
「岩手県 社会保険加入促進宣言企業」
五十音順（H30.9.18～R1.12.27）

Ｎｏ． 企業名 代表者氏名 所在地

1 朝田建設(株) 朝田　豪 岩手県西磐井郡平泉町平泉字鈴沢４－１

2 旭ボーリング(株) 髙橋　和幸 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６－１

3 岩井建設(株) 岩井　淳 岩手県岩手郡雫石町大字繋第５地割字塩ヶ森１７５－７

4 岩手基礎工業(株) 三田　利雄 岩手県北上市流通センター１－３４

5 岩手建設工業(株) 八重樫　博之 岩手県北上市常盤台２－９－４

6 岩手県南運輸(株) 志田　宏美 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前４－３

7 岩手道路開発(株) 田村　昭徳 岩手県盛岡市東見前第３地割２９－１

8 宇部建設(株) 宇部　和彦 岩手県一関市三関字桜町４２－１

9 栄大建設(株) 大粒来　康夫 岩手県九戸郡洋野町中野第11地割４９－２６

10 小田島建設(株) 小田島　秀一 岩手県北上市和賀町竪川目第８地割１１９

11 オヤマダエンジニアリング(株) 畠山　政 岩手県盛岡市本町通３－１８－８

12 兼田建設(株) 小田　隆 岩手県久慈市畑田２６－１３１

13 蒲野建設(株) 蒲野　秀雄 岩手県久慈市山形町川井第９地割３２－２

14 (株)アオバ工業 三浦　顕滋郎 岩手県遠野市青笹町青笹第１０地割３５－１

15 (株)アルバライフ 佐藤　一順 岩手県二戸市金田一字八ッ長８８－５

16 (株)イクスル 高桑　満 岩手県岩手郡雫石町板橋８２－７

17 (株)いわい 赤間　仁 岩手県一関市旭町１－６

18 (株)内澤建設 内澤　浩 岩手県盛岡市上厨川字野子１４６－１

19 (株)ＳＳ総建 須知　新吾 岩手県釜石市中妻町１－１３－３

20 (株)エスエステック 下舘　康尋 岩手県久慈市大川目町第６地割１６－２

21 (株)大坂鉄工所 大坂　英正 岩手県二戸市米沢字上平１１６－１

22 (株)小田島組 小田島　直樹 岩手県北上市和賀町竪川目第１地割３３－１３７

23 (株)小原建設 小原　志朗 岩手県北上市村崎野１５地割３１２－５

24 (株)小山組 小山　茂 岩手県久慈市新井田４－８－６

25 (株)小山田工業所 小山田　浩之 岩手県盛岡市本町通３－１８－８

26 (株)カネナカ 武田　富士夫 岩手県釜石市甲子町５－６２－１

27 (株)菊池商店 菊池　淳也 岩手県陸前高田市広田町字泊１３８－２

28 (株)菊与建設 菊池　和夫 岩手県北上市若宮町２－１１－１

29 (株)熊谷工務店 熊谷　則子 岩手県盛岡市愛宕町９－１０

30 (株)小松組 佐々木　幸夫 岩手県紫波郡紫波町日詰字下丸森１７

31 (株)サイミ電気 齊藤　幟 岩手県盛岡市大館町２３－５

32 (株)坂本組 坂本　昌彦 岩手県九戸郡軽米町大字円子第５地割５２－２

33 (株)佐々木組 佐々木　一徳 岩手県一関市山目字中野１４０－５

34 (株)佐藤組 佐藤　正昭 岩手県北上市相去町旧舘沢２０－１

35 (株)佐藤建設 佐藤　孝司 岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内９－１１－３

36 (株)シグマックス 髙橋　和雄 宮城県仙台市青葉区大町２－１５－２８

37 (株)島元組 秋元　健則 岩手県奥州市前沢古城字北高大寺１４－２

38 (株)照甲組 照井　泰平 岩手県花巻市桜町１－４１７

39 (株)関商会 関　伸義 岩手県滝沢市鵜飼狐洞１－１５５

40 (株)高田建設 上山　守 岩手県陸前高田市高田町字大隅１－１

41 (株)タカヤ 望月　光雄 岩手県盛岡市本宮５－５－５

42 (株)丹野組 丹野　明法 岩手県二戸市福岡字中村２０

43 (株)千葉建設 千葉　智充 岩手県一関市川崎町薄衣字大平３３０－８

44 (株)千葉匠建設 千葉　隆一 岩手県北上市和賀町藤根１３地割２４４－１

45 (株)中央コーポレーション 佐々木　史昭 岩手県花巻市東宮野目第１１地割５

46 (株)テラ 三浦　貞一 岩手県遠野市青笹町中沢第２地割５２

47 (株)ＴＥＲＵＩ 照井　則夫 岩手県花巻市中根子字駒込１－２３

48 (株)トータル 内澤　武志 岩手県盛岡市上厨川字野子１４６－２

49 (株)富岡鉄工所 冨岡　靖博 岩手県紫波郡紫波町桜町字下川原３５－１

50 (株)中舘建設 中舘　眞 岩手県二戸市米沢字荒谷３０－５

51 (株)沼井建設 沼井　剛 岩手県二戸市福岡字妻ノ神１－１

52 (株)北信電業社 村上　一 岩手県盛岡市黒川９地割２２－１

53 (株)富士電業社 尾形　仁徳 岩手県盛岡市向中野７－１３－６

54 (株)フジネ建設 佐藤　秀爾 岩手県北上市和賀町藤根１７地割７５－２

55 (株)双葉設備アンドサービス 小笠原　敏之 岩手県盛岡市みたけ３－７－３７

56 (株)プライム下舘工務店 下舘　孝光 岩手県九戸郡洋野町大野第８地割８３－１

57 (株)ホクセイ建設 千田　誠二 岩手県北上市鬼柳町柳上１２９－１

58 (株)丸和組 佐藤　和男 岩手県大船渡市盛町字木町１３－６

59 (株)水清建設 水本　孝 岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田５－２０１－２

60 (株)ミナミ 南　由香 岩手県九戸郡軽米町大字晴山２７－１２－２

61 (株)恵工業 菊地　国明 岩手県盛岡市上堂４－１１－２９

62 (株)八重庄建設 八重樫　勲 岩手県北上市村崎野９地割３１５

63 (株)山興 高橋　良一 岩手県盛岡市城西町１３－７７

64 (株)四ツ家建設 四ツ家　宏子 岩手県釜石市両石町第４地割５６－４

65 (株)米内造園 米内　吉榮 岩手県久慈市大川目町１２－６５－１

※ 代表者名、所在地等については宣言日時点のものとしております。また、手書き等による宣言申込書からの転記のため、誤字脱字等がございましたらご連絡をお願いいたします。



「岩手県 社会保険加入促進宣言企業」
五十音順（H30.9.18～R1.12.27）

66 (株)菱友 山口　康一 岩手県盛岡市みたけ１－６－３０

67 刈屋建設(株) 向井田　岳 岩手県宮古市刈屋１１－８０－３

68 刈谷電気工業 刈谷　格 岩手県大船渡市猪川町字久名畑１

69 北日本機械(株) 高橋　哲雄 岩手県盛岡市渋民字狐沢７０－１

70 栗原建設(株) 千葉　裕之 岩手県奥州市水沢中田町４－２９

71 クリーンセンター花泉(有) 佐藤　謙吾 岩手県一関市花泉町日形字日形山２－１

72 互光商事(株) 玉川　康介 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１１地割５０１

73 金野建設(株) 金野　秀 岩手県陸前高田市米崎町字佐野１３６－１

74 佐々木建設(株) 佐々木　盛雄 岩手県紫波郡紫波町日詰字石田５６

75 佐々幸建設(株) 山口　弘良 岩手県気仙郡住田町世田米字大崎３２－６

76 佐藤電機工業(株) 佐藤　伸一 岩手県盛岡市南仙北２－２４－１０

77 三機商事(株) 高原　三雄 岩手県盛岡市本町通３－１９－６

78 柴田工業(株) 柴田　英朋 岩手県盛岡市開運橋通１－４０

79 昭栄建設(株) 横澤　昭博 岩手県盛岡市上堂４－１１－８

80 新光建設(株) 倉田　信海 岩手県釜石市大字平田第３地割６１－２２

81 新高電気(株) 高橋　徳好 岩手県花巻市大通り１－４－１５

82 鈴木工材(株) 鈴木　高二 岩手県一関市萩荘字下モ下釜２４６－２

83 盛和興業(株) 髙橋　由紀 岩手県盛岡市上田字登坂長根４９－１

84 外里建設(株) 外里　淳一 岩手県久慈市大川目町第１４地割６３－６

85 高惣建設(株) 髙橋　健二 岩手県奥州市水沢花園町１－１－７

86 高橋建設(株) 高橋　佐 岩手県北上市本石町２－４－２０

87 橘建設(株) 橘　冨雄 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪３５－１

88 千田工業(株) 千田　和秋 岩手県北上市九年橋１－１０－２９

89 中央建設(株) 髙橋　久一 岩手県北上市堤ヶ丘２－９－５０

90 中亀建設(株) 中村　康彦 岩手県盛岡市向中野５－７－１７

91 長沢産業(株) 長沢　アヤ 岩手県宮古市赤前１－２８

92 西松建設(株)北日本支社東北支店高田松原建築出張所 石井　健児 岩手県陸前高田市気仙町字土手影地内

93 日本電設工業(株)盛岡支社 間山　敏秀 岩手県盛岡市北飯岡２－４－５

94 東野建設工業(株) 東野　久晃 岩手県盛岡市加賀野２－８－１５

95 プレステック(株) 橋本　實 岩手県久慈市山形町川井第８地割１５－７

96 藤根建設(株) 藤根　俊一 岩手県八幡平市松尾寄木第１２地割２３－２

97 丸三建設(株) 齊藤　茂美 岩手県紫波郡矢巾町大字下矢次第２地割３４１－１

98 まるたつ(株) 熊谷　智文 岩手県大船渡市猪川町字善藏敷１３３－１４

99 南建設(株) 南　勉 岩手県九戸郡軽米町大字晴山２７－１２－２

100 宮城建設(株) 竹田　和正 岩手県久慈市新中の橋第４地割３５－３

101 盛舗建設(有) 長澤　まゆみ 岩手県盛岡市上厨川字杉原１－４

102 山口建設(株) 山口　弥市 岩手県久慈市大川目町第１２地割９４－１

103 山徳建設(有) 山田　直輝 岩手県陸前高田市高田町字荒沢６７－１

104 (有)アース 松本　中 岩手県岩手郡雫石町上曽根田１６６－３

105 (有)浅沼電気商会 浅沼　廣治 岩手県盛岡市下飯岡１９－１９

106 (有)安部石材 安部　忠一 岩手県北上市和賀町竪川目第８地割１３０

107 (有)伊俊建設 伊藤　俊男 岩手県一関市藤沢町黄海字川口沖９３

108 (有)鎌田組 鎌田　綾子 岩手県和賀郡西和賀町川尻４０－４０－１１６

109 (有)建築クボタ 久保田　幸夫 岩手県二戸市浄法寺町清水尻１

110 (有)大南 倉田　昌史 岩手県釜石市大字平田第４地割１８－１

111 (有)髙幸建設 髙橋　卓也 岩手県和賀郡西和賀町沢内字前郷９地割１

112 (有)東北農林建設 長澤　貫一 岩手県盛岡市中太田屋敷田１０８

113 (有)照井工業 照井　一也 岩手県北上市和賀町横川目３６地割７－８

114 (有)長沼建設 髙橋　等 岩手県北上市和賀町長沼１－１９７－８

115 (有)花崎産業 佐々木　宗則 岩手県釜石市定内町３－２－３１

116 (有)藤倉建設 藤原　善生 岩手県釜石市栗林町第２２地割１４－５

117 (有)古川重機 古川　寛一 岩手県盛岡市渋民字狐沢３４－８

118 (有)まるたに商事 谷澤　俊宏 岩手県上閉伊郡大槌町上町２－１２

119 (有)八幡組 八幡　清正 岩手県上閉伊郡大槌町小槌第３地割１４

120 菱和建設(株) 海野　尚 岩手県盛岡市みたけ１－６－３０

121 菱和設備(株) 小山　剛三郎 岩手県盛岡市東安庭２－７－２０

122 ロードワークス(株) 田頭　誠 岩手県一関市真柴字小西４３－５

123 和田建設(有) 髙橋　則彦 岩手県北上市和賀町岩崎５－１０４

※ 代表者名、所在地等については宣言日時点のものとしております。また、手書き等による宣言申込書からの転記のため、誤字脱字等がございましたらご連絡をお願いいたします。


