
「秋田県　社会保険加入促進宣言企業」
五十音順（H30.9.13～R1.6.30）

Ｎｏ． 企業名 代表者氏名 所在地

1 秋田工営（株） 吉田　浩 秋田県大館市花岡町字前田１２３－１

2 秋田振興建設(株) 小原　将司郎 秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０

3 秋田土建(株) 北林　一成 秋田県北秋田市米内沢字倉ノ沢出口５－１

4 秋田ニチレキ(株) 渡邊　佳樹 秋田市泉中央３－９－１８

5 伊藤建設工業(株) 中村　清昭 秋田県横手市大町５－１９

6 伊藤工業(株) 伊藤　満 秋田県秋田市雄和平沢字舟津田７８－１

7 加藤建設(株) 加藤　俊介 秋田県秋田市泉北３－４－２０

8 (株)荒屋鋪建設 今野　春夫 秋田県大仙市花館字下殿屋敷９

9 (株)伊幸組 山田　實 秋田県横手市下境字日向１１９－１

10 (株)伊藤土木 伊藤　芳行 秋田県大仙市大沢郷寺字葭谷地７０－２０

11 (株)イーテック 吉川　修 秋田県秋田市楢山城南新町１８－１

12 (株)英明工務店 加藤　憲成 秋田県秋田市新屋船場町６－５３

13 (株)大友組 大友　輝夫 秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台７６－１

14 (株)大沼組 大沼　武彦 秋田県由利本荘市東由利蔵字蔵１１３－２

15 (株)小貫建設 小貫　實 秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺１４８－５

16 (株)加藤建設 加藤　正己 秋田県男鹿市払戸字大樋１６－１

17 (株)カンザイ 越後　健夫 秋田県鹿角市花輪字新田町１６－４８

18 (株)小板橋建設 小板橋　広吉 秋田県鹿角市花輪字寺ノ後７

19 (株)小林産業 小林　竹典 秋田県仙北市西木町桧木内字高屋２７３－１

20 (株)佐々木組 佐々木　一勉 秋田県湯沢市大島９９－１

21 (株)佐藤建設 佐藤　清次 秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原９６－９

22 (株)佐藤庫組 佐藤　昌郁 秋田県北秋田市木戸石字川下３２

23 (株)三共施設 斎藤　淳一 秋田県由利本荘市薬師堂字谷地１７７

24 (株)清水組 清水　重輝 秋田県男鹿市船越字船越２８５

25 (株)進藤電機 進藤　隆 秋田県大仙市土川字半道寺西野８

26 (株)菅与組 畠山　順太郎 秋田県潟上市昭和乱橋字下畑５０

27 (株)鈴木建設工業 鈴木　国男 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字立石６２

28 (株)高修興業 高橋　　譲 秋田県湯沢市小野字小町１００

29 (株)高嶋組 高嶋　伸夫 秋田県湯沢市寺沢字中川原２－１

30 (株)タナックス 葛西　秀正 秋田県鹿角郡小坂町小坂字五十刈５－３

31 (株)塚本建設 石川　寛志 秋田県由利本荘市水林３－７

32 (株)西宮組 西宮　幸実 秋田県仙北市西木町門屋字漆原８８－８

33 (株)能登谷工務所 能登谷　正人 秋田県秋田市旭南３－３－３０

34 (株)畠山建設工業 畠山　隆太郎 秋田県仙北市田沢湖生保内字相内端５７－４

35 (株)ハチヨウ 髙橋　光太朗 秋田県大館市花岡町字小坪川１１７

36 (株)堀井建設 堀井　和典 秋田県由利本荘市神沢字冷水１７１－２

37 (株)皆瀬土木 高橋　光明 秋田県湯沢市皆瀬字宮田１１５

38 (株)三浦組 今野　恵一 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下２－２８９

39 (株)三浦組 三浦　正光 秋田県由利本荘市玉ノ池字落シ１２－１

40 (株)宮原組 宮原　竜也 秋田県大仙市神宮寺字家後１８－２

41 (株)村岡組 村岡　洋平 秋田県横手市横手町字三ノ口７

42 (株)吉田建設 吉田　博行 秋田県横手市雄物川町薄井字下開３４４

43 川越工業(株) 川越　康平 秋田県にかほ市象潟町小砂川字クカコヤ６－３５

44 木内組土建(株) 木内　了 秋田県由利本荘市一番堰２８７

45 小坂工業(株) 小坂　和則 秋田県由利本荘市鳥海町伏見字久保１７－４

46 古城建設（株） 髙山　彰 秋田県秋田市川尻町字大川反２３３－６１

47 コマツ建設(株) 小松　貴幸 秋田県にかほ市金浦字鳥長根１３０－２

48 齋藤建設(株) 齋藤　朝昭 秋田県にかほ市象潟町本郷字谷地田５

49 佐々木板金工業(株) 佐々木　猛 秋田県大館市花園町字前田９９－１

50 スマイルネットワーク(株) 齋藤　敏洋 秋田県にかほ市三森字沖田１７６－１

51 創和建設(株) 小原　　朗 秋田県横手市駅前町１３－８

52 玉川電気工業(株) 鈴木　　浩 秋田県大仙市佐野町２１－４

53 成田建設(株) 成田　保 秋田県能代市字鳥小屋５－２

54 日本電設工業(株)秋田支社 柳田　憲逸 秋田県秋田市手形新栄町１－３０

55 能代電設工業(株) 山田　倫 秋田県能代市浜通町１－４５

56 花岡土建(株) 鈴木　泚士 秋田県大館市中道３－１－５０

57 はりま建設（株） 播間　泰 秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９－１

58 平鹿設備工業(株) 中嶋　吉美 秋田県横手市平鹿町上吉田字車長根２２

59 藤田建設(株) 藤田　隆一 秋田県男鹿市船越字内与２９４－１６１６

60 本荘電気工業(株) 塩谷　久樹 秋田県秋田市八橋本町３－３－３

61 マルト建設(株) 山平　重明 秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越５０－１

62 三又建設(株) 下夕村　正樹 秋田県横手市山内三又字落合１０－１

63 村岡建設工業(株) 村岡　兼幸 秋田県由利本荘市一番堰１８１

64 森建設工業(株) 森　　純 秋田県にかほ市象潟町長岡字向工２１

65 山勇建設工業(株) 猪股　榮助 秋田県由利本荘市館字中島２３１－１

66 山岡工業(株) 山岡　緑三郎 秋田県秋田市御所野湯本２－１－５

67 山建開発(株) 山内　智博 秋田県秋田市横森５－２１－９

68 山科建設(株) 山科　優 秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り渕１５８－１

69 (有)阿部組 阿部　久 秋田県横手市駅前町５－４１

70 (有)伊藤地質調査事務所 田村　正明 秋田県秋田市牛島東４－７－１０

71 (有)小松住宅設備機器 小松　孝 秋田県由利本荘市赤沼下２４３－１６

72 (有)今野電気 今野　壮一 秋田県由利本荘市黒沢字勘定免３

73 (有)相馬板金工業所 相馬　久夫 秋田県北秋田市花園町５－３

74 (有)高橋土木 髙橋　芳子 秋田県由利本荘市前郷字寺ノ下１０９－４

75 (有)宝建工業 小林　俊也 秋田県能代市浅内字舟沢７３－５０

76 横手建設(株) 武茂　広行 秋田県横手市前郷二番町７－１３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　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。

※　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。


