
平成３１年１月１１日
九 州 地 方 整 備 局
熊 本 県

「熊本県 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（７３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１９日、※「熊本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２２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（７３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。

※「熊本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熊本県内の建設企
業等を対象に、平成３０年１１月１９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。

■■■「熊本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：「熊本県内に拠点を置く建設企業」又は「熊本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、「熊本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＞

熊本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 味岡建設（株） 代表取締役 味岡　俊彦 球磨郡多良木町大字多良木１４４番地の１
2 （有）アイビー工芸 代表取締役 廣岡　秀也 熊本市北区植木町亀甲字中島１５１－１
3 青木建設（株） 代表取締役社長 滿石　良彦 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１７７２番地
4 出田実業（株） 代表取締役 出田　敬太郎 熊本市中央区河原町１１番地
5 （株）岩永組 代表取締役 岩永　一宏 熊本市中央区南熊本４丁目８番３２号
6 （株）石坂製作所 森田　恵美 八代市葭牟田町２０４－２
7 諫山工業（株） 代表取締役社長 諫山　努 熊本市中央区白山３丁目２番１５号
8 （株）宇都宮建設 代表取締役 宇都宮　誠二 菊池郡大津町室２１３７番地２
9 梅広建設（株） 代表取締役 森　栄二 熊本市東区小山２丁目２３番１０号

10 （株）江川組 代表取締役 江川　信二 八代市鏡町両出１３２４番地１
11 （株）エヌテック 代表取締役社長 中島　潤 熊本市中央区出水７丁目９－７－１０５
12 （株）栄興 代表取締役 橋本　幸則 八代市千丁町太牟田４５９－２
13 （株）緒方建設 代表取締役 緒方　公一 菊池市野間口１０９７
14 （株）オフィス・エスビーケー 代表取締役 田崎　恵三 熊本市南区南高江１丁目１５－１７
15 （株）河建 森田　忠 熊本市西区西松尾町５３４１－１
16 （株）協信総業 代表取締役 高畑　博史 上益城郡山都町上寺１６６６番地１
17 （株）技建日本 代表取締役 堀川　匠太 球磨郡五木村甲１０４６番地９
18 （株）熊野組 熊野　祐一 玉名市中１１８９
19 （有）ケイケイ環境サービス 清水　憲三 熊本市西区上代５丁目９－１８
20 （有）小林電工 代表取締役 小林　英幸 八代市竹原町１６８０－１
21 （有）古閑組 代表取締役 古閑　謙一 熊本市北区徳王町１丁目１７－６
22 小柳板金 小柳　勇 玉名市片諏訪２８５の２
23 （株）コンセック熊本営業所 工事Ｇ長 齊藤　好和 熊本市東区御領６丁目５－１０
24 （株）コザイ 代表取締役 小斉　健一 熊本市中央区南熊本２丁目１１－２９
25 （資）三共建設 代表社員 中野　博視 八代市本町一丁目１３－２２
26 （株）三大 大和田　和行 八代市鏡町宝出１０２１－１４
27 佐藤企業（株） 代表取締役社長 大畑　秀樹 熊本市東区尾ノ上４丁目１９番４号
28 サカモト防水 坂本　修 熊本市東区上南部２丁目１－４１
29 （株）ＳＹＳＫＥＮ 福元　秀典 熊本市中央区萩原町１４－４５
30 （株）新星 代表取締役 山本　盛重 熊本市東区神園２丁目１番１号
31 （株）杉本建設 代表取締役 杉本　素一 阿蘇市役犬原９８の３
32 杉山建設（株） 杉山　利富美 熊本市東区御領２丁目１４－６４
33 住商産業（株） 代表取締役 内田　大和 熊本市東区小山４丁目９－７０
34 （有）スワット九州 代表取締役 源川　裕介 熊本市東区戸島西１丁目１２番１号
35 大政建設（株） 代表取締役 森山　澄江 熊本市西区花園４丁目８番６号
36 （株）宝建設 代表取締役 吉岡　正芳 熊本市北区植木町豊田６３０－１
37 （株）建吉組 代表取締役 笹原　健嗣 熊本市中央区坪井６丁目３８番１５号
38 太陽電気（株） 代表取締役 田村　卓 熊本市中央区八王子町３８番２２号
39 （有）大伸企画 代表取締役 大原　和久 下益城郡美里町名越谷３９２４
40 大東商事（株） 代表取締役 小原　英二 熊本市北区楠野町４５３－１
41 （株）冨坂建設 冨田　潤一 熊本市中央区新大江２－２－２１
42 東陽道（株） 東　誠二 熊本市東区上南部２丁目６番１号
43 東大建設（株） 東　政年 熊本市西区小島６丁目４番２号
44 （株）ドゥプロジェクト 代表取締役 門岡　浩信 熊本市南区砂原町４８５番地１
45 （株）土井組 土井　建 八代市鏡町有佐２２６
46 （株）中野工務店 中野　廣 宇城市小川町新田１９１４－１
47 （株）中内土木 代表取締役 福原　弘次 宇城市不知火町松合８４２
48 中川電設（株） 中川　晶雄 熊本市中央区島崎１－１９－１４
49 （株）中村建設 代表取締役 池﨑　一彦 天草市五和町御領１２２００
50 （株）西山電設 代表取締役 西山　光春 上天草市松島町合津４２７６番地の７７９
51 西日本電工（株） 代表取締役 古閑　謙二 熊本市南区幸田二丁目３番３９号
52 日興工業（株） 代表取締役 古里　博幸 熊本市中央区九品寺５丁目４－８
53 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
54 西照工業（株） 代表取締役 竹村　敦博 熊本市東区健軍３丁目７番４０号
55 （株）西日本工業 代表取締役 上田　忠志 菊池市泗水町住吉３９５０－７７
56 （有）野尻商店 森澤　啓陽 上益城郡御船町大字高木１９１８番地７
57 （株）橋本建設 代表取締役 渡邉　建英 阿蘇郡小国町宮原１９７８
58 （株）橋口組 代表取締役 橋口　光徳 熊本市南区良町４丁目１０番９８号
59 花昭建設（株） 代表取締役 花籠　二義 山鹿市山鹿２７２
60 （株）八方建設 代表取締役 前川　浩志 菊池市赤星２１１４－１
61 （株）ハリマ建設 代表取締役 江上　公大 球磨郡多良木町大字多良木１３８５
62 （株）星山商店 代表取締役 星山　一憲 熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目５番７６号
63 （株）前川建設 代表取締役 前川　勝 菊池市隈府１５１２－１８
64 （株）松中土建 代表取締役 松中　幸治 八代市松崎町４２９－２
65 誠産業（株） 代表取締役 遠山　陽 熊本市北区清水東町１５－３８
66 三和建設（株） 代表取締役 小﨑　誠吾 人吉市五日町２６－５
67 （株）ミカド 代表取締役 松本　一 熊本市南区中無田町１０１８－１
68 南九州エンジニアリングサービス（株） 長谷　大輔 熊本市東区御領６丁目２番３３号
69 明治建設（株） 代表取締役 岡田　義孝 熊本市南区近見６丁目３番２０号
70 （株）森工業 代表取締役 森　光也 阿蘇市黒川１３４７番地
71 （株）熊阿建設工業 代表取締役 岩下　哲也 阿蘇市一の宮町宮地４５３０－２
72 （株）吉田組 吉田　典子 天草市有明町大島子２３７２番地
73 苓州建設工業（株） 代表取締役 山添　雅彦 天草市佐伊津町３４１３－１５

※会社名は五十音順です。

「熊本県　社会保険加入促進宣言企業」

代表者名
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