
平成３１年１月１１日
九 州 地 方 整 備 局
鹿 児 島 県

「鹿児島県 社会保険加入促進宣言企業」の公表について
－ 社会保険加入に積極的に取り組み「行動基準」の遵守を宣言する建設企業リスト（１２７社）を公表します －

建設業における社会保険加入対策にあたり、地域レベルでその取組の定着とさらなる促
進の徹底を図ることを目的に、平成３０年１１月１６日、※「鹿児島県建設業社会保険加
入推進地域会議」を開催しました。
この会議では、「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」（別紙参照）を採

択し、平成３０年１１月２１日より、当該基準の遵守を宣言する建設企業の募集を行って
まいりました。
今般、平成３０年１２月２８日時点での宣言企業のリスト（１２７社）を取りまとめま

したので、公表いたします。なお、九州管内地域会議（福岡県、熊本県、鹿児島県）にお
ける宣言企業は３３３社（本公表及び同時公表を含む）となっております。

※「鹿児島県建設業社会保険加入推進地域会議」
これまで建設業界と行政が一体となって進めてきた社会保険加入対策について、より地域に根ざ

した取組として徹底を図っていくため、社会保険の加入対策に積極的に取り組む鹿児島県内の建設
企業等を対象に、平成３０年１１月１６日に開催したものです。

※宣言企業リストは、九州地方整備局ホームページ上にも掲載しておりますのでご覧ください。
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/index_02.html#mikanyu

社会保険加入対策は、これまで関係者が一体となって取り組んできましたが、この「行
動基準」遵守の宣言企業募集は、より地域に根ざした取組として、地域単位・企業単位で
の運動の定着を図って行こうとするものです。
引き続き、「社会保険加入促進宣言企業」の募集を行っておりますので、本取組の趣旨

に賛同される建設企業の皆様からの積極的なご応募をお待ちしております。

■■■「鹿児島県建設業社会保険加入推進地域会議」における「社会保険加入促進宣言企業」募集について■■■

１ 募集対象：「鹿児島県内に拠点を置く建設企業」又は「鹿児島県内での施工実績を有する建設企業」

※法人、個人は問いません。

※建設業関係団体への加盟、非加盟も問いません。

２ 応募方法：「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」（別紙参照）に会社名、代表者名、所在地等

の必要事項を記載のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください。

３ 行動基準：別紙を参照してください。

４ そ の 他：お申込みいただいた建設企業につきましては、「社会保険加入促進宣言企業」として九州地方整備局

のホームページ上で、会社名、代表者名、所在地を公表させていただきます。

（問合せ先）
九州地方整備局 建政部 ０９２－４７１－６３３１（代表）

０９２－４０９－４２０１（直通）
建設産業課長 広瀬 祐一郎（内線６１４１）
建設産業課長補佐 樋口 敏明 （内線６１４２）
資力確保指導係長 野元 寛沖 （内線６１４７）



「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」

１．工事を受注する際には施工に携わる作業員に係る法定福利費を適切に考慮し、
ダンピング受注をしないこと

２．下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険に加入していることを
確認すること

３．施工する現場に携わる下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な保険に
加入させることを求め、作業員が適切な保険に加入していることを確認すること

４．下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の普及に努め、下請指導
ガイドラインに基づいた指導を行うこと

５．下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を促し、法定福利費相
当額を適切に見込んだ金額で契約すること

６．工事を受注する際には必要な法定福利費の額を適切に積算して法定福利費を内訳
明示した見積書を提出し、ダンピング受注をしないこと

７．労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分し、雇用する社員については、
法令に従って必要な保険に加入させること

８．（再下請に出す場合）下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険
に加入していることを確認すること

９．（再下請に出す場合）下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な保険に
加入させることを求めること

10. （再下請に出す場合）下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の
普及に努め、下請指導ガイドラインに基づいた指導を行うこと

11. （再下請に出す場合）下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用
を促し、法定福利費相当額を適切に見込んだ金額で契約すること

当社は、「鹿児島県建設業社会保険加入推進地域会議」において採択された『社会保険加入を進

めるにあたって守るべき行動基準』を遵守することを宣言します。

＜送付先・問い合わせ先＞

鹿児島県建設業社会保険加入推進地域会議 事務局（九州地方整備局 建政部 建設産業課）

FAX 092-476-3511 ／ TEL 092-471-6331【代表】
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平成３０年１２月２８日時点

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 （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
29 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
30 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
31 （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
32 （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
33 桑畑建設（株） 桑畑　昭三 南九州市川辺町永田４０７１－３
34 （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
35 （株）久保工務店 永池　重久 鹿児島市高麗町３７番２１号
36 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
37 （株）寿産業 内田　敬之 日置市吹上町中原２０８０－２
38 （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
39 （株）佐々木組 代表取締役 佐々木　祐輔 霧島市隼人町東郷１１１６
40 （株）西郷組 代表取締役 西郷　進平 日置市伊集院町徳重４８２
41 （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
42 （株）榮建設 榮　禎二 大島郡喜界町佐手久２９０９－１６
43 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
44 （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
45 （株）三反田建設 代表取締役 三反田　勇 鹿児島市上福元町３５４２
46 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
47 （株）斉藤工務店 斉藤　奈良治 薩摩川内市田海町３００６
48 （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
49 （株）親和電機 篤　俊治 鹿児島市照国町１２番６号
50 （株）松竹建設 代表取締役 松里　悟 鹿児島市大竜町１番１号
51 （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
52 （株）勝利商會 下田　勝利 鹿児島市小川町２７－２
53 （株）新中建設 代表取締役 荒木　康之 霧島市隼人町小田２３９６－１
54 鷲建（株） 堀内　丈嗣 霧島市隼人町真孝１８００－１１
55 （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
56 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
57 （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
58 曽山建設（株） 石野田　洋昭 霧島市隼人町神官三丁目１－２６
59 （株）田島組 田島　功輔 薩摩川内市入来町副田２１８６番地２
60 （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
61 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
62 （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
63 （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
64 （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
65 （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
66 （株）ダイサン 代表取締役 山口　太 霧島市国分松木１２９１－１
67 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
68 （有）津田組 津田和　秋文 霧島市隼人町姫城７２２
69 （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
70 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
71 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
72 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
73 長野建設（株） 代表取締役 長野　義哉 枕崎市住吉町２０番地
74 （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
75 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
76 （株）内装のきみの 君野　大輔 南九州市川辺町上山田１８２０

「鹿児島県　社会保険加入促進宣言企業」

代表者名



平成３０年１２月２８日時点

番号 会社名・団体名 所在地

「鹿児島県　社会保険加入促進宣言企業」

代表者名

77 （株）南防 原田　毅 鹿児島市紫原四丁目１９番１０号
78 （有）永田（修）工務店 代表取締役 永田　洋 鹿児島市吉野町５３８７－１８
79 （株）中西組 今西　将 鹿児島市光山２丁目３－４６
80 （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
81 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
82 （株）新留土木 新留　司 鹿児島市中央町６－３
83 （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
84 （株）西瓦創設 西　隆 指宿市十町１８０１－１５
85 （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
86 （株）八昇組 代表取締役 田原　昇 鹿児島市下福元町６７４５－２
87 （株）パワー・ウイング 柏木　秀太 薩摩川内市勝目町６１８４－４
88 （株）ヒラヤマ 郷式　千鶴 出水市平和町１０１２番地
89 （株）平原組 代表取締役 近藤　泰史 姶良郡湧水町川西７９０－５
90 東建設工業（株） 代表取締役 東　正行 西之表市西之表１０２３０番地
91 （株）福尚 代表取締役 福永　昭一 指宿市西方４５１８番地
92 （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
93 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
94 （株）フクケン 代表取締役 福永　大作 鹿屋市野里町３５２９番地１
95 （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
96 藤田建設興業（株） 代表取締役 藤田　護 西之表市西町４６
97 （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
98 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
99 （有）外西建業 代表取締役 外西　茂 肝属郡東串良町川東１５４３

100 （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
101 （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
102 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
103 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
104 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
105 （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
106 （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
107 （有）松島建設 松島　恒利 西之表市西之表１０２３８－３
108 松岡建設（株） 松岡　信人 肝属郡肝付町前田１２８８番地１
109 （株）宮之前建設 宮之前　明仁 日置市吹上町今田２７８
110 （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
111 （有）みのる建設 井之元　稔 曽於市末吉町南之郷４８６１－１０
112 （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
113 （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
114 （株）モトムラ 本村　涼子 熊毛郡中種子町野間５１０１－２
115 森建設（株） 代表取締役 森　政広 鹿児島市上荒田町２９番２３号
116 （株）森組 代表取締役 森　英之 垂水市市木２２８番地１
117 山佐産業（株） 代表取締役 門田　道弘 肝属郡肝付町前田９７２
118 （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
119 （株）山之内工建 山之内　守 鹿児島市東谷山７丁目８番２２号
120 ヤマグチ（株） 代表取締役 山口　克典 霧島市牧園町宿窪田１９６０
121 山口建設(株) 代表取締役 山口　浩幸 鹿児島市谷山港一丁目３番１５号
122 （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
123 吉村工業（株） 代表取締役 吉村　敏 霧島市霧島田口１５
124 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
125 （株）吉屋組 代表取締役 酒匂　千秋 鹿児島市吉野町５５５６番地１
126 （株）吉留組 代表取締役 西元　勇 肝属郡東串良町池之原１２７１
127 （株）隆成 畠中　隆 鹿児島市田上町３８５６－１

※会社名は五十音順です。
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