
「佐賀県　社会保険加入促進宣言企業」
令和2年5月20日 現在

番号 会社名・団体名 所在地

1 （株）アクセル 代表取締役 安部　健 小城市三日月町織島2455番地1

2 安部建設（株） 代表取締役 松園　章 佐賀市大和町大字尼寺788-1

3 天建組(株) 代表取締役 天川　憲一 唐津市厳木町天川1657-5

4 （株）天本緑地造園 代表取締役 伊関　修 鳥栖市村田町五反三歩1493-1

5 （株）鵜池造園 代表取締役社長 鵜池　邦敏 佐賀市蓮池町３６７－１

6 (株)ウチダ 代表取締役 内田　陽三 佐賀市駅南本町6番7号

7 (株)内分組 代表取締役 金原　義訓 武雄市北方町大字志久1246

8 （株）うらかわ 浦川　康唱 佐賀県藤津郡太良町大字多良１３６１

9 （株）エィ・ティ・ジー 岡本　千佐子 小城市芦刈町三王崎89-4

10 大川内建設（株） 代表取締役 大川内　学 嬉野市塩田町大字久間甲４７７番地１

11 岡本建設（株） 岡本　秀実 小城市芦刈町三王崎１１０

12 笠原建設(株) 笠原　秀子 唐津市石志4459-1

13 唐津土建工業（株） 代表取締役 岩本　真二 唐津市二タ子２丁目７番５１号

14 川原建設(株) 代表取締役 川原　丈司 伊万里市二里町八谷搦115番地10

15 （株）キューセツ 内山　竜樹 小城市小城町池上2965番地1

16 (株)協和製作所 代表取締役社長 藤井　道博 佐賀市高木瀬西6丁目9番1号

17 （株）栗山組 代表取締役 栗山　直敏 鹿島市大字高津原4214番地10

18 桑形建設（株） 代表取締役 桑形　勇 鳥栖市藤木町2103-1-502

19 古賀設備工事(株) 代表取締役 内田　隆憲 佐賀市高木瀬西6丁目11番4号

20 小早川工業 代表 小早川　玉流 福岡県嘉麻市牛隈640-1

21 （株）小林産業 小林　成郎 西松浦郡有田町黒川甲１５８２－２

22 佐賀安全産業（株） 代表取締役社長 水田　明 佐賀市兵庫町大字藤木１２８１番地１４

23 （株）サガキザイ 代表取締役 平方　英樹 佐賀市東与賀町大字下古賀461番地

24 （株）坂口組 代表取締役 坂口　義孝 鳥栖市神辺町450番地3

25 サガ・コア＆カッター工業(株) 代表取締役 本山　一浩 佐賀県杵島郡白石町大字福富3209番地4

26 (株)下村建設 代表取締役 下村　敏明 小城市三日月町久米1946

27 （株）修徳建設 代表取締役社長 杉本　修一 佐賀市多布施三丁目８番８号

28 （株）上瀧建設 代表取締役 上瀧　隆 佐賀市今宿町2-5

29 (株)昭和電設工業 代表取締役 中村　忠昭 佐賀県三養基郡みやき町原古賀6676-5

30 (株)シライシ舗道 代表取締役 白石　浩二 佐賀市大和町大字尼寺2524番地8

31 シンテック（株） 代表取締役 徳久　利正 佐賀市鍋島町大字森田829-2

32 （有）セイワ工業 代表取締役 大川内　正義 嬉野市塩田町大字久間甲62番地1

33 （株）園田建設 代表取締役 園田　利治 佐賀市蓮池町大字古賀1080番地3

34 （株）大建工業 代表取締役 林　剛 佐賀市諸富町山領1152-1

35 多久建設（株） 秋永　一正 多久市北多久町大字小侍1152

36 (株)タケリョー 代表取締役 武富　和彦 佐賀県杵島郡江北町山口241番地1

37 （有）田中組 宮﨑　正利 唐津市千々賀６４１

38 田中建機工業(株) 代表取締役 田中　剛 佐賀市鍋島町八戸溝955-1

39 堤電気（株） 代表取締役 堤　浩範 伊万里市立花町２４０１番地１

40 （株）鶴松造園建設 代表取締役 鶴田　忠嗣 唐津市畑島5793番地

41 （有）藤武建設 代表取締役 福武　信介 杵島群白石町大字坂田１０６９－３

42 （株）中島工務店 代表取締役 中島　信哉 小城市三田月町久米2111番地8

43 （株）中野建設 代表取締役社長 中野　武志 佐賀市水ヶ江二丁目11-23

44 （株）ナカムラ 代表取締役 寺尾　艶子 小城市牛津町柿樋瀬３８９番地１

45 (株)西九州道路 代表取締役 江頭　一樹 佐賀市鍋島1丁目8-2

46 （株）西日本仮設リース 代表取締役 末次　優証 久留米市山本町豊田134番地3

47 日本電設工業（株）九州支店 執行役員支店長 宗久　秀樹 福岡市博多区比恵町13番7号

48 野田建設(株) 代表取締役 野田　豊秋 佐賀市大和町大字川上5244-1

代表者名
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「佐賀県　社会保険加入促進宣言企業」
令和2年5月20日 現在

番号 会社名・団体名 所在地代表者名

49 （株）葉隠緑化建設 代表取締役　　　　久保　和則 佐賀市嘉瀬町大字扇町２６１７番地の７

50 (株)バイオテックス 原田　烈 佐賀市久保田町久富3134

51 （株）ファーストリバー 代表取締役 野中　拓実 佐賀市富士町大字市川1328

52 福岡足場建設（株） 代表取締役 田中　結城 福岡県朝倉郡筑前町中牟田838番6

53 福正汽船（有） 犬塚　勝政 伊万里市瀬戸町3134-85

54 (株)福地建設 代表取締役 福地　善孝 神埼市神埼町尾崎3248番地

55 富士建設（株） 溝口　隆治 佐賀県杵島郡白石町大字遠江303-13

56 (株)フレックス 宮田　真澄 佐賀市鍋島6-11-19

57 （株）政工務店 代表取締役 寺尾　誠 小城市牛津町柿樋瀬３８９番地１

58 増田建設(株) 代表取締役 増田　正弘 佐賀県藤津郡太良町大字多良1815番地

59 松浦土建(株) 納富　雪徳 佐賀県西松浦郡有田町大字大木宿乙883-2

60 松尾建設（株） 代表取締役社長 松尾　哲吾 佐賀市多布施一丁目4番２７号

61 (株)マツコー 代表取締役 松尾　政博 鳥栖市姫方町309-2

62 （株）豆田組 代表取締役 豆田　守正 佐賀市三瀬村藤原3747

63 （株）峰組 代表取締役 峰　勇二 杵島郡江北町山口１３９８番地１

64 （株）峰土建 代表取締役 峯　弘一 唐津市和多田大土井1-59

65 (株)宮地工務店 宮地　数義 神埼市神埼町竹1386

66 牟田建設(株) 代表取締役 牟田　正明 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲1756

67 森永建設(株) 取締役社長 森永　浩通 佐賀市久保田町大字徳万48番地1

68 (株)山儀建設 代表取締役 山口　登 伊万里市黒川町真手野3108

69 (株)山田組 代表取締役 山田　廣信 佐賀市東与賀町大字田中580-5

70 （株）大和建設 代表取締役 小山田　秀雄 佐賀市兵庫北五丁目３番３５号

71 （株）山中建設 山中　敏 佐賀県西松浦郡有田町黒川丙678

72 ヤマヒロ工業（株） 代表取締役 山口　寛彰 小城市小城町池上366

73 祐徳建設興業(株) 代表取締役 古賀　克也 佐賀市鍋島町八戸3184番地

74 （株）レジテイク 代表取締役 武富　晋一郎 佐賀市神野東3-12-50

75 ロードメンテナンス（株） 代表取締役 古田　太一 佐賀市久保泉町大字下和泉238-1

76 ロードライン(株) 代表取締役 藤原　周太郎 小城市小城町池上1844番地1

五十音順、常用漢字で表示しています。
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