
平成３０年３⽉３０⽇
九 州 地 ⽅ 整 備 局

の公表について「 」社会保険加⼊促進宣⾔企業
－ 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（１０５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２⽉１５⽇、※「福岡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、同会議の翌⽇より、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３⽉２９⽇時点での宣⾔企業のリストを取りまとめましたので、公表

いたします。

※「福岡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福岡県内の建設企
業等を対象に、平成３０年２⽉１５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。

■■■ ■■■「福岡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： 」⼜は「 」「福岡県内に拠点を置く建設企業 福岡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）
建設産業課⻑ 広瀬 祐⼀郎（内線６１４１）
建設産業課⻑補佐 樋⼝ 敏明 （内線６１４２）
資⼒確保指導係⻑ 松本 修⼀ （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、「福岡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＞

福岡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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福岡県建設業社会保険加入推進地域会議

平成３０年３月２９日時点

番号 会社名 所在地

1 (株)安部日鋼工業　九州支店 執行役員支店長 進藤　明彦 福岡市博多区博多駅東１丁目12-6花村ビル6F
2 有田建設(株) 代表取締役 有田　義広 直方市大字植木2133-1
3 アイサワ工業(株)　九州支店 支店長 原岡　正直 福岡市中央区天神1丁目2-4
4 あおみ建設(株)　九州支店 取締役支店長 武藤　孝夫 福岡市博多区博多駅前1-4-4
5 （株）アーキプロ 平木　松美 久留米市新合川1丁目8-34
6 アオケン（株） 代表取締役 後藤　勝 福岡市博多区上牟田1丁目18-23
7 （株）アクティス 河村　貴夫 大野城市仲畑4-2-38
8 （株）安藤・間　九州支店 執行役員支店長 小松　健 福岡市中央区大名1-8-10
9 安藤工事（株） 代表取締役 山本　健治 福岡市南区清水2丁目9-6
10 (株)石橋組 代表取締役 水上　弘敏 田川市大字伊田99-4
11 イトケンテクノ（株） 代表取締役 伊藤　幾太郎 福岡市南区的場1丁目24-3
12 飯田建設（株） 代表取締役 宮木　義高 福岡市博多区東比恵3丁目16-14
13 岩崎建設（株） 代表取締役 岩崎　成敏 福岡市中央区西中洲12-25
14 井樋建設（株） 代表取締役 井樋　聰枝 久留米市大石町507-2
15 内山緑地建設(株) 代表取締役社長 内山　剛敏 久留米市田主丸町地徳3558-1
16 梅林建設（株）福岡支店 執行役員支店長 猪口　和彦 福岡市中央区大名1丁目4-1NDビル
17 江上建設(株) 代表取締役 江上　義紀 大川市大字酒見474-9
18 （株）エトウ組 代表取締役 江頭　義一 久留米市北野町石崎124-1
19 栄進工業（株） 代表取締役 徳永　一郎 筑紫野市岡田3丁目10-5
20 (株)大島産業 代表取締役 大島　環 宗像市冨地原1791-1
21 オリエンタル白石(株)　福岡支店 支店長 山﨑　直人 福岡市中央区天神4丁目2-31
22 (株)大藪組 代表取締役社長 石井　正 筑後市長浜2043-1
23 （株）大谷防水塗装 代表取締役 石橋　誠也 飯塚市片島3丁目13-21
24 川田建設（株）九州支店 執行役員支店長 松本　雅宏 福岡市博多区博多駅東２丁目５－１９
25 (株)柿原組 代表取締役 吉永　泰憲 福岡市中央区薬院3丁目4-21
26 （株）川田産業 代表取締役 川田　至 北九州市八幡西区岸の浦2丁目3-8
27 管清工業（株）　九州営業所 所長 小山田　正男 福岡市博多区東那珂2-17-28
28 九州ニチレキ工事(株) 代表取締役 寺田　実 福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目3-17
29 木原建設(株) 代表取締役 木原　弘毅 柳川市大和町皿垣開46番地
30 共進建工（株） 代表取締役 永江　寿 福岡市早良区有田1丁目30-17
31 九州防水（株） 代表取締役 尾関　正敏 久留米市合川町422-18
32 （株）キュウボウ 代表取締役 尾関　富子 八女市蒲原2055-1
33 （有）九州圧送 北園　滋巳 糟屋郡久山町山田2196-1
34 久留米圧送（株） 井戸　貢 久留米市安武町安武本2911
35 グリーン・ロード（株） 代表取締役 野口　悟 福岡市西区福重3丁目32-21
36 建設サービス(株) 代表取締役 坂口　修 福岡市博多区博多駅東1-17-25
37 興和道路(株) 代表取締役 田中　隆臣 福岡市中央区平尾3-16-17
38 （有）小松工業 小松　卓司 福岡市南区日佐2-17-15
39 交通器材（株） 代表取締役 井上　晋作 福岡市博多区金の隈1丁目21-33
40 （株）工材社 代表取締役 柴田　修司 北九州市門司区大里東口3-10
41 広成建設（株）　九州支店 執行役員支店長 兼村　隆宏 福岡市博多区博多駅南1丁目11-17
42 （有）小宮圧送 小宮　弘子 柳川市三橋町起田547-1
43 三軌建設（株） 代表取締役 田中　章二 福岡市博多区東光寺町1丁目13-5
44 （株）サンクス産業 代表取締役 梶原　武士 福岡市博多区新和町2丁目2-7-401
45 (株)篠原工務所 代表取締役 篠原　靖典 久留米市中央町29-19
46 昭和日本化成(株) 代表取締役 吉川　省吾 福岡市西区野方3丁目1-8
47 シンコー化成（株） 代表取締役 山下　康二 福岡市西区上山門2丁目12-6
48 （有）新星興産 三宅　修藏 福岡市博多区月隈6丁目9-16
49 （株）昭和組 宮部　正晴 大川市大字小保799-1
50 （株）島田電気商会 代表取締役 島田　茂 福岡市中央区薬院2丁目19-27
51 (株)上瀧組 代表取締役 上瀧　洋介 嘉麻市漆生881
52 (株)スギヤマ 代表取締役 杉山　英治 福岡市東区多の津4丁目5-13
53 (株)寿陽建設 代表取締役 近藤　正明 北九州市小倉南区下貫1丁目13-13
54 西部電気工業（株） 熊本　敏彦 福岡市博多区博多駅東3-7-1
55 西光建設（株） 代表取締役社長 高丘　利勝 福岡市東区馬出6丁目2-18
56 （株）ゼンコー産業 元岡　善孝 糟屋郡篠栗町尾仲22-5　ゼンコービル1階
57 田代建設(株) 代表取締役 田代　洋己 直方市下新入627-1
58 (株)竹中工務店　九州支店 支店長 弓削　裕治 福岡市中央区天神4-2-20
59 髙島屋スペースクリエイツ(株)　九州営業所 代表取締役社長 高山　俊三 福岡市博多区下川端町1-1　明治通りﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ本館7Ｆ

60 大和ハウス工業(株) 前田　栄治 福岡市博多区上牟田2丁目11-24
61 （株）ツキジ 代表取締役 築地　隆仁 福岡市南区屋形原3丁目38-12
62 津上産業（株） 代表取締役 津上　和由 北九州市八幡西区鷹の巣2丁目10-19
63 鉄建建設(株)九州支店 執行役員支店長 魚谷　和亮 福岡市中央区荒戸2丁目1-5
64 飛島建設(株)　九州支店 執行役員支店長 曽我部　真也 福岡市中央区渡辺通5丁目14-12　南天神ビル9階
65 (株)東亜工業所 代表取締役社長 谷崎　伸之 北九州市小倉北区熊谷1丁目15-26
66 東洋建工（株） 代表取締役 河村　普剛 福岡市南区野多目2丁目3-21
67 東宝リース（株） 時安　尋次 筑紫野市筑紫駅前通1丁目67
68 戸田建設（株）九州支店 執行役員支店長 窪田　浩一 福岡市中央区白金2丁目13-12
69 東洋建設（株）九州支店 常務執行役員支店長 木和田　雅也 福岡市中央区薬院3丁目3-31　六番館2F
70 （有）同和化工 代表取締役 古川　徳 福岡市早良区次郎丸5丁目18-13
71 (株)中村組 代表取締役 中村　雄一郎 柳川市大和町大坪22
72 (株)ナンキュウ 嶽本　育子 神埼市神埼町尾崎2038-2
73 （有）南筑圧送 下川　洋子 筑紫市熊野959

「社会保険加入促進宣言企業」

代表者名



福岡県建設業社会保険加入推進地域会議

平成３０年３月２９日時点

番号 会社名 所在地

「社会保険加入促進宣言企業」

代表者名

74 (株)日本ピーエス　九州支店 執行役員支店長 用貝　洋 福岡市博多区綱場町2-2　福岡第1ビル6F
75 西日本ディックライト（株） 代表取締役 田中　賢哉 福岡市東区多の津5丁目1-6
76 日建工材（株） 代表取締役 進藤　博史 福岡市城南区片江4丁目8-8
77 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13-7
78 日本乾溜工業（株） 代表取締役社長 伊東　幸夫 福岡市東区馬出1丁目11-11
79 半田建設(株) 代表取締役 半田　利通 久留米市日ノ出町100
80 (株)廣瀬組 代表取締役 大石　秀幸 三潴郡大木町大字八町牟田274-2
81 (株)東田中建設 代表取締役 田中　正男 福岡市東区和白丘2-3-10
82 (株)福田組　九州支店 支店長 湯上　聡 福岡市博多区博多駅南3-7-35
83 福岡ライン（有） 代表取締役 藤田　博彦 福岡市東区八田3丁目23-41
84 双葉工業（株） 代表取締役 星子　洋満 福岡市博多区金隈2丁目1-30
85 （有）福岡協立 田中　耕二 大野城市乙金東4丁目14-11
86 福岡佐賀コンクリートポンプ協同組合 理事長 井戸　貢 大野城市川久保1丁目1-40
87 古本建設（株） 代表取締役 古本　澄夫 田川郡香春町大字中津原1822-2
88 福岡道路（株） 代表取締役 洞　孝道 福岡市東区馬出1丁目1-19
89 （株）フジタ　九州支店 執行役員支店長 岡野　利喜造 福岡市博多区下川端町1-1
90 （株）プロテクノ 代表取締役 田中　一善 久留米市国分町34-11
91 （有）ヘイワ技建 田中　博文 太宰府市北谷1016-9
92 （株）平和電興 代表取締役社長 楢原　俊成 福岡市中央区薬院1丁目14-8
93 (株)北翁 代表取締役 倉本　清隆 行橋市大字稲童628番地
94 前田建設工業(株)　九州支店 執行役員支店長 永重　雅守 福岡市博多区博多駅東2丁目14-1
95 （株）松本組 松本　優三 福岡市東区馬出1丁目1-19
96 松尾建設（株）　福岡支店 福岡支店長 渋谷　栄城 福岡市中央区薬院3-4-9
97 松尾建設（株）　北九州支店 北九州支店長 源　泰宏 北九州市小倉北区下到津5-9-4
98 (株)南組 代表取締役 南　由加里 小郡市松崎166-1
99 村上海事(株) 代表取締役 村上　玄幸 京都郡苅田町大字二崎456-5
100 （株）ムトウ 代表取締役社長 朝原　義隆 福岡市早良区昭代3-2-5
101 （株）メンテック 代表取締役 尾関　美知 久留米市御井旗崎1丁目10-42
102 （株）吉川工務店 吉川　啓二 福岡市中央区大手門3丁目8-22
103 ライズロード(株) 代表取締役 新宮　清孝 福岡市東区松島6丁目4-6
104 （株）ライタクト 代表取締役 立石　光男 久留米市合川町162-6
105 若築建設(株)　九州支店 執行役員支店長 松本　敏 北九州市若松区浜町1-4-7

※会社名は五十音順です。
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