
「山形県 社会保険加入促進宣言企業」
五十音順（H30.8.28～R2.12.31）

Ｎｏ． 企業名 代表者氏名 所在地

1 愛和建設(株) 横山　隆太 山形県山形市北町３－９－１５

2 安藤建設(株) 安藤　正和 山形県東田川郡庄内町余目字月屋敷２３６－１

3 石川建設産業(株) 石川　政人 山形県山形市大字中野目８３８－１

4 羽陽建設(株) 堀川　隆志 山形県上山市美咲町２－１－９５

5 榮大建設(株) 村岡　義啓 山形県山形市鉄砲町１－４－２１

6 勝村建設(株) 村山　勝典 山形県山形市大字鮨洗４５７－１

7 (株)ＩＨＩインフラ建設東北支店 太田　和宏 宮城県仙台市青葉区本町１－１－１

8 (株)アベ硝建 阿部　敏 山形県山形市小立２－１－９

9 (株)和泉工務店 和泉　修 山形県鶴岡市温海戊６４５−５７

10 (株)遠藤設備 遠藤　章 山形県天童市東善寺４６７－１

11 (株)奥山建設工業所 奥山　新司 山形県尾花沢市北町２－６－３４

12 (株)柿崎工務所 柿崎　力治朗 山形県新庄市若葉町５－５

13 (株)葛麓 柿崎　匡武 山形県新庄市十日町１５７０－２

14 (株)くまケン 熊坂　功 山形県山形市飯田２－３－３

15 (株)クラフト 武田　元裕 山形県上山市川口字五反田８５０－１

16 (株)健設備工業 渡邉　幸樹 山形県東村山郡中山町大字達磨寺５８－１

17 (株)後藤組 後藤　茂之 山形県米沢市丸の内２－２－２７

18 (株)小松組 小松　与志雄 山形県酒田市こあら３－６－１

19 (株)三栄電機工業 大沼　三也 山形県酒田市錦町１－４－２１

20 (株)三瓶工業 三瓶　誠 山形県天童市石鳥居２－１－１４１

21 (株)三和 庄司　幸治 山形県山形市五十鈴１－２－３

22 (株)ジェック 佐藤　信勝 山形県東根市宮崎５－３－１０

23 (株)新庄砕石工業所 柿崎　武男 山形県新庄市十日町１５７４－３

24 (株)新庄・鈴木・柴田組 柿崎　和朗 山形県新庄市十日町２７６０－９

25 (株)菅原工業 菅原　敏秋 山形県山形市中桜田１－８－２３

26 (株)鈴木工務店 鈴木　重治 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝５７８３

27 (株)セントラルリース 鈴木　康子 山形県東村山郡中山町大字長崎字中原９８９

28 (株)髙橋工務店 髙橋　恭史 山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘３－５－５１

29 (株)土屋興業 土屋　政浩 山形県天童市久野本１６５４

30 (株)テクノス 荒木　新次 山形県天童市東芳賀２－６－２０

31 (株)トウデン 佐藤　信勝 山形県山形市東山形１－６－１０

32 (株)富樫建設 富樫　浩明 山形県西村山郡河北町谷地所岡３－２－７

33 (株)長浜建設 長濱　貞義 山形県酒田市木川字東中道３９－２

34 (株)日建美装 藤岡　雅広 山形県上山市金瓶字北１７－４

35 (株)蜂谷建設 蜂谷　俊一 山形県天童市大字荒谷字金石段１２４４－３

36 (株)ハムシステム庄内 佐藤　公俊 山形県酒田市両羽町６－４

37 (株)藤建設 齋藤　政彦 山形県東村山郡山辺町大字山辺３０６０－１

38 (株)丸高 髙橋　剛 山形県酒田市下安町４１－１

39 (株)やいち 渡辺　弥一 山形県山形市大字十文字字大原５２３

40 (株)矢萩土建 矢萩　一志 山形県村山市大字名取１０７９－２

41 (株)山形組 荒井　孝直 山形県山形市幸町６－２１

42 (株)ヤマケンマシナリー 尾形　一男 山形県山形市北山形２－１－７

43 (株)ヤマコン 佐藤　隆彦 山形県山形市十文字天神東７７０

44 (株)渡会電気土木 武田　啓之 山形県鶴岡市下山添字一里塚３６

45 アベ電工(株) 阿部　勝 山形県鶴岡市小淀川字色田７２－４

46 金子建設工業(株) 金子　尚人 山形県米沢市城北２－１－１７

47 神室工業(株) 大場　誠一 山形県最上郡真室川町大字平岡１７５０－１

48 小松建設(株) 小松　幸弘 山形県山形市六日町８－１４

49 渋谷建設(株) 澁谷　豪 山形県山形市東青田５－１－５

50 新和産業(株) 新目　茂和 山形県山形市近田３７

51 双栄建設(有) 志田　範夫 山形県山形市大野目４－２－３５

52 泰昌建設(株) 澁谷　哲 山形県山形市城西町１－６－２２

53 大日建設(株) 木村　実 山形県山形市印役町５－２－１３

54 Ｔ＆日本メンテ開発(株) 土門　雅仁 山形県酒田市木川字東中道２９－８

55 東光計測(株) 高力　隆 山形県山形市大字漆山字梅ノ木１９８５－４

56 東北電化工業(株) 會津　圭一郎 山形県山形市青田３－９－１８

57 東北メンテナンス工業(株) 濱田　勝也 山形県酒田市大浜１－４－５７

58 永井建設(株) 永井　敏行 山形県新庄市五日町字宮内３２２－１

59 長岡ガス供給(株) 鈴木　修次 山形県天童市中里５－１３－１６

60 西河産業(株) 菅野　大輔 山形県山形市平久保４０－５

61 日光設備工業(株) 須貝　武夫 山形県山形市小白川町４－１０－３

62 日本電設工業(株)山形営業所 楢山　敏彦 山形県山形市香澄町１－１－１

63 沼田建設(株) 金田　孝司 山形県新庄市大字島越１７８０－１

64 林建設工業(株) 林　浩一郎 山形県酒田市幸町１－６－６

65 東日本エンジニアリング(株) 荒木　宏和 山形県山形市流通センター２－１１－５

※ 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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五十音順（H30.8.28～R2.12.31）

66 布施建設(株) 布施　健 山形県寒河江市南町３－３－３５

67 山形県コンクリート製品工業協同組合 前田　直之 山形県山形市小白川町４－３２－７

68 山形ニッタン(株) 安藤　太一郎 山形県山形市鈴川町４－５－６０

69 山建工業(株) 森谷　純一 山形県山形市流通センター３－８－１

70 山建設備(株) 庄司　亨 山形県山形市流通センター３－８－１

71 山和建設(株) 小山　和夫 山形県西置賜郡小国町大字町原９３－１

72 (有)伊藤舗装工業 伊藤　広文 山形県天童市大字山口６８５

73 (有)丸与建設 笹原　一典 山形県山形市上町５－２－２８

74 (有)山形桜井電気 亀田　光 山形県山形市飯塚町字中道北４６８－２

75 我妻建設工業(株) 我妻　弘一 山形県米沢市塩井町塩野２０１２－１

※ 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。


