
令和3年1月8日時点

番号 会社名 代表者名 所在地
1 株式会社アイ･エス・グリーン 代表取締役　坂梨　正敬 群馬県伊勢崎市山王町15-2

2 株式会社相川管理 代表取締役　相川　宇三郎 群馬県前橋市問屋町2-14-9

3 株式会社アイビック 代表取締役　加藤　勝弘 群馬県富岡市下高瀬534番地

4 株式会社阿左美建設工業 代表取締役　阿左美　和巳 群馬県みどり市大間々町大間々551番地1

5 株式会社明日産業 代表取締役　佐藤　栄作 群馬県前橋市鳥羽町806-20

6 阿部土建株式会社 代表取締役　阿部　博之 群馬県沼田市西倉内町７３４

7 荒井建設株式会社 代表取締役　石倉　利昭 群馬県邑楽郡明和町大佐貫687

8 株式会社新井土木 代表取締役　新井　正則 群馬県みどり市東町荻原140

9 安中土建株式会社 代表取締役　大澤　信太郎 群馬県安中市安中3-15-17

10 池原工業株式会社 代表取締役　池原　純 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町160番地

11 石川建設株式会社 代表取締役　石川　雅之 群馬県太田市浜町10番地33号

12 石坂建設株式会社 代表取締役　諸田　光二 群馬県利根郡昭和村大字糸井2308

13 石橋建設工業株式会社 代表取締役　坂本　五六 群馬県太田市東本町53番地53号

14 泉野建設株式会社 代表取締役　泉野　髙志 群馬県前橋市岩神町二丁目20番14号

15 市川建設株式会社 代表取締役　市川　博士 群馬県太田市新井町173

16 今井工業株式会社 代表取締役　今井　一文 群馬県利根郡片品村大字花咲711

17 岩井建設株式会社 代表取締役　岩井　重夫 群馬県富岡市神農原70-2

18 岩崎工業株式会社 代表取締役　岩崎　武則 群馬県太田市下小林町62番地1

19 岩澤建設株式会社　群馬支店 支店長　井田　雄一 群馬県太田市藤阿久町100

20 株式会社岩瀬工務店 代表取締役　岩瀬　正範 群馬県伊勢崎市日乃出町645番地

21 上原建設株式会社 代表取締役　五十嵐　修 群馬県甘楽郡下仁田町大字川井196-2

22 鵜川興業株式会社 代表取締役社長　髙橋　秀一 群馬県前橋市六供町705

23 浦野工業株式会社 代表取締役　浦野　春樹 群馬県高崎市吉井町下奥平212番地1

24 えびす建設株式会社 代表取締役　荻原　久代 群馬県伊勢崎市宮子町3020

25 大川建設株式会社 代表取締役　大川　弘志 群馬県桐生市新里町小林47

26 株式会社オーケンコーポレーション 代表取締役　石坂　英雄 群馬県沼田市横塚町1088-1

27 大沢建設株式会社 代表取締役　大澤　巌生 群馬県太田市尾島町390番地5

28 株式会社大林組　東京本店 専務執行役員東京本店長　小林　千彰 東京都港区港南2-15-2　品川インターシティB棟

29 株式会社岡田工務店 代表取締役　岡田　守 群馬県高崎市箕郷町矢原987

30 岡村工業株式会社 代表取締役　岡村　浩 群馬県沼田市利根町平川1276

31 荻原建設株式会社 代表取締役　荻原　丈始 群馬県太田市新田上田中町131番地1

32 小曽根建設株式会社 代表取締役　小曽根　久八 群馬県館林市花山町2709

33 小田原緑化開発株式会社 代表取締役　小田原　茂 群馬県沼田市町田町694番地1

34 小野里工業株式会社 代表取締役　小野里　拓也 群馬県前橋市下小出町一丁目1番12

35 柏井建設株式会社 代表取締役社長　柏井　宏貴 群馬県伊勢崎市日乃出町531-4

36 角屋工業株式会社 代表取締役　飯島　千明 群馬県沼田市栄町59番地4

37 金子建設株式会社 代表取締役　金子　文彦 群馬県沼田市利根町老神617

38 上柿建設株式会社 代表取締役　上柿　敬一 群馬県伊勢崎市稲荷町382番地1

39 株式会社川崎工務店 代表取締役　清水　法 群馬県高崎市下和田町三丁目5番7号

40 株式会社神澤組 代表取締役　神澤　秀明 群馬県伊勢崎市下触町884-1

41 関東建設工業株式会社 代表取締役　髙橋　明 群馬県太田市飯田町1547　OTAスクエアビル7階

42 関東建設工業株式会社 代表取締役　中島　直樹 群馬県安中市高別当347番地1

43 神戸建設株式会社 代表取締役社長　高麗　和夫 群馬県甘楽郡下仁田町中小坂3106

44 木内建設株式会社 代表取締役　木内　孝広 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉2086番地1

45 木村建設株式会社 代表取締役　木村　雅博 群馬県利根郡みなかみ町小日向626番地1

46 協和建設株式会社 代表取締役　小笠原　尊正 群馬県太田市飯田町1242-1

47 清滝建設株式会社 代表取締役　清瀧　明則 群馬県利根郡みなかみ町幸知76

48 工藤建設工業株式会社 代表取締役専務　工藤　直也 群馬県太田市大久保町125-110

49 株式会社クボタ 久保田　陽子 群馬県前橋市亀里町523番地

50 株式会社桑原組 代表取締役　桒原　邦彦 群馬県利根郡みなかみ町小川2030

51 株式会社群馬圧送 代表取締役　里見　俊介 群馬県前橋市鳥羽町8-6

52 群馬土建工業株式会社 代表取締役　関口　功 群馬県高崎市並榎町150番地

53 小板橋建設株式会社 代表取締役　小板橋　公治 群馬県安中市松井田町八城甲28

54 河本工業株式会社 代表取締役　河本　榮一 群馬県館林市北成島町2544番地

55 株式会社小金澤組 代表取締役　小金澤　哲也 群馬県前橋市平和町二丁目6番19号

56 小坂建設株式会社 代表取締役　小坂　哲平　 群馬県沼田市上沼須町107-2

57 小島建設株式会社 代表取締役　小島　克也 群馬県伊勢崎市若葉町19番15号

58 小鮒建設株式会社 代表取締役　小鮒　誠一 群馬県前橋市文京町3丁目35番12号

59 有限会社坂田建設 代表取締役　坂田　哲雄 群馬県邑楽郡板倉町大字海老瀬2763

60 株式会社坂田興業 代表取締役　坂田　一彦 群馬県桐生市新里町新川2575

61 有限会社佐藤建設工業 代表取締役　佐藤　隆 群馬県沼田市利根町多那2268

62 株式会社清水 代表取締役　清水　武義　 群馬県高崎市上小塙町577-4

63 清水建設株式会社　関東支店 専務執行役員支店長　波岡　滋　 埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地2

64 上毛資源株式会社 代表取締役　佐伯　一 群馬県前橋市高井町1丁目13番地の4

65 昭和建設株式会社 代表取締役　山田　康夫 群馬県高崎市下小鳥町550

66 城田興業株式会社 代表取締役　城田　悦也 群馬県前橋市石倉町3丁目6番地の26

67 新和建設株式会社 代表取締役　髙野　茂樹 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩3042番地の3

68 杉木土建株式会社 代表取締役　杉木　寿一 群馬県利根郡みなかみ町羽場1026

69 須田建設株式会社 代表取締役　須田　高幸 群馬県利根郡みなかみ町湯原45

70 有限会社須田工業 代表取締役　須田　哲子 群馬県前橋市富士見町木暮2420番地

71 成和工業株式会社 代表取締役　阪本　俊和 群馬県沼田市上川田町2529-2

72 第一カッター興業株式会社　高崎営業所 所長　茂　裕明 群馬県高崎市菅谷町20-271

73 第一工業株式会社 代表取締役　湯浅　敏博 群馬県高崎市浜川町７５番地２

74 大幸建設株式会社 代表取締役　大沢　進 群馬県前橋市東大室町99-2

75 株式会社大信工業 代表取締役　熊木　隆 群馬県前橋市上新田町626-1

76 田畑建設株式会社 代表取締役社長　富澤　博邦 群馬県藤岡市小林326

77 田部井建設株式会社 代表取締役　田部井　淳 群馬県前橋市西片貝町五丁目１０－３

78 株式会社秩父建設 代表取締役　秩父　毅彦 群馬県邑楽郡大泉町東小泉一丁目11-10

79 株式会社塚本工務店 代表取締役　塚本　定夫 群馬県藤岡市藤岡1848番地の1

「社会保険加入促進宣言企業」
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「社会保険加入促進宣言企業」

80 月白工業株式会社 代表取締役　入沢　光広 群馬県前橋市青柳町447番地2

81 株式会社津久井工務店 代表取締役　津久井　厚 群馬県渋川市渋川1112番地1

82 角田建設工業株式会社 代表取締役　角田　恵子 群馬県利根郡片品村大字須賀川7番地の1

83 寺田建設工業株式会社 代表取締役　寺田　晴一 群馬県桐生市相生町2丁目518番地の2

84 東光建設株式会社 代表取締役　竹内　猶則 群馬県吾妻郡長野原町大字横壁501-1

85 株式会社研屋 代表取締役　清水　一希 群馬県高崎市飯塚町805番地

86 都丸工業有限会社 代表取締役　都丸　賢一 群馬県渋川市赤城町上三原田532

87 中村土建株式会社 代表取締役　相田　聡 群馬県沼田市利根町追貝917番地の1

88 株式会社南雲建設 代表取締役　南雲　和好 群馬県渋川市赤城町溝呂木1248番地1

89 日本電設工業株式会社　群馬営業所 所長　増田　敏 群馬県高崎市東町172番地3

90 株式会社沼建 代表取締役　戸部　聖之 群馬県沼田市高橋場町2013-5

91 沼田土建株式会社 取締役社長　青柳　剛 群馬県沼田市西倉内町593

92 信澤工業株式会社 代表取締役　信澤　裕 群馬県高崎市旭町18番地

93 萩原建設株式会社 代表取締役　萩原　永史 群馬県安中市下秋間654番地

94 株式会社萩原工業 代表取締役　萩原　哲也 群馬県安中市松井田町土塩499

95 株式会社萩原土建 代表取締役　萩原　健次 群馬県伊勢崎市中央町24-2

96 橋元興業株式会社 代表取締役　橋元　克人 群馬県前橋市元総社町152番

97 原工業株式会社 代表取締役　原　初次 群馬県館林市足次町1047番地

98 樋口建設株式会社 代表取締役　樋口　勝彦 群馬県渋川市北牧820-22

99 兵藤建設株式会社 代表取締役　兵藤　喜孝 群馬県利根郡昭和村大字森下401-1

100 株式会社藤井建設 代表取締役　藤井　英彦 群馬県渋川市北橘町小室178

101 冬木工業株式会社 代表取締役　大竹　良明 群馬県高崎市栄町27番15号

102 株式会社北進建設 代表取締役　川合　進 群馬県前橋市富田町873-1

103 ホクブ株式会社 代表取締役　須田　誠一 群馬県渋川市半田町3225番地

104 株式会社星野組 代表取締役　阿部　義孝 群馬県利根郡片品村大字東小川3306

105 本田建設株式会社 代表取締役　本田　雄二郎 群馬県邑楽郡大泉町中央2-15-1

106 増田建設株式会社 代表取締役社長　増田　安永 群馬県利根郡みなかみ町後閑84番地3

107 有限会社丸越 代表取締役　森下　幹夫 群馬県利根郡みなかみ町下牧615-1

108 三川建設株式会社 代表取締役　新井　創次 群馬県沼田市西倉内町608番地1

109 瑞穂建設株式会社 代表取締役　篠原　玄洋 群馬県渋川市渋川4413番地の1

110 光井工業株式会社 代表取締役　光井　広輝　 群馬県利根郡片品村大字越本2535

111 三井住友建設株式会社　北関東営業所 所長　酒井　智治 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町一丁目103番地

112 南澤建設株式会社 代表取締役　南澤　健一郎 群馬県渋川市渋川2070番地21

113 三原工業株式会社 取締役社長　三原　豊章 群馬県前橋市石倉町2-4

114 宮下工業株式会社 代表取締役　宮下　学 群馬県前橋市石倉町5-14-9

115 株式会社ムラタ 代表取締役　村田　静雄 群馬県前橋市西片貝三丁目268番地

116 株式会社明巧 代表取締役　今井　治 群馬県富岡市七日市３８

117 元盛建設工業株式会社 代表取締役　齋藤　元治 群馬県太田市籔塚町673番地

118 守屋建設株式会社 代表取締役　守屋　清 群馬県太田市新井町515-8

119 諸星建設株式会社 代表取締役　諸星　和夫 群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田424-2

120 柳瀬建設株式会社 代表取締役　柳瀬　弘幸 群馬県館林市美園町5-31

121 株式会社ヤマト 代表取締役社長執行役員　町田　豊 群馬県前橋市古市町１１８番地

122 株式会社山藤組 代表取締役　山藤　浩一 群馬県桐生市黒保根町水沼乙53

123 株式会社山富士産業 代表取締役　清水　泰輔 群馬県高崎市我峰町166-1

124 吉田架設株式会社 代表取締役　吉田　知弘 群馬県前橋市三河町1-5-4

125 株式会社吉田組 代表取締役　吉田　励 群馬県伊勢崎市境東203

126 株式会社吉田組 代表取締役　吉田　豊 群馬県渋川市北橘町真壁1462

127 吉野工業株式会社 代表取締役　吉野　典之 群馬県沼田市利根町日影南郷85-7

128 吉本工業株式会社 代表取締役　金子　泰基 群馬県沼田市利根町老神551

129 萬屋建設株式会社 取締役社長　須田　恭弘 群馬県沼田市上原町1756番地2

130 渡辺建設株式会社 代表取締役　渡辺　栄志 群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原875番地

131 渡辺建設株式会社 代表取締役　渡辺　英明 群馬県前橋市若宮三丁目8番6号

※会社名は五十音順です。


