
「福島県 社会保険加入促進宣言企業」
五十音順（H30.9.5～R2.12.31）

Ｎｏ． 企業名 代表者氏名 所在地

1 会津土建(株) 菅家　洋一 福島県会津若松市追手町５－３６

2 赤井田造園土木(株) 赤井田　貴之 福島県須賀川市一里坦９５

3 秋山ユアビス建設(株) 秋山　幸広 福島県会津若松市米代１－４－３０

4 五十嵐建設(株) 五十嵐　博幸 福島県南会津郡下郷町大字高陦字下居平２２－２

5 石川建設工業(株) 石川　俊 福島県南相馬市原町区大町３－３０

6 石橋建設工業(株) 石橋　英雄 福島県本宮市高木字舟場２５－８

7 いわき太平電気(株) 大井川　久 福島県いわき市小島町２－９－１８

8 いわき道路(株) 伊藤　俊彦 福島県いわき市泉町黒須野字砂利５９

9 いわき舗道(株) 大渡　隆雄 福島県いわき市好間町下好間字渋井１０

10 いわき緑化興業(株) 佐藤　修一郎 福島県いわき市植田町南町２－５－４

11 遠藤建設(有) 遠藤　正男 福島県二本松市油井字田向１６－２

12 大冨工業(株) 大場　直樹 福島県郡山市安積町長久保３－１－１

13 開世工業(株) 村田　俊夫 福島県いわき市錦町中迎４－７－１１

14 桂建設(株) 渡邉　正義 福島県双葉郡富岡町中央１－９２

15 (株)会津電気工事 佐藤　脩一 福島県会津若松市門田町大字日吉字小金井３８－３

16 (株)青葉造園土木 室原　由行 福島県双葉郡大熊町大字熊字錦台２９５

17 (株)赤羽組 赤羽　隆 福島県須賀川市長沼字鍛治町１０

18 (株)安藤組 安藤　正文 福島県福島市浜田町３－２８

19 (株)石覚組 石井　敏也 福島県田村郡小野町小野新町品ノ木１２６－２

20 (株)石田工業所 小林　直樹 福島県郡山市愛宕町３－５

21 (株)泉建設 吉田　栄一 福島県田村市常葉町常葉字坂ノ下１５９

22 (株)伊藤建設 伊藤　眞行 福島県郡山市芳賀２－１９－６

23 (株)猪建装 猪腰　幸夫 福島県郡山市田村町金屋字孫右エ門平６１－１

24 (株)イワカン 田中　寿一 福島県いわき市小名浜字中原９－９

25 (株)イワキ潜建 佐藤　紀子 福島県いわき市小名浜字古湊１９６－３８

26 (株)植留緑化土木 田中　吉満 福島県福島市飯坂町平野字原東１－７

27 (株)エス・ジー・プロ 磯部　光一 福島県福島市東浜町７－３２

28 (株)エディソン 酒井　良胤 福島県郡山市堤下町１３－８

29 (株)エヌ・アイ・テック 石川　東 福島県いわき市錦町曲田１００

30 (株)海老名建設 小柴　芳郎 福島県耶麻郡西会津町野沢字北松原甲１０３１－１３８

31 (株)オオバ工務店 大場　俊之 福島県郡山市富田町字権現林３－４

32 (株)小野工業所 小野　晃良 福島県福島市町庭坂字堀ノ内３－１

33 (株)小野中村 植村　賢二 福島県相馬市小泉字高池８８－１

34 (株)小浜組 小浜　セツヨ 福島県石川郡古殿町大字松川字古内４３

35 (株)開洋 志賀　基明 福島県郡山市八山田５－３４４

36 (株)蔭山工務店 蔭山　寿一 福島県郡山市田村町金屋字上川原２８６－１２

37 (株)鐶エスアール工業 小野寺　美樹 福島県須賀川市八幡山１５３

38 (株)菅野建築店 菅野　清二 福島県田村市常葉町西向字沖畑９２－１

39 (株)共立土建 三瓶　貴裕 福島県会津若松市インター西６９

40 (株)クオリティーオブライフ 石井　智 福島県郡山市並木１－２－１５　３℃ビル北側２０４号

41 (株)熊田建設 熊田　善三 福島県石川郡玉川村大字川辺字宮ノ前２５４

42 (株)グリーンサービス福島 菊池　忠夫 福島県東白川郡矢祭町大字関岡字小坂７７

43 (株)建辰 高坂　俊行 福島県郡山市富久山町福原字上台２８－１

44 (株)コアズ福島支社 長川　正孝 福島県郡山市朝日１－２８－９

45 (株)郡山塗装 佐藤　隆 福島県郡山市喜久田町卸３－３８－１

46 (株)古俣工務店 古俣　猛 福島県福島市鳥谷野字扇田１－１

47 (株)齊藤組 齊藤　清治 福島県田村郡三春町字四反田７９

48 (株)斎藤建設工業所 齋藤　周史 福島県福島市在庭坂字弁天前３１－１

49 (株)相模 茅原　文和 福島県喜多方市豊川町米室字道端５５３０

50 (株)佐川建設 佐川　一男 福島県石川郡古殿町大字松川字薄木５６

51 (株)咲田建装 小林　順一 福島県郡山市富久山町福原字沼下１１－１

52 (株)佐藤塗装店 水戸部　信孝 福島県郡山市桑野３－１２－４２

53 (株)佐久間組 佐久間　哲男 福島県白河市中田２２

54 (株)サンビルド 平河内　昭伯 福島県福島市庄野字辻屋敷１

55 (株)志賀建設 志賀　壽文 福島県石川郡石川町字屋敷入６３

56 (株)しもごう環境サービス 齋藤　理 福島県南会津郡下郷町大字豊成字下川原１１５

57 (株)春光園 森藤　学 福島県福島市鳥谷野字扇田１０－１

58 (株)常磐エンジニアリング 市川　久次 福島県いわき市内郷白水町浜井場１

59 (株)菅野土建 菅野　久昭 福島県二本松市西勝田字杉内２５５－２

60 (株)鈴木建業 鈴木　時次 福島県白河市表郷社田字太夫屋敷８

61 (株)鈴木建設 鈴木　清次 福島県白河市東大沼１７６－１

62 (株)鈴木建設工業 鈴木　敏幸 福島県郡山市三穂田町川田字藤ノ木２１－１

63 (株)鈴木電機吾一商会 鈴木　清友 福島県いわき市内郷綴町川原田１６５

64 (株)鈴民建設 鈴木　正文 福島県いわき市三和町下市萱字遅川１７２

65 (株)関組 関　誠一 福島県郡山市湖南町福良字寺前６２１４
 

 
 

※ 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。
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66 (株)ＳＥＮＹＯ 中村　祐紀 福島県郡山市富田町日吉ヶ丘１７

67 (株)綜合通信 渡辺　浩一郎 福島県いわき市内郷宮町金坂２５０－１

68 (株)創誠 芳賀　和行 福島県石川郡石川町字長久保２８４

69 (株)ダイエツ 大塚　修一 福島県会津若松市表町２－５３

70 (株)タイセ－クリーン 本田　弘 福島県郡山市安積町長久保３－１２－１６

71 (株)大丸工務店 大和田　知昭 福島県福島市野田町４－３－２０

72 (株)高橋建設 高橋　伝 福島県喜多方市字桜ガ丘２－１１６

73 (株)髙橋設備工業所 髙橋　良行 福島県福島市太田町７－２３

74 (株)拓工建 古川　拓郎 福島県いわき市錦町前原１６－１

75 (株)武田工務店 武田　光平 福島県郡山市桜木２－１６－１７

76 (株)田村組 小国　政文 福島県東白川郡棚倉町大字下山本字六角堂６－１

77 (株)テツヒロ 野内　哲也 福島県いわき市常磐下湯長谷町家中跡１－６８

78 (株)東北エアコン 草野　修 福島県須賀川市大袋町１１９

79 (株)ドット 高森　士郎 福島県須賀川市陣場町１０８

80 (株)中里工務店 中里　徹哉 福島県南相馬市小高区大井字深町４８

81 (株)勿来製作所 金成　通太 福島県いわき市渡辺町上釜戸字鳶尾１８０

82 (株)日新土建 桃井　三夫 福島県福島市南沢又字前田１３－７

83 (株)日本技術ガイドセンター 仁井田　一意 福島県郡山市安積町日出山１－８３

84 (株)野地組 野地　武之 福島県二本松市油井字赤坂山２７

85 (株)二嘉組 二瓶　重信 福島県郡山市湖南町福良字家老９４０１

86 (株)西間木工業所 西間木　常美 福島県須賀川市江持字鐘突田３７－３

87 (株)白鳳社 清水　進一郎 福島県郡山市本町２－１７－５

88 (株)葉月 森村　秀雄 福島県郡山市桑野２－３２－９

89 (株)花喜 武田　正広 福島県郡山市田村町上行合字南川田４７－１２

90 (株)はる 松井　秀一 福島県いわき市平荒田目字田中内南１７７－４

91 (株)半澤工務店 半澤　泰夫 福島県福島市上鳥渡字茶中４９

92 (株)磐梯園 佐久間　洋 福島県郡山市喜久田町堀之内字下前田５２－１

93 (株)晃建設 野地　勝巳 福島県福島市腰浜町３１－１６

94 (株)福産建設 吉田　一治 福島県石川郡石川町大字双里字桜町２０

95 (株)福島リアライズ 井上　亨 福島県郡山市南２－１３９

96 (株)ベル・マネジメント 安島　芳雄 福島県郡山市朝日２－１７－１５

97 (株)豊成 高木　淳也 福島県いわき市植田町中央２－８－４

98 (株)前田興業 前田　弘勝 福島県西白河郡西郷村大字米字向山４６－７

99 (株)増子設備 増子　孝明 福島県郡山市大槻町字下西田９４－１

100 (株)松本塗装店 松本　俊一 福島県いわき市小名浜南君ヶ塚町９－２４

101 (株)丸建工業 涌井　健 福島県郡山市田村町金屋字孫右エ門平４１－１

102 (株)丸庄工務所 荒川　英紀 福島県大沼郡会津美里町字水戸乙２３７５

103 (株)丸竜 鈴木　竜二 福島県いわき市内郷宮町金坂１９７－３８２

104 (株)丸若工業 若松　悠太 福島県いわき市小名浜君ケ塚町３－５

105 (株)諸井緑樹園 諸井　道雄 福島県南相馬市原町区栄町１－１５

106 (株)矢城建設 矢吹　豪 福島県いわき市内郷宮町鬼ヶ沢１００－１３４

107 (株)山一緑化土木 四ッ倉　隆裕 福島県いわき市内郷小島町花輪９

108 (株)山上工業 草野　和義 福島県いわき市小川町柴原字岩下２

109 (株)八巻工業 八巻　真也 福島県石川郡平田村大字小平字轡８４－１

110 (株)山田造園 山田　泰行 福島県郡山市三穂田町川田１－５

111 (株)山元工業所 船橋　吾一 福島県郡山市並木１－１８－１５

112 (株)弓田建設 弓田　八平 福島県会津若松市町北町大字藤室字藤室７２１－１

113 (株)横山建設 横山　敦 福島県須賀川市加治町４－５

114 (株)吉村興業 吉村　広一 福島県いわき市錦町中央２－１４－１

115 (株)ライト・エンジ 渡邉　明美 福島県郡山市富田町字向舘５４－１

116 (株)ＹＴリテック 神好　雄治 福島県いわき市平字四町目１８　いわき相双ビル９Ｆ

117 (株)ワタナベ建装 坂上　政一 福島県郡山市水門町１８５－１

118 (株)和知鐵工所 和知　一守 福島県石川郡石川町字大橋２－２６

119 (株)ワークサポート 大原　英雄 福島県郡山市十貫河原５３－２

120 旭金属工業(株) 松本　茂 福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下１－１８

121 亀谷建設(株) 北　喜信 福島県福島市野田町５－８－５８

122 金子建設(株) 金子　保彦 福島県大沼郡昭和村大字喰丸字松木平７２７

123 蒲生工業(株) 秋元　勝一 福島県田村市大越町上大越字白石２－１

124 菊地建設(株) 菊地　寿夫 福島県田村市船引町上移字橋本４８

125 菊地建築塗装(株) 草野　昭夫 福島県いわき市平下神谷字下屋敷１２６－１

126 木下工業(株) 木下　穣 福島県会津若松市門田町大字中野字大道西５８－１

127 木村建設(株) 五十嵐　昌江 福島県会津若松市徒之町４－１２

128 木村商事(株) 木村　繁 福島県いわき市平上片寄字矢田ノ目５３－１

129 共栄(株) 加賀屋　正之 福島県いわき市小島町２－３－６

130 協働通信工業(株) 岡崎　十郎 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前１４－１

131 草野建設(株) 草野　清貴 福島県相馬市程田字形部田２６

132 草野鳶工業(株) 草野　秀勝 福島県いわき市平字五色町７０

133 栗城馬場工業(株) 栗城　源司 福島県大沼郡昭和村大字野尻字越中作５０５３
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134 恒南電気(株) 佐藤　一喜 福島県郡山市安積４－５９

135 光和産業(株) 間野　公男 福島県福島市小倉寺字鍛治屋１０－１

136 寿建設(株) 森崎　英五朗 福島県福島市飯坂町平野字東地蔵田８－１

137 小林土木(株) 小林　健夫 福島県福島市御山字仲ノ町５７－１

138 作田電機(株) 大槻　努 福島県郡山市喜久田町卸１－３６－１

139 佐久間建設工業(株) 佐久間　源一郎 福島県大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平６８７

140 佐藤工業(株) 佐藤　勝也 福島県福島市泉字清水内１

141 三栄建設(株) 柳沼　秀徳 福島県郡山市字菜根屋敷２３－５

142 三栄商工（株） 金澤　三郎 福島県郡山市水門町１６８

143 三共設備(株) 松原　兼一 福島県いわき市常磐白鳥町壱丁田２－１

144 三金興業(株) 金子　芳尚 福島県白河市新白河１－７３

145 三瓶重機建設(株) 三瓶　久三 福島県須賀川市山寺道５１

146 三立道路(株) 浅沼　秀俊 福島県会津若松市山鹿町６－６２

147 三立土建(株) 浅沼　秀俊 福島県南会津郡下郷町大字湯野上字沼袋乙８４３

148 三和工業(株) 武田　公志 福島県田村市大越町下大越字川向７００－１

149 庄建技術(株) 鈴木　克久 福島県南相馬市原町区青葉町１－１

150 庄司建設工業(株) 庄司　岳洋 福島県南相馬市原町区青葉町１－１

151 常盤電設産業(株) 坂本　幹夫 福島県いわき市東田町２－２０－８

152 信陵建設(株) 斎藤　孝裕 福島県福島市飯坂町字月崎町１１－４

153 新協地水(株) 佐藤　正基 福島県郡山市土瓜１－１３－６

154 伸和建設(株) 橋本　秀也 福島県西白河郡矢吹町新町２０７－１

155 鈴木綜合建設(株) 鈴木　達也 福島県会津若松市東年貢２－８－１

156 鈴五建設工業(株) 鈴木　正子 福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地１５８－１０

157 聖光建設(株) 森田　和克 福島県郡山市備前舘１－１１

158 関場建設(株) 関場　啓 福島県南相馬市原町区錦町１－１

159 セコムエンジニアリング(株) 吉成　進 福島県郡山市開成４－８－１５

160 銭谷興業(株) 銭谷　忠洋 福島県いわき市中岡町４－１－１６

161 第一温調工業(株) 大内　弘之 福島県福島市鎌田字卸町１５－１

162 ダイセイ工業(株) 渡邉　克己 福島県郡山市不動前１－１０７－１

163 ダイリ建設(株) 渡邉　浩章 福島県郡山市片平町字新蟻塚８０－１

164 大和建設工業(株) 酒井　健一 福島県大沼郡金山町大字西谷字下夕河原５４２－１

165 滝田建設(株) 滝田　剛 福島県郡山市安積３－２８６

166 滝谷建設工業(株) 田中　智仁 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下１７７

167 多田建設(株) 多田　恵造 福島県福島市鎌田字中森山１－１

168 橘建設（株） 鳥畑　栄司 福島県郡山市笹川２－２８

169 田中建設(株) 木下　弘行 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町４８

170 田中建設工業(株) 田中　誠二郎 福島県会津若松市南町３－９

171 田村建材(株) 田村　哲朗 福島県いわき市内郷綴町金谷１－７

172 俵屋建設工業(株) 笹内　忠幸 福島県郡山市字桑野清水台４８－３

173 東信建設(株) 佐久間　政文 福島県福島市成川字台田２４

174 東双不動産管理(株) 芳野　恵一 福島県双葉郡広野町大字下下浅見川字広長４４－８

175 東邦福島(株) 谷代　進 福島県いわき市常磐下船尾町古内２９７－１

176 東北建設(株) 太田　由美子 福島県南相馬市原町区東町３－４１

177 東北電化工業(株)福島支社 堀　優 福島県郡山市富田町字墨染２４

178 東洋建設(株) 小野　武志 福島県いわき市小名浜金成字砂田６－１

179 常盤電設産業(株) 坂本　幹夫 福島県いわき市東田町２－２０－８

180 中野電工(株) 吉田　政夫 福島県郡山市大槻町字西ノ宮４－３

181 日本電設工業(株)福島支社 渡邊　隆 福島県福島市清明町１－３

182 ノオコー建設(株) 斎藤　智章 福島県福島市小倉寺字中ノ内２０－６

183 八光建設(株) 宗像　剛 福島県郡山市並木１－１－１１

184 東日本ロードメンテナス(株) 會川　博重 福島県いわき市好間町中好間字上川原５５－１

185 深谷建設(株) 深谷　佳孝 福島県東白川郡塙町大字塙字大町４－６

186 福島ニチレキ(株) 小田原　慎 福島県郡山市字大川原１００－１

187 福島ルート産業(株) 髙橋　正男 福島県いわき市好間工業団地３－５

188 副都建設(株) 二丹　崇行 福島県いわき市平字倉前１０９－１

189 福浜大一建設(株) 佐藤　毅 福島県いわき市小名浜字中原１６－１

190 藤田建設工業(株) 内藤　勇雄 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町２０

191 富士冷熱機器(株) 栗原　俊一郎 福島県郡山市安積荒井２－２６１

192 フタバコンサルタント(株) 阿部　好則 福島県いわき市好間町上好間字岸１２－３

193 平成工務店(株) 栗山　亀美 福島県郡山市芳賀１－１６－１

194 本多建設(有) 本多　幸次 福島県いわき市小名浜君ヶ塚町１３－１３

195 松﨑建設(株) 松崎　益一 福島県福島市飯坂町湯沢２４

196 松林電機工事(株) 大杉　真一郎 福島県南相馬市原町区北原字細谷地２２８－２

197 松本建設(株) 松本　善一 福島県いわき市三和町上三坂字水田１７６

198 丸久工業(株) 箭内　純一 福島県いわき市草木台２－１８－１　グリーンスパーク１０９　２０５号室

199 マルト建設(株) 上野　清範 福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字砂田５６５

200 水谷工業(株) 近藤　健一郎 福島県石川郡石川町当町１１

201 ミドリ環境建設(株) 相良　正博 福島県南相馬市原町区青葉町１－１
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202 みほた建設(株) 高橋　忠吉 福島県郡山市字名倉２４１

203 八ッ橋設備(株) 八ッ橋　善朗 福島県会津若松市桧町２－３

204 ミワ(株) 三井　久 福島県郡山市並木２－１３－１２

205 山木工業(株) 志賀　耕三郎 福島県いわき市平谷川瀬３－１－４

206 山十建設(株) 滝沢　康成 福島県大沼郡金山町大字大塩字二本木３４０２

207 矢祭建設(株) 菊池　修一 福島県東白川郡矢祭町大字内川字真木野５

208 大和電設工業(株) 松﨑　則行 福島県いわき市平上荒川字桜町５５－１

209 (有)安部建業 安部　義一 福島県福島市上鳥渡字仲原２９

210 (有)石川興業 石川　導宏 福島県いわき市常磐下船尾町中畑２

211 (有)遠藤機工 飯村　寛昭 福島県いわき市内郷綴町高野作１１

212 (有)大内庭樹園 大内　光一 福島県南相馬市原町区橋本町２－１０４

213 (有)大桃塗装店 大桃　勝治 福島県郡山市田村町小川字上野２１２

214 (有)岡設備工業 佐藤　靖弘 福島県岩瀬郡鏡石町羽鳥５１

215 (有)オノカワ 芳賀　義輔 福島県石川郡古殿町大字田口字黒長２３

216 (有)上遠野造園土木 上遠野　常一 福島県いわき市勿来町窪田西殿町３７－３

217 (有)クリーンテック福島 大友　伸寿 福島県いわき市好間町中好間字中川原１４－７

218 (有)小針工業 小針　義政 福島県石川郡石川町北町５３

219 (有)斎藤造園土木 斎藤　達也 福島県伊達市川原町８６

220 (有)佐戸川ダクト鈑金工業所 佐戸川　政実 福島県福島市森合字道端２－１７

221 (有)シンザワ工業 新澤　弘昌 福島県郡山市大槻町字北ノ林２７－３３

222 (有)相双エンジニアリング 佐藤　正浩 福島県南相馬市原町区錦町１－１０６

223 (有)第一電業 板倉　謙一 福島県郡山市備前舘１－１６７－２

224 (有)たむら農建 渡辺　洋子 福島県田村市都路町岩井沢字西光地４３

225 (有)手塚組 手塚　次郷 福島県いわき市小名浜中町境１６－２

226 (有)名古谷造園緑化 名古谷　明 福島県須賀川市志茂字関表５６

227 (有)福島エンジニヤ 白井　剛 福島県郡山市亀田１－１５－５

228 (有)藤嵜電設 藤嵜　美保 福島県郡山市富久山町久保田字三御堂２０－２

229 (有)フナデン 佐藤　文武 福島県田村市船引町東部台６－９３

230 (有)松本組 松本　俊一 福島県いわき市内郷高坂町立野１２５－１３

231 (有)松本配管工事 松本　康一 福島県いわき市桜ヶ丘４－９２

232 (有)ワタショウ 渡邉　誠 福島県田村郡三春町大字下舞木字石田２５０－１

233 横山建設(株) 横山　佳弘 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前１２－２

234 横山建設工業(株) 横山　眞由美 福島県南相馬市原町区栄町３－４１

235 渡富建設(株) 渡部　勲 福島県郡山市湖南町津舟津字村上１－２

236 渡辺エコサービス(株) 渡辺　啓治 福島県いわき市泉町下川字大剣１－７０

237 渡部産業(株) 渡部　寛規 福島県耶麻郡猪苗代町字芹沢４０４０
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