山データー機器サービス(株) 代表取締役　桑山　知子 富山市八町5542

89 富山ホクリョー(株) 代表取締役　馬郡　正秀 富山市願海寺520-3

90 中川運輸(株) 代表取締役　中川　宗佳 魚津市宮津234番地

91 (株)中曽根造園 代表取締役　中曽根　勝人 富山市下冨居一丁目7番6号

92 長田建設(株) 代表取締役　長田　圭輔 魚津市黒谷364

93 （有）永山建築板金 代表取締役　永山　與作 小矢部市和沢227

94 (株)夏見 代表取締役　夏見　久志 高岡市戸出町3-5-10

95 (株)ニシザワ 代表取締役　西澤　誠 富山県富山市下大久保３００

96 西村工業（株） 代表取締役　西村　博邦 高岡市野村430

97 西森電気(株) 代表取締役社長　西森　祐一 高岡市野村1381-1

98 日特建設（株）富山営業所 所長　越野　慶治 富山市向新庄町8-4-50

99 日本海電業（株） 代表取締役　若林　健嗣 富山市手屋3丁目8番33号

100 日本海建興(株) 代表取締役　灰谷　久登 富山市牛島町24番6号

101 日本電設工業(株)　大阪支店 執行役員支店長　岡　正宏 大阪市淀川区三国本町2丁目1番3号

102 根尾建設(株) 代表取締役　根尾　由和 砺波市矢木362

103 野原建設(株) 代表取締役　野原　一司 南砺市利賀村上百瀬165

104 （株）ＮＯＭＵＫＥＮ 代表取締役　野村　康幸 黒部市宇奈月町音澤346番地の1

105 畠山工業（株） 代表取締役　畠山　明 魚津市吉島二丁目2番5号

106 林建設(株) 代表取締役　林　茂 富山市二口町2丁目6番12

107 （株）林土木 代表取締役　吉澤　正博 富山市桜町二丁目3番3号

108 (株)飯作組 代表取締役　沼田　眞保 下新川郡入善町五十里250

109 瞳土建工業(株) 代表取締役　田組　ひと美 氷見市惣領1456

110 氷見土建工業(株) 代表取締役　谷口　聖雄 氷見市窪1145番地2

111 廣川建設工業(株) 代表取締役　廣川　範樹 下新川郡入善町古黒部3124番地

112 (株)福光組 代表取締役　渡邊　秀一 南砺市福光1411-5

113 (株)藤井組 代表取締役社長　藤井　秀之 南砺市坪野192

114 藤川建設(株) 代表取締役　藤川　幸造 富山市松浦町5番33号

115 フジサワ電機(株) 代表取締役　藤澤　弘 高岡市熊野町1-35

116 藤田石装（株） 代表取締役　藤田　秀樹 富山市三郷5番地

117 (株)婦中興業 代表取締役社長　竹内　茂 富山市婦中町速星478番地

118 （株）府録組 代表取締役　府録　弘之 小矢部市津沢642番地

119 分家工業(株) 代表取締役　分家　一嘉 射水市新片町2-7-1

120 (株)朴木工業 代表取締役　朴木　修侍 射水市宮袋196
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121 北陸機材(株) 代表取締役社長　川本　元充 富山市綾田町1丁目6番22号

122 (株)北陸建材社 代表取締役社長　立野井　亮 射水市赤井123番地

123 北陸電気工事（株） 代表取締役　矢野　茂 富山市小中269番

124 北陸ハイウェイ建設(株) 代表取締役　山本　吉弘 砺波市鷹栖373番地の1

125 (有)北陸緑化 代表取締役　水島　哲朗 魚津市釈迦堂1-13-1

126 (株)干場建設 代表取締役　干場　正博 氷見市稲積299-1

127 前田建設(株) 代表取締役社長　前田　康夫 富山市安住町7番14号

128 前田建設工業(株)　北陸支店 支店長　東福　忠彦 富山市牛島町18番7号　アーバンプレイス

129 (有)枡形開発 代表取締役　谷島　誠 氷見市稲積192-20

130 松本建設(株) 代表取締役社長　松本　誠一 砺波市千保297

131 （株）丸岡産業 代表取締役　岡田　正敏 富山市窪新町8番26号

132 丸昇建設(株) 代表取締役　向川　博之 富山市安養寺1215

133 丸新志鷹建設(株) 代表取締役社長　志鷹　新樹 中新川郡立山芦峅寺49

134 (株)丸泉 代表取締役　石崎　功 南砺市和泉190-1

135 水新建設(株) 代表取締役　水野　幸裕 富山市笹津1区139-1

136 南電気工事(株) 代表取締役　南　和彦 富山市奥田本町8番44号

137 (株)宮木建設 代表取締役社長　宮木　一夫 砺波市五郎丸1060-3

138 (株)村尾地研 代表取締役　村尾　英彦 富山市塚原150

139 (株)森組 代表取締役　森　雄一 南砺市荒木505-1

140 (株)山崎組 代表取締役　山崎　泉 砺波市東保175番地

141 ユウホー設備(株) 代表取締役　窪田　裕志 魚津市釈迦堂1丁目11番20号

142 (株)陽光興産 代表取締役　赤尾　固 富山市萩原425番地の1

143 吉崎電設(株) 代表取締役　吉崎　剛 魚津市本新町5-6

144 原建設(株) 代表取締役　松岡　直樹 下新川郡入善町上野11747番地

145 (株)和田鉄工建設 代表取締役社長　和田　英世 高岡市出来田14番地
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No. 企業名 代表者 所在地

1 アイサワ工業(株)　新潟営業所 所長　金子　昌弘 新潟市中央区学校町通2番町5293番地

2 青木あすなろ建設（株）　北陸支店 支店長　安齋　忠俊 新潟市中央区医学町通2番町10-1　ダイアパレス医学町

3 あおみ建設(株)　北陸支店 支店長　小倉　真 新潟市中央区東大通2丁目2番18号

4 昱工業(株) 代表取締役　中川　崇 新潟市西区流通センター二丁目2番地3

5 (株)曙建設 代表取締役　田尻　正敏 長岡市干場2丁目17番9号

6 (株)アステック 代表取締役　伊藤　潔 新潟市江南区亀田工業団地1-1-11

7 安達建設興業(株) 代表取締役社長　安達　公明 新潟市南区白根日の出町6番25号

8 アルファ建設(株) 代表取締役社長　河内　実 新潟県新潟市江南区泉町1丁目3-34

9 （株）安藤・間　北陸支店 支店長　相田　尚人 新潟市中央区東万代1番22号　風間ビル

10 (株)安中製作所 代表取締役社長　安中　正和 新潟市中央区女池神明2丁目10番地3

11 (株)イートラスト 代表取締役　酒井　龍市 長岡市北陽1丁目53番地54

12 五十嵐建設(株) 代表取締役　渡邊　富男 新潟市西区青山1丁目12番8号

13 (株)石曽根工務店 代表取締役　石曽根　公二 妙高市工団町5番1号

14 市川建設（株） 代表取締役社長　市川　雅樹 上越市東城町1丁目1-15

15 (株)伊藤組 代表取締役社長　伊藤　和彦 新発田市島潟1273番地1

16 伊米ヶ﨑建設(株) 代表取締役社長　櫻井　馨 魚沼市虫野200番地

17 岩田地崎建設(株)　新潟営業所 所長　石山　三芳 新潟市中央区弁天2-1-1

18 (株)植木組 取締役社長　植木　義明 柏崎市新橋2番8号

19 (株)牛木組 代表取締役　牛木　善彦 上越市名立区名立大町1630番地1

20 (株)内山組 代表取締役　髙橋　賢一 村上市肴町18番12号

21 大河津建設(株) 代表取締役社長　伊藤　昭芳 燕市分水あけぼの一丁目1番地72

22 (株)大島組 代表取締役　大嶋　正寛 上越市石橋一丁目8番33号

23 大島電気(株) 取締役社長　大島　博 十日町市明石町25番地

24 (株)大林組　北陸支店 執行役員支店長　佐藤　公彦 新潟市中央区東大通2-3-28

25 (株)岡部工務店 代表取締役　岡部　茂 新発田市佐々木2538-4

26 (株)小野組 代表取締役社長　小野　貴史 胎内市西栄町2番23号

27 小柳建設(株) 代表取締役社長　　小柳　卓蔵 三条市東三条1丁目21番5号

28 (株)加賀田組 代表取締役社長　市村　稿 新潟市中央区万代4丁目5番15号

29 鹿島建設(株)　北陸支店 執行役員支店長　芦田　徹也 新潟市中央区万代1-3-4

30 (株)加藤組 代表取締役社長　加藤　善典 村上市久保多町7番3号

31 （株）カネカ建設 代表取締役　関　秀俊 南魚沼市早川189番地1

32 川瀬工業(株) 代表取締役　川瀬　弘二 三条市塚野目1丁目4番69号

33 神田鉄筋工業(株) 代表取締役　神田　幸夫 新潟市秋葉区川口578番地9

34 （株）北澤工業 代表取締役社長　北澤　晶 長岡市北陽2丁目14番地31

35 北本建設（株） 代表取締役　北本　安延 新潟市秋葉区中沢町10番42号

36 グリーン産業(株) 代表取締役　荒川　義克 新潟市中央区神道寺2丁目2番10号

37 (株)古泉工業 代表取締役　吉川　銑一朗 新潟市中央区新和3丁目9番25号

38 （有）コウユー工業 代表取締役　原　里志 南魚沼市大月92番地3

39 (株)興和 代表取締役社長　池野　正志 新潟市中央区新光町6番地1

40 (株)国土 代表取締役会長　　梨本　貴幸 新潟市西区善久1068番地1

新潟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」
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41 小杉土建工業(株) 代表取締役　小杉　尚志 小千谷市東栄3丁目4番5号

42 （株）後藤組 代表取締役　後藤　幸洋 糸魚川市上刈6丁目1番18号

43 (株)小林組 代表取締役　小林　孝 阿賀野市曽郷302

44 サカエ鋼業（株） 代表取締役社長　桑野　弘史 新潟市江南区木津工業団地5番18号

45 (株)坂詰組 代表取締役社長　坂詰　敏彦 阿賀野市保田4177番地1

46 佐久間工業（株） 代表取締役　佐久間　義晴 新潟市東区寺山3丁目32番2号

47 (株)佐久間鉄筋工業 佐久間　芳郎 五泉市村松工業団地2丁目2079番地

48 （株）佐藤左官工業所 代表取締役　佐藤　光一 上越市東本町3丁目5番6号

49 (有)佐藤鉄筋工業 代表取締役　佐藤　澄 新潟市東区山木戸8-10-13

50 (有)SUN鋼業 代表取締役　渡辺　博一 小千谷市城内2-1-5

51 上新開発(株) 代表取締役　馬場　照雄 上越市春日山町2丁目6番4号

52 昭和コンクリート工業（株）新潟営業所 所長　樋山　弘光 新潟市中央区上近江4丁目2番20号

53 (株)鈴木組 代表取締役　鈴木　芳雄 村上市平林97番地1

54 世紀東急工業(株)北陸支店 執行役員北陸支店長　北川　八 新潟市中央区東堀前通一番町343番地

55 大成建設（株）　北信越支店 執行役員支店長　西岡　巌 新潟市中央区八千代1丁目4番16号

56 大豊建設(株)　北陸支店 支店長　浜谷　清二 新潟市中央区関屋昭和町1-62

57 大和電建(株) 代表取締役社長　本山　秀樹 上越市東城町2-2-2

58 大和土建工業（株） 代表取締役社長　笠尾　崇 上越市南本町2-14-11

59 (株)竹田工務店 代表取締役　竹田　義寛 上越市四辻町2346番地

60 (株)多田組 代表取締役　多田　博昭 長岡市平2丁目1番15号

61 田辺建設（株） 代表取締役社長　山田　孝雄 上越市栄町二丁目3番11号

62 田辺工業(株) 代表取締役社長　四月朔日　義雄 上越市福田20番地

63 (株)谷村建設 代表取締役　渡邊　孝 糸魚川市寺町1-6-35

64 (株)種村建設 代表取締役　種村　成徳 南魚沼市水尾417

65 (株)田村工務店 代表取締役　田村　定泰 新潟市北区新崎293番地22

66 近鉄筋工業(株) 代表取締役社長　近　喜男 新潟市東区一日市9番地2

67 （株）つくしカッター 代表取締役　田中　賢治 刈羽郡刈羽村大字下高町1376-5

68 鉄建建設（株）　関越支店 執行役員支店長　石丸　和也 さいたま市大宮区桜木町1-11-7

69 寺泊産業(株) 代表取締役社長　高橋　政徳 長岡市寺泊上田町9769番地61

70 東亜建設工業（株）　北陸支店 支店長　日野　雅博 新潟市中央区天神1-17-1

71 東亜道路工業（株）　北陸支店 執行役員支店長　梶岡　聡 新潟市秋葉区川口580-26

72 (株)富樫組 代表取締役　富樫　重晴 村上市仲間町一枚下り639-11

73 (株)中澤建工 代表取締役社長　中澤　忍 小千谷市千谷川4丁目13－30

74 (株)新潟藤田組 取締役社長　藤田　直也 新潟市中央区白山浦2-645-1

75 (株)西脇建工 代表取締役　西脇　哲男 長岡市浦6439-丙

76 (株)日さく　上越支店 支店長　北山　勝広 上越市新光町3丁目14番15号

77 (株)日さく　新潟支店 執行役員支店長　小林　茂雄 新潟市東区卸新町2丁目2066番地11

78 (有)日昇 代表取締役　儀同　正夫 新潟市東区空港西2丁目10-29

79 日特建設（株）北陸支店 執行役員支店長　山本　和幸 新潟市中央区南出来島1丁目4番4号

80 日本国土開発(株)　新潟営業所 所長　相川　禎明 新潟市中央区東大通1-3-1 新潟帝石ビル
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81 日本サミコン(株) 代表取締役社長　渡辺　康夫 新潟市中央区弁天橋通1丁目8番23号

82 日本電設工業（株）　北関東支店　新潟営業所 所長　富永　泰 新潟市中央区万代1丁目3番7号　NDK万代ビル3階

83 春木建設（株） 代表取締役　春木　和朝 燕市蔵関462番地

84 東鉄工業(株)　新潟支店 執行役員支店長　西島　和男 新潟市中央区東大通2-5-1　カープ新潟ビル4階

85 (株)廣瀬 代表取締役　廣瀬　徳男 新潟市西区善久823番地

86 （株）笛田組 取締役社長　笛田俊彦 南魚沼市五郎丸305番地

87 （株）福田組 代表取締役社長　荒明　正紀 新潟市中央区一番堀通町3番地10

88 福田道路(株) 代表取締役社長　海野　正美 新潟市中央区川岸町1丁目53番地1

89 （株）不動テトラ　北陸支店 支店長　東　祥二 新潟市中央区万代島5番1号　新潟万代島ビル

90 (株)文明屋 代表取締役　大野　芳秀 南魚沼郡湯沢町大字三国650-1

91 （株）北越トラスト 代表取締役　須佐　正厚 小千谷市大字上片貝76-1

92 北陸パブリックメンテナンス(株) 代表取締役　大石　清 新潟市江南区横越上町4丁目10番7号

93 北陸保全工業(株) 代表取締役　青池　八枝子 新潟市東区江南3丁目1番地2

94 (有)星左官店 代表取締役　荒川　義克 魚沼市大沢659-1

95 （株）本間組 取締役社長　本間　達郎 新潟市中央区西湊町通三ノ町3300番地3

96 本間道路(株) 代表取締役社長　渡辺　亮三 新潟市中央区柳島町1丁目5番地1

97 (有)マサミ工業 代表取締役　佐藤　賢 新潟市西区坂井砂山4丁目14-1

98 町田建設(株) 代表取締役　町田　誠 南魚沼市島新田374

99 丸運建設（株） 取締役社長　小田　等 新潟市中央区幸西１丁目4番21号

100 (株)水倉組 代表取締役　水倉　直人 新潟市西蒲区巻甲5480番地

101 三井住友建設(株)　新潟営業所 所長　水戸　良夫 新潟市中央区東大通1-2-30

102 (株)三友組 代表取締役　三友　玲央 魚沼市吉田163番地

103 (株)皆川組 代表取締役社長　皆川　靖博 新潟市北区名目所二丁目1504番地

104 (株)森下組 代表取締役　森下　佳憲 南魚沼郡湯沢町大字神立130

105 (株)柳田工業 代表取締役　柳田　一雄 小千谷市大字西吉谷大柳甲41－1

106 山田工業（株） 代表取締役社長　徳間　昭則 柏崎市藤元町24番30号

107 （株）横井組 代表取締役社長　横井　仁 村上市古渡路600番地

108 （株）吉久建設 代表取締役　吉田　秀夫 長岡市中島5丁目7番50号

109 (株)吉田建設 代表取締役　吉田　守利 新潟市西蒲区赤鏥1307番地1

110 (株)レックス 代表取締役社長　馬場　晃 新潟市中央区南長潟12番10号

111 若築建設（株）　北陸支店 支店長　工藤　悟 新潟市中央区東大通1丁目2番23号

112 (株)若月組 代表取締役　渡辺　節男 新潟市江南区祖父興野343－4

企業名は五十音順です。 3/3 【新潟県】
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1 青木あすなろ建設(株)　北陸支店 支店長　安齊　忠俊 新潟市中央区医学町二番町10番地1

2 (株)明生電気商会 代表取締役　中村　栄太郎 金沢市二口町イ22番地1

3 (株)新井通信システム 代表取締役　新井　省吾 金沢市問屋町3-27-1

4 荒木木材工業(株) 代表取締役　炭谷　恭子 金沢市不動寺町ホ31番地1

5 池田建設工業(株) 代表取締役　池田　政基 羽咋郡志賀町清水今江ル19-2

6 (株)江口組 代表取締役　江口　充 小松市殿町2丁目66番地

7 (株)大林組　北陸支店 執行役員支店長　佐藤　公彦 新潟市中央区東大通2-3-28

8 （株）岡組 代表取締役　永井　賢士 金沢市和泉本町2丁目141番地

9 荻野電気工事(株) 代表取締役　荻野　広明 加賀市百々町8-22-2

10 加賀建設（株） 代表取締役社長　鶴山　雄一 金沢市金石西1丁目2番10号

11 (株)風組 代表取締役　風　尚樹 白山市白峰ハ15-1

12 河北台電設(株) 代表取締役　桶作　昭紀 かほく市白尾口56番甲地

13 (株)カワシタ塗装 代表取締役社長　川下　慎太郎 加賀市動橋町ワ17番地1

14 北川ヒューテック(株) 代表取締役社長　北川　隆明 金沢市神田1-13-1

15 北川瀝青工業(株) 代表取締役社長　北川　文洋 金沢市千日町8番30号

16 協和金属工業(株) 代表取締役社長　小野森　浩之 小松市串町ホ-71

17 協和道路(株) 代表取締役　渕田　昭彦 金沢市伏見台1丁目13番23号

18 (株)キンセイ 代表取締役　林　金次郎 輪島市町野町徳成谷内智部92-1

19 小中出建設(株) 代表取締役　小中出　佳津良 加賀市大聖寺地方町13の6番地の2

20 小山工業(株) 代表取締役　小山　幸紀 白山市三坂町ﾄ11-1

21 (株)犀川組 代表取締役　末田　雅巳 金沢市城南2丁目13-4

22 酒井工業(株) 代表取締役社長　岡田　康晴 金沢市東力町ニ170番地

23 沢田工業(株) 代表取締役社長　澤田　剛 金沢市馬替3丁目213番地

24 清水建設(株)　北陸支店 執行役員支店長　齊藤　武文 金沢市玉川町5-15

25 第一電機工業(株) 代表取締役　瀬戸　和夫 金沢市森戸1丁目166番地

26 （株）大成和　金沢支店 支店長　中居　靖 金沢市浅川町イ198-1

27 太陽工業(株) 代表取締役　清水　廉太郎 小松市一針町イ18番地

28 竹腰永井建設(株) 代表取締役社長　小田　徹 白山市白峰ニ164-1

29 ツカサ保温(株) 代表取締役　下村　司 かほく市宇野気2-20

30 寺西建設(株) 代表取締役　寺西　芳光 鳳珠郡能登町字柳田梅26-1

31 (株)トーケン 代表取締役社長　伊野　博俊 金沢市入江3-25

32 (株)トーケンリンク 代表取締役社長　伊野　博俊 小松市浮城町76-1

33 (株)なかの林業 代表取締役　中野　篤 白山市鶴来大国町西517

34 (株)中村ポンプ 代表取締役　中村　進 金沢市いなほ1-5

35 (株)西村総建 代表取締役　西村　洋志 金沢市疋田1丁目333番地

36 (株)日さく　北陸営業所 北陸営業所長　青柳　伸明 小松市日の出町4丁目210佐成屋ビル2F

37 日特建設（株）金沢営業所 所長　林　雅文 金沢市上荒屋7-9

38 日本電設工業(株)　大阪支店 執行役員支店長　岡　正宏 大阪市淀川区三国本町2丁目1番3号

39 ハイウェイ・リバーメンテナンス(株) 代表取締役　西山　勇 金沢市松島町17番地

40 (株)橋爪電気設備工業 代表取締役　橋爪　大善 羽咋郡志賀町富来地頭町7-128甲乙
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41 （株）平本組 代表取締役　平本　健治 金沢市笠舞本町1丁目7番５号

42 (株)平蔵建設 代表取締役　平蔵　涼子 珠洲市上戸町北方引部7番地1

43 (株)北都組 代表取締役社長　竹腰　勇ノ介 金沢市泉本町5丁目88番地

44 北都電設工業(株) 代表取締役社長　米澤　明孝 金沢市南塚町34番地

45 北能産業(株) 代表取締役　福池　功 鳳珠郡能登町字柳田仁部72番2地

46 北陸躯体処理(株) 代表取締役　豊永　宴一 金沢市神野2-94-3

47 (株)北陸グリーンサービス 代表取締役社長　松平　博之 金沢市南四十万3-39-2

48 (有)本田造園土木 代表取締役　本田　忍伏 小松市蛭川町丁110-1

49 松谷建設(株) 代表取締役　小山　昌男 羽咋郡志賀町大島2の34番地26

50 (株)丸西組 代表取締役社長　西　正次 小松市白江町ト121番地1

51 三井住友建設(株)　金沢営業所 所長　高桑　章吉郎 金沢市元菊町21番87号

52 (株)明翫組 代表取締役社長　明翫　圭祐 金沢市泉野町6丁目15番15号

53 (株)村瀬造園 代表取締役　村瀬　彰 金沢市鳴和2丁目4番4号

54 名工建設(株)　北陸支店 執行役員支店長　服部　正彦 金沢市広岡1丁目5番23号

55 柳田建設(株) 代表取締役　駒寄　美和子 鳳珠郡能都町字当目ロ-64-1

56 ヤマザキ建設(株) 代表取締役　山崎　清弘 金沢市西金沢5丁目308番地

57 (株)吉光組 代表取締役社長　吉光　岳文 小松市長崎町甲118番地

58 緑伸工業(株) 代表取締役　柏野　幸代 河北郡津幡町字北中条ナ9番地5
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