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平成３１年４月１２日（金）
国土交通省 関東地方整備局
建 政 部
建 設 産 業 第 一 課
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神奈川県「社会保険加入促進宣言企業」
神奈川県「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３１年２月７日、※「神奈川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、
同会議開催の翌日より、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３１年４月１０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。（この宣言企業リストは、関東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.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000022.html ）
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
っていこうとするものです。
今後も引き続き、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。
※ 「神奈川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神奈川県内の建設
企業等を対象に、平成３１年２月７日に開催したものです。
■■「神奈川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
２
３
４

募集対象：「神奈川県内に拠点を置く建設企業」又は「神奈川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。
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。
行動基準：別紙を参照してください。
そ の 他：ホームページで公表された宣言企業様には、その証として、関東地方整備局よりポスターと
ステッカーを発送いたしますとともに、希望に応じて電子媒体も配布させていただきますの
で、自社のホームページ、名刺、企業パンフレット等に印字するなど積極的に対外的なＰＲ
としてご活用下さい。
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建 設 産 業 第 一 課 長 北埜
順 （内線６１４１）
さ さ き
まさる
建設産業第一課 課長補佐 佐々木 優 （内線６１４２）
電話 ０４８－６０１－３１５１（代表）

社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準

元
請
企
業

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

下
請
企
業

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、「神奈川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。
平成

年

月

日

会 社 名
代 表 者
所 在 地

＜送付先・問い合わせ先＞
神奈川県建設業社会保険加入推進地域会議

事務局（関東地方整備局 建政部 建設産業第一課）
FAX 048-600-1921 ／ TEL 048-601-3151【代表】

「社会保険加入促進宣言企業」
平成３１年４月１０日時点

番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

会社名

代表者名

青木あすなろ建設株式会社 横浜支店執行役員支店長 北村 俊男
株式会社アクア・アドバンス
代表取締役 大原 弘士
浅岡建設株式会社
代表取締役 浅岡 康一
東建設株式会社
代表取締役 小池 克彦
安西興業株式会社
代表取締役 安西 和男
株式会社石井組
石井 映雄
石井建設工業株式会社
代表取締役社長 石井 一登
泉建工株式会社
鑪 賢一
株式会社いづみ工事
代表取締役 泉沢 静雄
株式会社入内島土建
入内島 政彦
宇内建設株式会社
代表取締役 宇内 正城
株式会社NB建設
代表取締役社長 仙頭 靖夫
株式会社大入物産
古澤 雄
大川原建設株式会社
代表取締役 大川原 久
株式会社大林組 横浜支店
支店長 佐藤 公彦
株式会社岡田電設
代表取締役 岡田 修二
株式会社小川工務店
代表取締役 安武 憲二
鹿島建設株式会社 横浜支店
野村 高男
株式会社片山建設
代表取締役 中村 正直
株式会社勝工務店
代表取締役 望月 武
株式会社加藤組
代表取締役 齋藤 寛
株式会社加藤組
竹井 綾子
株式会社門倉組
代表取締役 小澤 智幸
株式会社カマタ機工
菅原 健一
亀井工業株式会社
代表取締役 亀井 信幸
株式会社関東建築施工
代表取締役 紺野 令子
株式会社キクシマ
代表取締役 菊嶋 秀生
株式会社喜美代建設
代表取締役 小川 政春
協和通商株式会社
代表取締役 稲葉 修
株式会社クズハ建設
代表取締役 古谷 利夫
株式会社久保田建設
代表取締役 久保田 一彦
株式会社ケーエヌサービス
加藤 重行
株式会社興栄建設
山本 裕宣
株式会社コウケン
代表取締役 石井 美香
株式会社鴻池組 横浜支店
支店長 小田垣 智幸
巧侑建設株式会社
代表取締役 相馬 巧逸
光洋重機建設株式会社
代表取締役 光常 誠一郎
株式会社紅梅組
代表取締役 篠原 立美
株式会社五神建設
代表取締役 石井 昇
株式会社小島組
代表取締役 岡見 健
小雀建設株式会社
代表取締役 小泉 和雄
株式会社小俣組
代表取締役 小俣 務
コンクリートコーリング株式会社
代表取締役社長 小澤 純
株式会社斉藤建設
代表取締役 斉藤 正朗
株式会社相模土建
代表取締役 荒井 達雄
有限会社三貴建設
竹田 憲造
山王建設株式会社
代表取締役 髙橋 学
三六電設株式会社
代表取締役 篠原 政一朗
三和建設株式会社
代表取締役 石川 忠之
株式会社塩川興業
代表取締役 塩川 忠雄
清水建設株式会社 横浜支店
執行役員支店長 山﨑 明
有限会社シモジ
下地 澄子
株式会社湘南いざわ
伊澤 敏典
株式会社湘南営繕協会
代表取締役 最上 重夫
湘南渡邊株式会社
代表取締役 渡邊 泰克
新栄重機土木株式会社
代表取締役 新井 正和
株式会社信友建設
代表取締役 福嶋 隆太郎
株式会社杉山土建
代表取締役 杉山 進
鈴商建設株式会社
鈴木 竹浩
西進開発株式会社
小山内 綾
株式会社相建
代表取締役 根本 正助
大栄建設工業株式会社
小川 務
大栄興業株式会社
阿部 実
大旭建業株式会社
代表取締役 村上 進
大綱建設株式会社
長峰 孝良
常務執行役員支店長 白川 浩
大成建設株式会社 横浜支店
大日本土木株式会社 横浜支店
支店長 長峰 芳博
大洋建設株式会社
代表取締役社長 黒田 憲一
タイヨー建設株式会社
田中 博之
高幸建設株式会社
代表取締役 岡川 直
高工建設株式会社
熊谷 正浩
株式会社孝松工務店
代表取締役 三上 博
匠建設株式会社
佐藤 豊明
株式会社伊達建設
代表取締役 平田 悦夫
たにもと建設株式会社
藤坂 勇
株式会社丹野設備工業所
丹野 徳人
株式会社銚子塚建設
代表取締役 渡辺 將
千代田建設株式会社
代表取締役 増原 真
都市建設株式会社
代表取締役 北島 文章

所在地
神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番5号
神奈川県伊勢原市板戸433-1 ＭＩビル1Ｆ
神奈川県茅ヶ崎市元町12番9号
神奈川県横須賀市池上三丁目2番6号
神奈川県相模原市緑区城山三丁目3番3号
東京都世田谷区三軒茶屋2-6-4
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目38番30号
神奈川県横浜市泉区上飯田町3974-1
神奈川県横須賀市林2-10-22
神奈川県藤沢市石川2-20-1
神奈川県横須賀市長坂2-11-11
神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1
神奈川県海老名市本郷4031
神奈川県川崎市川崎区田島町13番20号
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
神奈川県川崎市中原区木月住吉町28番地27号
神奈川県茅ヶ崎市元町10番4号
神奈川県横浜市中区太田町4丁目51番地
神奈川県横須賀市池上3丁目4番22号
神奈川県平塚市四ノ宮1-15-63
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
神奈川県南足柄市中沼113番地
神奈川県藤沢市辻堂元町4-17-22
神奈川県横浜市旭区中沢1-23-9
神奈川県茅ヶ崎市南湖一丁目4番25号
神奈川県平塚市土屋2298-16
神奈川県横浜市港南区港南台4丁目39番7号
神奈川県川崎市幸区鹿島田2丁目17番62号
神奈川県藤沢市藤沢935番地
神奈川県秦野市曽屋1-3
神奈川県平塚市山下314番地
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1丁目8番地の15
神奈川県秦野市本町2丁目7番29号
神奈川県茅ヶ崎市共恵1丁目5番5号
神奈川県横浜市中区住吉町四丁目45番地1
神奈川県横浜市磯子区森三丁目3番17号
神奈川県川崎市川崎区田島町13番13号
神奈川県横浜市西区花咲町七丁目150番地 ウエインズ&イッセイ横浜ビル6Ｆ
神奈川県小田原市延清208-8
神奈川県厚木市栄町1-2-2
神奈川県横浜市戸塚区小雀町129番地3
神奈川県横浜市南区新川町五丁目二十八番地
東京都練馬区立野町16番12号
神奈川県鎌倉市扇ガ谷4-5-8
神奈川県相模原市南区新磯野2丁目13-15
神奈川県秦野市萩が丘10-7
神奈川県厚木市妻田北1丁目12番6号
神奈川県海老名市大谷北一丁目9番27号
神奈川県足柄下郡箱根町箱根180番地
神奈川県厚木市上荻野910番地の1
神奈川県横浜市中区吉田町65番地
神奈川県厚木市飯山3652-5
神奈川県茅ヶ崎市菱沼1-5-21
神奈川県藤沢市亀井野1-24-2
神奈川県茅ヶ崎市今宿943
神奈川県横浜市南区永田北3-40-12
神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘12番地1
神奈川県伊勢原市三ノ宮1-4
神奈川県海老名市下今泉一丁目10番48号
神奈川県厚木市温水1542-15
神奈川県大和市上草柳7-8-3
神奈川県茅ヶ崎市円蔵2221
神奈川県横浜市中区富士見町1-1 富士見町ビル5F
神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目5-3 TAIKI 5BLDG．4階
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-17-12
神奈川県横浜市中区長者町6丁目96番地2
神奈川県横浜市中区真砂町4丁目43番地
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町157番地
神奈川県藤沢市宮原1495-1
神奈川県逗子市桜山4丁目7番5号
神奈川県横浜市旭区善部町41-2 A202号
神奈川県厚木市上荻野4580番地
神奈川県平塚市東八幡3-10-13
神奈川県平塚市横内4346
神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル6F
神奈川県伊勢原市上粕屋448-19
神奈川県川崎市中原区田尻町2066番地
神奈川県横浜市都筑区東山田町1763番地1
神奈川県相模原市中央区宮下本町2-15-18

「社会保険加入促進宣言企業」
平成３１年４月１０日時点

番号
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99
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会社名
中井開発株式会社
奈良建設株式会社
奈良造園土木株式会社
成瀬産業株式会社
日建工業株式会社
日本電設工業株式会社 横浜支店
株式会社花和産業
人の森株式会社
株式会社富士建設
株式会社星建設
武尊建設株式会社
株式会社本間組 横浜営業所
増田工業株式会社
株式会社松尾工務店
株式会社三上工務店
株式会社三木組
ミツワ建設株式会社
有限会社峰建設
ミヤマ建設株式会社
宮本土木株式会社

代表者名

代表取締役 石塚 恒夫
代表取締役 植本 正太郎
代表取締役 青木 洋一
代表取締役 成瀬 正憲
代表取締役 青木 成昴
支店長 長島 秀勝
永井 福男
代表取締役 加藤 政徳
代表取締役 新門 三千夫
星 克則
代表取締役 内藤 義和
所長 堀川 政仁
代表取締役 石川 むつ子
松尾 文明
代表取締役 三上 憲
代表取締役 三木 康郎
代表取締役 小久保 光義
峰尾 四郎
髙橋 祥一
代表取締役 其田 和之
みらい建設工業株式会社 横浜営業支店 支店長 近川 和郎
株式会社武蔵緑化
代表取締役 蛭田 秀生
名工建設株式会社 東京支店
執行役員支店長 奥村 由政
株式会社明和美装
代表取締役 田中 篤
森山建設株式会社
代表取締役 小玉 徹
株式会社八木工務店
代表取締役 菊池 幸治
株式会社山善
山本 善一
横浜日建株式会社
代表取締役 青木 香文
株式会社芳垣建設
代表取締役 芳垣 忠男
ライト工業株式会社 関東支社
取締役支社長 村井 祐介

所在地
神奈川県足柄上郡中井町遠藤136
神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目13番地3
神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-3
神奈川県平塚市宮松町13番1号
神奈川県横須賀市追浜東町3丁目52番地
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13
神奈川県横須賀市野比3-30-26 ＮＮビル201
神奈川県海老名市中新田1762番地
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目2番66号
神奈川県愛甲郡愛川町半原4323
神奈川県横須賀市長沢5-2-15
神奈川県横浜市中区相生町4丁目75番地
神奈川県平塚市南金目850-1
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-35
神奈川県平塚市四之宮一丁目15番7号
神奈川県横浜市神奈川区青木町7番地16
神奈川県横須賀市長井1丁目23番12号
神奈川県綾瀬市上土棚南3-11-16
神奈川県藤沢市大庭5221-13
神奈川県横浜市磯子区田中二丁目21番19号
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
神奈川県厚木市戸室一丁目40番22号
東京都台東区台東3-28-8
神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-4 フジビル602
神奈川県藤沢市下土棚1786
神奈川県川崎市高津区久末2065番地3
神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷3041
神奈川県横浜市金沢区福浦2丁目14番地6
神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目13番地4
東京都墨田区亀沢4-17-12

※会社名は五十音順です。

