
「社会保険加入促進宣言企業」
令和4年11月30日現在

番号 会 社 名 代 表 者 名 所 在 地

1 葵建設（株） 代表取締役社長　大水　賢一 釧路市材木町１５－１７

2 青木あすなろ建設（株）北海道支店 北海道支店長　菅野　善盛 札幌市中央区南１条東１丁目２番地１

3 赤川建設興業（株） 取締役社長　赤川　秀次 旭川市１０条通９丁目左１号

4 阿寒共立土建（株） 代表取締役　阿部　信之 釧路市鳥取南６丁目１－１８

5 東道路（株） 代表取締役社長　白崎　義章 釧路市城山１丁目１０－５

6 阿部建設（株） 代表取締役　中野　豊 小樽市緑１丁目５番１号

7 （株）五十嵐工業 代表取締役　五十嵐　千津雄 沙流郡平取町本町４４番地

8 池田建設（株） 代表取締役社長　池田　尚登 様似郡様似町本町３丁目５３番地

9 （株）生駒組 取締役社長　生駒　雅彦 旭川市４条通３丁目右１

10 勇建設（株） 代表取締役社長　坂　敏弘 札幌市中央区北６条西１４丁目４

11 （株）伊豆倉組 代表取締役　伊豆倉　寿信 帯広市東６条南７丁目２０番地

12 伊藤組土建（株） 代表取締役社長　玉木　勝美 札幌市中央区北４条西４丁目１番地

13 （株）伊藤工業 代表取締役　伊藤　豊 室蘭市港北町３－３－１５

14 岩倉建設（株） 取締役社長　宮﨑　英樹 札幌市中央区南１条西７丁目１６－２

15 岩田地崎建設（株） 代表取締役社長　岩田　圭剛 札幌市中央区北２条東１７丁目２

16 （株）上田組 代表取締役　上田　光夫 標津郡標津町字川北９６－５

17 植村建設（株） 代表取締役社長　植村　正人 赤平市東文京町１丁目１番地

18 植村土建（株） 代表取締役社長　植村　高愛 上川郡新得町１条北１丁目２番地

19 江口工業（株） 代表取締役　江口　信幸 檜山郡厚沢部町新町２４－４

20 恵庭建設（株） 代表取締役　本荘　武則 恵庭市泉町２６番地

21 及川産業（株） 代表取締役　及川　聡 岩見沢市２条東１８丁目１

22 （株）大石建設 代表取締役　大石　良治 札幌市白石区米里３条２丁目８－２３

23 （株）大坂建設 代表取締役　大坂　裕康 爾志郡乙部町字栄浜３８１

24 大野土建（株） 取締役社長　大野　真一郎 士別市大通西１丁目５番地

25 （株）大庭組 代表取締役　大庭　将宣 札幌市中央区南７条西１５丁目２番２１号

26 （株）小田組 代表取締役　齊藤　克弘 小樽市張碓町２２６番地

27 （株）折谷組 代表取締役　折谷　弘之 函館市富岡町１丁目５－１１

28 勝幸辰建設（株） 代表取締役社長　河村　直樹 苫小牧市豊川町２丁目５－５

29 茅沼建設工業（株） 代表取締役　三宅　節雄 古宇郡泊村大字茅沼村５７０番地

30 川田工業（株） 代表取締役　川田　章博 帯広市東５条南５丁目１

31 菊地建設鉱業（株） 代表取締役　菊地　憲一 虻田郡京極町字京極３９９番地

32 （株）キクテック北海道 代表取締役　加藤　千明 札幌市東区北３７条東１０丁目２－１６

33 （株）岸本組 代表取締役　岸本　友宏 美唄市字光珠内６５２番地１７

34 （株）北島土建 代表取締役　北島　周道 釧路市桜ケ岡１丁目３番８号

35 北電力設備工事（株） 代表取締役社長　伏木　淳 札幌市中央区南２条西１２丁目３２３

36 （株）木浪鉄筋工業 代表取締役　木浪　裕子 札幌市西区発寒１４条２丁目１－２４

37 協成建設工業（株） 代表取締役　大和田　稔 岩内郡岩内町字東山７０番地

38 極東建設（株） 代表取締役　古川　廣伸 滝川市明神町２丁目１番１５号

39 （株）草塩建設 代表取締役　草塩　忠幸 登別市中央町３丁目１２番地４

40 （株）草別組 代表取締役　小松　知史 岩内郡岩内町字東山１２番地１２

41 工藤建設（株） 代表取締役　工藤　誠治 茅部郡森町字常盤町９０

42 （株）國上工務店 代表取締役　國上　守正 札幌市西区発寒１７条４丁目１－４５

43 （株）久保組 代表取締役　久保　公一郎 小樽市長橋４丁目１０番２号

44 窪田建設（株） 窪田　憲俊 網走市桂町５丁目１６９番地の１

45 栗林建設（株） 代表取締役社長　河西　健一 帯広市西１０条南４丁目１２

46 ケイセイマサキ建設（株） 代表取締役社長　正木　省司 新冠郡新冠町字大狩部９８番地１

47 興北建設（株） 代表取締役社長　原田　欣典 留萌市元町５丁目３６

48 （株）小金澤組 代表取締役　小金澤　昇平 苫小牧市音羽町１丁目１８番３号

49 （株）小林組 代表取締役　小林　史明 沙流郡平取町字荷菜４０番地６

50 こぶし建設（株） 代表取締役社長　澤口　良二 岩見沢市志文町９６６番地１５

※会社名は五十音順です。



「社会保険加入促進宣言企業」
令和4年11月30日現在

番号 会 社 名 代 表 者 名 所 在 地

51 近藤工業（株） 代表取締役社長　佐藤　慶一 小樽市若竹町３番１号

52 斉藤井出建設（株） 代表取締役　斉藤　和之 足寄郡足寄町南６条４丁目６２番地

53 齊藤建設（株） 代表取締役　齊藤　大介 函館市田家町１５－１２

54 酒井建設（株） 酒井　芳宏 日高郡新ひだか町三石東蓬莱１０－５

55 （株）坂本建設 代表取締役　坂本　智一 常呂郡佐呂間町字宮前町６３番地

56 （株）櫻井千田 代表取締役社長　櫻井　雅聖 空知郡奈井江町字奈井江５６９－１

57 （株）櫻組 代表取締役　櫻　貢 虻田郡京極町字京極５６８番地

58 （株）ササキ 代表取締役　佐々木　正明 稚内市末広５丁目１－２２

59 （株）佐々木組 代表取締役社長　佐々木　徹 岩内郡岩内町字東山２６番地の８

60 笹谷建設（株） 代表取締役社長　佐々木　光彰 帯広市西８条南１７丁目１

61 佐藤建設（株） 小山　茂則 磯谷郡蘭越町蘭越町２３８番地

62 沢田建設（株） 代表取締役　池田　順三郎 釧路市愛国東１丁目１－１６

63 （株）三共後藤建設 代表取締役　後藤　武史 北見市北上７７７番地

64 三共舗道（株） 代表取締役社長　二階堂　正 札幌市東区北１８条東１丁目３－３

65 （株）サンケイ工業 代表取締役　山崎　浩 札幌市北区新琴似町７８１－６

66 三建設（株） 代表取締役　本田　満 稚内市声問１丁目６－２７

67 （株）三和建設 代表取締役　大野　一 久遠郡せたな町大成区久遠１２０番地

68 （株）志比川組 代表取締役社長　志比川　潤 磯谷郡蘭越町蘭越町９３０番地３

69 正栄建設（株） 代表取締役　吉田　繁雄 函館市昭和２丁目３１－１０

70 （株）翔大鋼業 代表取締役　中村　圭輔 函館市西旭岡町２丁目２４－４

71 白木建設工業（株） 代表取締役社長　白木　茂 虻田郡倶知安町南３条東７丁目４番地１

72 白崎建設（株） 代表取締役社長　白崎　義章 釧路市城山１丁目１０－５

73 （株）白戸工務店 代表取締役　白戸　正宏 岩内郡岩内町字栄１８２番地の１３

74 新太平洋建設（株） 代表取締役社長　飛田　周二 札幌市中央区南１条東１丁目２番地１

75 新島工業（株） 代表取締役社長　秋島　和彦 旭川市神居２条６丁目２－１６

76 新谷建設（株） 取締役社長　新谷　龍一郎 旭川市６条通３丁目右１０号

77 末松建設（株） 代表取締役　末松　廣行 釧路市昭和南５丁目３３番２２号

78 （株）菅原組 代表取締役　菅原　修 函館市浅野町４－１６

79 （株）菅原組 代表取締役社長　冨田　浩嗣 磯谷郡蘭越町昆布町１３４番地４８

80 杉原建設（株） 代表取締役　八木　一男 札幌市東区苗穂町１０丁目２番１号

81 （株）鈴木東建 代表取締役社長　鈴木　寛 札幌市西区発寒９条１０丁目２－１０

82 （株）砂子組 代表取締役　砂子　邦弘 空知郡奈井江町字チャシュナイ９８７－１０

83 盛興建設（株） 代表取締役社長　原　広吉 苫小牧市日の出町２丁目１３番２３号

84 聖太建設（株） 代表取締役　大沼　剛 網走市大曲２丁目１－１０

85 大基建設（株） 代表取締役　戸澤　廣 室蘭市中島町３丁目８番１２号

86 （株）タイコウ 代表取締役社長　長谷川　清 富良野市学田３区

87 大東工業（株） 代表取締役社長　飯島　裕幸 札幌市中央区北４条西２７丁目１－５

88 大北土建工業（株） 代表取締役社長　荒木　毅 富良野市本町８－１

89 高島屋スペースクリエイツ（株）札幌営業所 代表取締役社長　高山　俊三 札幌市中央区北１条西２丁目９

90 高玉建設工業（株） 代表取締役社長　高玉　政行 野付郡別海町別海常盤町５

91 （株）高橋組 代表取締役　高橋　勇雄 河東郡音更町木野大通東１３丁目３－２６

92 （株）高橋建設 代表取締役社長　高橋　哲也 虻田郡洞爺湖町洞爺町３７番地

93 （株）田中組 代表取締役社長　松村　敏文 札幌市中央区北６条西１７丁目１７－５

94 田中建設（株） 代表取締役社長　田中　太一 枝幸郡枝幸町歌登東町１０６

95 （株）谷組 代表取締役　谷　博之 上川郡下川町西町８８－２

96 （株）谷脇組 代表取締役　谷脇　勝英 旭川市大雪通４丁目４９０－６３

97 （株）田端本堂カンパニー 代表取締役　田端　千裕 三笠市岡山３５９番地１

98 （株）玉川組 代表取締役社長　玉川　裕一 恵庭市相生町２３１

99 （株）長組 代表取締役社長　長　勇人 寿都郡寿都町字新栄町１７番地

100 辻谷建設（株） 代表取締役　辻谷　智之 川上郡弟子屈町湯の島２丁目６－１５

※会社名は五十音順です。
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101 土屋工業（株） 取締役社長　土屋　善治郎 網走市北５条西７丁目１４

102 帝都建設（株） 代表取締役　吉田　孝子 函館市昭和２丁目３１－１０

103 （株）出口組 代表取締役　出口　直沖 日高郡新ひだか町静内本町３丁目３番５号

104 （株）手塚組 代表取締役社長　手塚　純一 浦河郡浦河町字西舎１９５番地

105 寺井建設（株） 代表取締役　寺井　範男 野付郡別海町別海１３０番地の１８

106 （株）寺沢組 代表取締役社長　寺澤　尚哉 枝幸郡浜頓別町大通７丁目９

107 東亜飯田（株） 代表取締役　飯田　正行 帯広市西１０条北６丁目６

108 東海建設（株） 代表取締役　中田　孔幸 室蘭市高砂町４丁目１４－１６

109 道興建設（株） 代表取締役　佐藤　寿一 札幌市南区川沿１７条２丁目２－８

110 （株）東伸 代表取締役　田岡　久治 北見市柏木４番地２３

111 （株）ドゥテック 代表取締役　澤田　信幸 河東郡音更町木野大通西５丁目２－３

112 道東建設工業（株） 代表取締役　高畠　一雄 厚岸郡厚岸町港町３丁目１０９

113 道路工業（株） 代表取締役社長　中田　隆博 札幌市中央区南８条西１５丁目２－１

114 （株）トーシン 代表取締役社長　佐藤　誠吾 河東郡音更町新通１２丁目７

115 ドーピー建設工業（株）北海道支店 執行役員支店長　玉田　雅之 札幌市中央区北１条西６丁目２　損保ジャパン日本興亜札幌ビル

116 都市開発（株） 影山　豊彦 小樽市奥沢５丁目９番４号

117 戸沼岩崎建設（株） 代表取締役社長　戸沼　淳 函館市湯川町２丁目２１番２号

118 苫重建設（株） 代表取締役社長　櫻田　泰清 苫小牧市字糸井７０番地

119 富岡産業（株） 代表取締役　富岡　正幸 深川市２条２３－１５

120 （株）富田組 代表取締役社長　富田　伸司 稚内市末広５丁目５番６号

121 豊浦建設工業（株） 代表取締役　金丸　孝 虻田郡豊浦町字旭町２６番地の１

122 （株）中田組 代表取締役　中田　伸也 稚内市港２丁目８－３０

123 中村建設（株） 代表取締役社長　中村　公彦 余市郡余市町黒川町１２９４番地６

124 （株）中山組 取締役社長　中山　茂 札幌市東区北１９条東１丁目１－１

125 （株）仲山組工業所 代表取締役　松本　勝秋 札幌市白石区川下２１６８－４２

126 西江建設（株） 取締役社長　西江　靖幸 帯広市西４条北２丁目２０

127 錦産業（株） 代表取締役　貝森　輝幸 稚内市朝日３丁目２１８５番１４

128 （株）ニシダ 代表取締役　西田　康稔 河東郡音更町宝来本通８丁目２－６

129 （株）西村組 代表取締役　西村　幸浩 紋別郡湧別町栄町１３３－１

130 日重建設（株） 代表取締役　宮内　光則 恵庭市駒場町６丁目１－３

131 日新建設（株） 代表取締役　大江　一秀 函館市高松町５７２－４

132 日本電設工業（株）北海道支店 執行役員支店長　大東　勝広 札幌市北区北１６条西５丁目２－２２

133 日本ライナー（株）北日本支店 北日本支店長　新沼　文朗 札幌市西区発寒１６条３丁目１－１９

134 丹羽建設（株） 代表取締役　丹羽　幹典 枝幸郡浜頓別町大通８丁目２０番地

135 （株）ネクサス 代表取締役　曽根　啓介 帯広市西６条南６丁目４

136 （株）野田組 代表取締役　野田　仁 中川郡本別町北３丁目５番地９

137 野田建設工業（株） 代表取締役社長　野田　武彦 旭川市東鷹栖東２条３丁目

138 萩原建設工業（株） 代表取締役社長　萩原　一利 帯広市東７条南８丁目２

139 （株）橋本川島コーポレーション 代表取締役社長　橋本　毅 旭川市旭町２条７丁目１２－９０

140 八晃建設（株） 代表取締役　田下　啓一 留萌市東雲町２丁目２８

141 （有）羽鳥鉄筋工業 代表取締役　羽鳥　等 札幌市手稲区手稲前田４８７－２

142 （株）花井組 代表取締役　七戸　義昭 札幌市西区西野８条５丁目７番１８号

143 花本建設（株） 代表取締役　花本　金行 旭川市７条通１５丁目右６

144 （株）濱谷建設 代表取締役　濱谷　美津男 釧路市港町３番６号

145 林建設工業（株） 代表取締役　林　栄太郎 根室市宝林町４丁目３０

146 東日本道路（株） 代表取締役　萩原　久司 帯広市東７条南８丁目２

147 菱中建設（株） 代表取締役社長　廉澤　映治 札幌市中央区北３条西３丁目１番地６

148 平谷建設（株） 代表取締役社長　平谷　信行 函館市大森町１８－２０

149 （株）廣野組 代表取締役　中谷　登 旭川市４条通１０丁目２２３３－１１

150 （株）福津組 代表取締役社長　福津　隆範 古平郡古平町港町３番地

※会社名は五十音順です。
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151 藤建設（株） 代表取締役社長　藤田　幸洋 稚内市港５丁目５－１５

152 富士建設（株） 橋詰　昌明 室蘭市中央町３丁目５番１３号

153 （株）富士サルベージ 代表取締役　須田　新崇 函館市大町８－２５

154 冨士新舗道（株） 代表取締役　新妻　寛 帯広市大正町基線４８

155 （株）藤田組 取締役社長　藤田　裕司 上川郡東川町北町７丁目１－３

156 （株）古垣建設 代表取締役　古垣　恒次 余市郡余市町入舟町１２６番地

157 （株）別海 代表取締役　篠田　巌 野付郡別海町中春別東町３０番地

158 北央道路工業（株） 代表取締役社長　澤口　二朗 札幌市東区北８条東１丁目１－３５

159 北辰土建（株） 代表取締役　鴨下　辰哉 北見市北１０条東４丁目１番地

160 （株）北土開発 代表取締役　山田　朝常 河西郡芽室町東６条１０丁目１番１

161 北土建設（株） 代表取締役社長　砂田　英俊 札幌市中央区南１０条西１４丁目１－１８

162 （株）星組土建 代表取締役社長　星　政人 寿都郡寿都町字湯別町上湯別１０５番地１

163 北海電気工事（株） 取締役社長　吉本　浩昌 札幌市白石区菊水２条１丁目８番２１号

164 北海道ガソン（株） 代表取締役　水上　照康 小樽市天神２丁目１９番１１号

165 北海道技建（株） 代表取締役　石﨑　等 小樽市銭函３丁目５１９－１２

166 北海道道路産業（株） 代表取締役　藤巻　淳夫 札幌市北区新川西１条１丁目１－３０

167 北海道ラインファルト（株） 代表取締役　秦　浩二 札幌市手稲区西宮の沢２条１丁目５－３０

168 （株）北海道ロードサービス 代表取締役　本多　誠司 札幌市清田区清田１条３丁目７－５５

169 北海土建工業（株） 代表取締役　矢部　道晃 苫小牧市栄町２丁目１番２７号

170 北紘建設（株） 代表取締役　笹山　智市 伊達市元町７１番地の２１

171 北興工業（株） 代表取締役社長　萩　宰 室蘭市入江町１番地の６３

172 幌村建設（株） 幌村　司 日高郡新ひだか町三石蓬栄１２６番地

173 （株）松本組 代表取締役社長　大越　雄司 函館市吉川町４－３０

174 丸駒シビルサービス（株） 代表取締役　生駒　光宏 旭川市４条西５丁目２－２

175 丸正誠伸興業（株） 代表取締役　熊谷　誠一 札幌市北区西茨戸５－１６

176 （株）丸田組 代表取締役　丸田　孝一 網走市南１条東１丁目１３番地３

177 （株）丸斗工業 代表取締役　鈴木　英毅 勇払郡厚真町字厚和６８

178 （株）マルトヨ渡島土木 代表取締役　中川　元明 函館市湯浜町１０－２７

179 丸彦渡辺建設（株） 代表取締役社長　岡本　啓治 札幌市豊平区豊平６条６丁目５－８

180 萬木建設（株） 代表取締役　漆崎　隆 釧路市住之江町８－７

181 右谷建設工業（株） 代表取締役　右谷　昌彦 帯広市東６条南１３丁目１９番地１

182 宮坂建設工業（株） 代表取締役　宮坂　寿文 帯広市西４条南８丁目１２

183 （株）宮田建設 代表取締役　宮田　博行 網走郡美幌町字仲町２丁目８６番地

184 宮田帯東（株） 代表取締役　宮田　忠雄 帯広市西６条南３０丁目１８

185 宮永建設（株） 代表取締役　宮永　雅己 石狩郡当別町栄町８１９

186 宮本土建工業（株） 代表取締役　宮本　義久 小樽市奥沢１丁目１９番４号

187 村井建設（株） 代表取締役　村井　順一 釧路市住之江町１２－１７

188 村上建設（株） 代表取締役　村上　哲也 河西郡芽室町西１条５丁目２６

189 村上鉄筋（株） 代表取締役　村上　仁 室蘭市中島町４丁目４－６

190 村上土建開発工業（株） 代表取締役　村上　誠 河東郡音更町木野大通西５丁目２－３

191 明盛建設（株） 代表取締役　藤田　利道 川上郡弟子屈町桜丘３丁目１－６

192 （株）森川組 代表取締役社長　森川　基嗣 函館市海岸町９－２３

193 安田建設（株） 取締役社長　安田　最次 枝幸郡枝幸町幸町５７番地５

194 （株）山内組 代表取締役　山内　信男 河西郡更別村字更別南２線９４

195 （株）山口工業所 代表取締役社長　山口　志郎 苫小牧市ウトナイ北４丁目２－２０

196 （株）山田組 代表取締役　山田　健一郎 札幌市中央区大通西１４丁目１

197 山田塗装（株）札幌支店 札幌支店長　渡邉　巌　 札幌市厚別区厚別西２条４丁目８－１

198 山根土建（株） 代表取締役社長　山根　浩 白糠郡白糠町東２条南２丁目３－１８

199 （株）山伏パコム 代表取締役社長　荒木　徹 富良野市本町８－１

200 山本建設（株） 代表取締役　菊池　工 稚内市港５丁目７－４４

※会社名は五十音順です。
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201 （株）遊佐組 代表取締役　遊佐　俊治 中川郡池田町字西1条１丁目８番地

202 横関建設工業（株） 代表取締役社長　柏谷　匡胤 虻田郡倶知安町南１条西１丁目１５番地

203 横山興業（株） 代表取締役社長　中村　展之 北斗市本郷２０８－３

204 吉井建設（株） 代表取締役社長　郷右近　英宣 網走郡大空町女満別東陽３丁目３番８号

205 （株）吉本組 代表取締役　吉本　貴昭 岩内郡岩内町字大浜８９－６

206 和田建設工業（株） 代表取締役社長　和田　哲也 余市郡余市町大川町１５丁目６番地１

207 （株）渡辺組 代表取締役　渡辺　博行 紋別郡遠軽町南町３丁目１番地

208 渡辺建設（株） 代表取締役　渡辺　敏明 函館市鍛治１丁目５番８号

※会社名は五十音順です。


