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番号 会社名・団体名 所在地

1 （株）有迫組 代表取締役 久永　義治 鹿児島市田上８丁目２７－９
2 （株）有川組 有川　正一 薩摩川内市樋脇町塔之原５０番地
3 （株）有村工務店 代表取締役 有村　満裕 南さつま市加世田武田１５４１６－９
4 （有）勇建設 栫　利典 鹿児島市岡之原町３１４６番地４
5 （株）岩野建設 代表取締役 岩野　仁保 指宿市十二町４２２４
6 （株）岩本建設 代表取締役 岩本　久志 鹿児島市喜入生見町２８３３番地
7 （有）石堂建設 石堂　和雄 熊毛郡南種子町茎永３７２１
8 石渡産業 石渡　浩一 鹿児島市大明丘１丁目６－１
9 （有）稲留重土木 稲留　慎一 鹿児島市西伊敷１丁目１６番１号

10 （株）植村組 代表取締役 桑原　宏志 鹿児島市伊敷五丁目９番８号
11 （株）後迫組 代表取締役 後迫　芳周 指宿市岩本５５５番地１
12 上山建設（株） 代表取締役 山田　有綱 鹿児島市南林寺町２１番１６号
13 （株）大山組 本村　修 熊毛郡中種子町野間５３４２
14 大保建設（株） 盛山　勝浩 鹿児島市東谷山三丁目８－２３
15 （株）大坪建設 石原　堅 南九州市川辺町下山田２５５５－１
16 （有）大村産業 代表取締役 大村　義一 指宿市湯の浜三丁目８番２７号
17 鎌田建設（株） 代表取締役 鎌田　善政 霧島市国分敷根１４１
18 （株）川北電工 代表取締役社長 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９
19 （株）鹿大丸 代表取締役 原田　大藏 鹿児島市桜島赤生原町１番地１１
20 鹿児島県リサイクル（株） 代表取締役 西窪　勝 鹿児島市下福元町字金見山１９８７番地
21 （株）カーネギー産業 代表取締役 上園　勉 鹿児島市宇宿二丁目１３番１１号
22 （株）鹿児島イワイ工業 代表取締役 岩井　清司 霧島市隼人町小田２８２番地２
23 （株）川原建設 代表取締役 塚田　洋一 霧島市隼人町東郷１０１０番地
24 （有）川畑工務店 代表取締役 川畑　謙二 志布志市志布志町帖４８６９番地２
25 （株）上津建設 代表取締役 上津　和輝 垂水市二川１０２２番地
26 （株）型枠久保組 久保　隆志 鹿児島市春山町８８６－２
27 （有）上四元工務店 代表取締役 上四元　正昭 鹿児島市四元町８３９番地１
28 鹿児島道路サービス（株） 代表取締役 上原　徳正 鹿児島市吉野町４８４９番地６
29 （有）和人組 代表取締役社長 小山　倫明 熊毛郡南種子町中之上２１８３
30 （株）加覧組 代表取締役 新谷　昭彦 南九州市川辺町小野１１８４番地
31 肝付土建（株） 代表取締役 谷口　幸司 鹿屋市吾平町麓３９９２番地５
32 久徳建設（株） 代表取締役 久徳　博文 曽於郡大崎町神領２１５６番地１
33 （株）清川タイル 清川　和司 鹿児島市田上六丁目１番１７号清川ビル３Ｆ
34 （株）久保工務店 代表取締役社長 永池　重久 鹿児島市高麗町３７番２１号
35 桑畑建設（株） 桑畑　昭三 南九州市川辺町永田４０７１－３
36 （株）クロキ工業 代表取締役 黒木　徹 鹿児島市光山一丁目６番５号
37 （株）祁答院土木 代表取締役 坊野　好伸 薩摩川内市祁答院町下手１５４番地
38 小牧建設（株） 代表取締役 小牧　隆 鹿児島市郡元一丁目１番２号
39 （株）寿産業 内田　敬之 日置市吹上町中原２０８０－２
40 （株）木場建設 代表取締役 木場　弘子 薩摩川内市東郷町烏丸１７４９－１
41 コーアツ工業（株） 代表取締役 吉田　三郎 鹿児島市伊敷五丁目１７番５号
42 こうかき建設（株） 代表取締役 幸加木　豪 鹿児島市小野四丁目３番１９号
43 国基建設（株） 代表取締役 下小野田　隆 鹿屋市串良町有里３１３０番地
44 （株）佐々木組 代表取締役 佐々木　祐輔 霧島市隼人町東郷１１１６
45 （株）西郷組 代表取締役 西郷　進平 日置市伊集院町徳重４８２
46 （株）笹田建設 代表取締役 岩下　一光 薩摩郡さつま町船木２９５５番地１
47 （株）榮建設 榮　禎二 大島郡喜界町佐手久２９０９－１６
48 佐藤建設（株） 代表取締役 佐藤　玲央 志布志市松山町新橋１２９－８
49 （有）サンライズ 代表取締役 廣庭　淳一 鹿児島市原良４丁目１４番３０号
50 （株）三反田建設 代表取締役 三反田　勇 鹿児島市上福元町３５４２
51 五月産業（株） 代表取締役 池田　真二 鹿児島市伊敷六丁目１３番１号
52 （株）斉藤工務店 斉藤　奈良治 薩摩川内市田海町３００６
53 （株）白川田工務店 代表取締役 白川田　廣八 薩摩郡さつま町広瀬３３６４－４
54 （株）親和電機 篤　俊治 鹿児島市照国町１２番６号
55 （株）松竹建設 代表取締役 松里　悟 鹿児島市大竜町１番１号
56 （株）新栄 代表取締役 安樂　正録 鹿児島市谷山港２丁目３番地８
57 （株）勝利商會 下田　勝利 鹿児島市小川町２７－２
58 （株）新中建設 代表取締役 荒木　康之 霧島市隼人町小田２３９６－１
59 鷲建（株） 堀内　丈嗣 霧島市隼人町真孝１８００－１１
60 （株）島津建設 代表取締役 東　冨美男 鹿児島市吉野町９７００番地１
61 末重建設（株） 代表取締役 末重　堅司 霧島市溝辺町麓５１３番地１
62 （有）摺木建設 代表取締役 摺木　陽平 鹿児島市田上台１丁目３５番１１号
63 末吉建設（株） 代表取締役 末吉　晴海 鹿児島市田上八丁目３番５号
64 （株）末吉土木 代表取締役 末吉　満 薩摩郡さつま町虎居２１２７－２
65 （株）瀬戸口建設 代表取締役 瀬戸口　慎二 霧島市横川町下ノ１０８３
66 曽山建設（株） 石野田　洋昭 霧島市隼人町神官三丁目１－２６
67 （株）田島組 田島　功輔 薩摩川内市入来町副田２１８６番地２
68 （株）田川組 代表取締役 近藤　友征 鹿児島市荒田二丁目６番２０号
69 種子島建設（株） 代表取締役 神崎　壽丸 熊毛郡南種子町中之下１９１９番地１３９
70 （株）田代組 代表取締役 田代　卓郎 薩摩川内市隈之城町１８６５番地
71 （有）谷口建設 代表取締役 谷口　修司 鹿児島市伊敷５丁目１４－１８
72 （株）竹添工務店 代表取締役 竹添　武郎 南さつま市加世田武田５５２番地
73 竹山建設（株） 竹山　博昭 奄美市名瀬小俣町２９－２５
74 （株）大和建設 代表取締役 仁規　浩二 大島郡大和村大和浜５８番地１
75 （株）ダイサン 代表取締役 山口　太 霧島市国分松木１２９１－１
76 第一建設（株） 代表取締役 木山　裕継 姶良市加治木町朝日町２番地
77 鶴丸興業（株） 代表取締役 森山　博信 薩摩川内市勝目町５９４１番地
78 （有）津田組 津田和　秋文 霧島市隼人町姫城７２２
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79 （株）津田和建設 代表取締役 津田和　亨 霧島市隼人町松永３２８２－４
80 （株）常磐建設 代表取締役 尾辻　義治 指宿市山川岡児ヶ水２０１－５
81 東和建設（株） 代表取締役 原田　竹生 日置市東市来町湯田３４９８番地
82 徳澤建設（株） 徳澤　直紀 曽於郡大崎町菱田２５９３番地１
83 永田重機土木（株） 代表取締役 永田　雄一 鹿児島市川上町２２１６番地１
84 南生建設（株） 代表取締役 川畑　智洋 鹿児島市平之町８番１３号
85 長野建設（株） 代表取締役 長野　義哉 枕崎市住吉町２０番地
86 （株）中原建設 代表取締役 中原　尚治 鹿児島市下荒田三丁目２９番６号
87 南日防水工業（株） 代表取締役 溝口　隆志 鹿児島市玉里町２番１号
88 （株）内装のきみの 君野　大輔 南九州市川辺町上山田１８２０
89 （株）南防 代表取締役 原田　毅 鹿児島市紫原四丁目１９番１０号
90 （有）永田（修）工務店 代表取締役 永田　洋 鹿児島市吉野町５３８７－１８
91 （株）中西組 今西　将 鹿児島市光山２丁目３－４６
92 （株）日本ジオテック 代表取締役 今村　貢 鹿児島市伊敷台六丁目２７番６号
93 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十三番七号
94 （株）新留土木 新留　司 鹿児島市中央町６－３
95 （株）西久保工務店 代表取締役 西久保　剛 鹿児島市皇徳寺台二丁目４８番８号
96 （株）西瓦創設 西　隆 指宿市十町１８０１－１５
97 （株）西園組 代表取締役 西園　彰 指宿市岩本２８６２番地１
98 日伸建設（株） 代表取締役 大谷　正人 霧島市福山町佳例川４３７－３
99 （株）野添土木 代表取締役 野添　導博 鹿児島市持木町４０番地

100 （株）浜畑組 代表取締役 古田　吉富 出水郡長島町山門野３５８９番地
101 （株）八昇組 代表取締役 田原　昇 鹿児島市下福元町６７４５－２
102 橋口建設（株） 代表取締役 橋口　良一 南九州市川辺町下山田９８９番地
103 （有）早渕建設 代表取締役 早淵　健一 霧島市横川町中ノ３４９番地
104 （有）早渕土木 代表取締役 早渕　忍 霧島市横川町中ノ９６９－７
105 林建設（株） 代表取締役 林　隆秀 鹿児島市真砂町２番１１号
106 （株）パワー・ウイング 柏木　秀太 薩摩川内市勝目町６１８４－４
107 （株）ヒラヤマ 郷式　千鶴 出水市平和町１０１２番地
108 （株）平原組 代表取締役 近藤　泰史 姶良郡湧水町川西７９０－５
109 東建設工業（株） 代表取締役 東　正行 西之表市西之表１０２３０番地
110 （株）福尚 代表取締役 福永　昭一 指宿市西方４５１８番地
111 （株）二渡建設 代表取締役 山下　文人 鹿児島県薩摩郡さつま町二渡４３６３番地
112 福地建設（株） 代表取締役 福地　茂穂 霧島市牧園町宿窪田２５１６番地
113 （株）フクケン 代表取締役 福永　大作 鹿屋市野里町３５２９番地１
114 （株）フタマタ開発 代表取締役 二俣　剛 鹿児島市西伊敷七丁目３４番１２号
115 藤田建設興業（株） 代表取締役 藤田　護 西之表市西町４６
116 （株）福島工務店鹿児島支店 支店長 野元　亨 鹿児島市東谷山一丁目５９番１４号
117 外薗建設工業（株） 代表取締役 外薗　太一郎 薩摩川内市上川内町３２５５
118 （有）外西建業 代表取締役 外西　茂 肝属郡東串良町川東１５４３
119 （株）外薗運輸機工 代表取締役 外薗　直樹 薩摩川内市陽成町１４６６番地１
120 （株）堀之内工務店 代表取締役 堀之内　広高 鹿児島市川上町２７５０番地９４
121 豊和建設（株） 代表取締役 有川　浩市 鹿児島市天保山町８番６号
122 丸福建設（株） 代表取締役社長 谷口　明広 鹿児島市易居町４番３号
123 松﨑建設（株） 代表取締役 松﨑　透 いちき串木野市大里５９４４番地１
124 （株）前田建設 代表取締役 前田　健司 南さつま市金峰町中津野４０７番地１
125 （株）前田建設 代表取締役 前田　国光 奄美市名瀬平田町２番９号
126 （有）松島建設 松島　恒利 西之表市西之表１０２３８－３
127 松岡建設（株） 松岡　信人 肝属郡肝付町前田１２８８番地１
128 牧迫建設（株） 代表取締役 牧迫　英敏 鹿児島市小野一丁目１２番２号
129 （株）宮之前建設 宮之前　明仁 日置市吹上町今田２７８
130 （株）三竹工業 代表取締役 竹下　嘉将 鹿児島市伊敷六丁目１２番３２号
131 （有）みのる建設 井之元　稔 曽於市末吉町南之郷４８６１－１０
132 （株）森山肇組 代表取締役 八木　政文 鹿児島市広木一丁目１５番３６号
133 （株）森山（清）組 代表取締役 森山　豊治 鹿児島市唐湊一丁目１３番２５号
134 （株）モトムラ 本村　涼子 熊毛郡中種子町野間５１０１－２
135 森建設（株） 代表取締役 森　政広 鹿児島市上荒田町２９番２３号
136 （株）森組 代表取締役 森　英之 垂水市市木２２８番地１
137 （株）森建設 代表取締役 森　義大 鹿屋市輝北町上百引３８４７番地２
138 山佐産業（株） 代表取締役 門田　道弘 肝属郡肝付町前田９７２
139 （株）山﨑商会 代表取締役 山﨑　洋 鹿児島市永吉１丁目２０番７号
140 （株）山之内工建 山之内　守 鹿児島市東谷山７丁目８番２２号
141 ヤマグチ（株） 代表取締役 山口　克典 霧島市牧園町宿窪田１９６０
142 山口建装（株） 代表取締役 山口　浩幸 鹿児島市谷山港一丁目３番１５号
143 （有）山之内工業 代表取締役 山之内　浩二 鹿児島市上谷口町３２５８－５
144 吉村工業（株） 代表取締役 吉村　敏 霧島市霧島田口１５
145 吉留建設（株） 代表取締役 岩﨑　敏郎 鹿児島市新栄町２５番１号
146 （株）吉屋組 代表取締役 酒匂　千秋 鹿児島市吉野町５５５６番地１
147 （株）吉留組 代表取締役 西元　勇 肝属郡東串良町池之原１２７１
148 （株）隆成 畠中　隆 鹿児島市田上町３８５６－１
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