ヘルスアップチャレンジ202２（健康事業所宣言）宣言事業所のご紹介
（令和４年６月30日現在 5１9事業所）

※掲載許可をいただいた事業所のみ掲載しております。

都道府県

事業所名

北海道

葵建設㈱ 東道路㈱ （一社）網走建設業協会
㈱アラタ工業 勇建設㈱ ㈱石井組
㈱石山組 板谷土建㈱ 伊藤組土建㈱
岩倉建設㈱ 岩田地崎建設㈱ ㈱遠藤組
大江建設㈱ 大野土建㈱ ㈱オピス
鹿島建設㈱北海道支店 鹿島道路㈱北海道支店
㈱岸本組 北弘機工㈱ 草野作工㈱
㈱熊谷組北海道支店 小針土建㈱
斎藤建設工業㈱ ㈱坂本建設 三共舗道㈱
白崎建設㈱ 鈴木工業㈱ ㈱そうけん
大同舗道㈱ ㈱竹中工務店北海道支店
㈱竹中土木北海道支店 ㈱田中組 ㈱谷脇組
辻谷建設㈱ 道興建設㈱ 東光舗道㈱
道路建設㈱ 道路工業㈱ 道路工業㈱旭川営業所
道路工業㈱網走営業所
道路工業㈱帯広工事事務所
道路工業㈱釧路工事事務所
道路工業㈱札幌営業所
道路工業㈱地盤改良営業所
道路工業㈱後志営業所
道路工業㈱豊浦工事事務所
道路工業㈱留萌・稚内営業所
ドレインメンテック㈱ ㈱中山組
㈱西岡国昭建設 萩原建設工業㈱
橋場建設㈱ ㈱橋本川島コーポレーション
㈱早水組 ㈱平村建設 ㈱廣野組 不二建設㈱
㈱フソウ北海道支店 北央舗道㈱ 北土建設㈱
北海道三祐㈱ 北海土木工業㈱ ㈱本田組
前田建設工業㈱北海道支店 丸彦渡辺建設㈱
丸彦渡辺建設㈱釧路支店
丸彦渡辺建設㈱苫小牧支店
南建設㈱ ㈱宮武建設 宮永建設㈱ 陸奥建設㈱
村井建設㈱ ㈱盛永組 ㈱山田組

青森県

川口建設㈱ 倉橋建設㈱ ㈲今野建設
㈱桜井工務店 中外興産㈱

岩手県

㈱アルファ建設 ㈱伊藤組 ㈲伊藤工業
㈱いわい ㈲岩手架設工業 宇部建設㈱
㈱及川工務店 ㈱小田島組 刈屋建設㈱
㈱環境整備 ㈱小山組 ㈱斎藤工務所
㈱佐々木組 ㈱佐藤組 柴田工業㈱
昭栄建設㈱ 鈴木工材㈱ ㈱タカヤ
タカヨ建設㈱ 千田工業㈱ ㈱千葉建設
㈱千葉匠建設 樋下建設㈱ ㈱中舘建設
㈱平野組 北星鉱業㈱ 宮城建設㈱
菱和建設㈱

宮城県

㈱淺沼組東北支店 ㈱アスエイト 阿部建設㈱
伊藤組土建㈱東北支店 岩田地崎建設㈱東北支店
栄喜工業㈱ 大川工業㈱ ㈱大林組東北支店
㈱ガイアート東北支店 鹿島建設㈱東北支店
鹿島道路㈱東北支店 河北建設㈱ ㈱共伸
空調企業㈱ ㈱熊谷組東北支店 ㈱熊建
ケーアンドイー㈱東北支店 ㈲小櫻土木
山幸建設㈱ 清水建設㈱東北支店 大青工業㈱
大日本土木㈱東北支店 大豊建設㈱東北支店
㈱ダイワ技術サービス 鷹觜建設㈱
㈱竹中工務店東北支店 ㈱照井建業 中城建設㈱
西松建設㈱北日本支社
㈱ネクスコ・エンジニアリング東北
㈱橋本店 ㈱深松組 ㈱フソウ東北支店
㈱復建技術コンサルタント ㈱松居組
丸敏建設㈱ 三井住友建設㈱東北支店
村本建設㈱東北支店 ㈱森本組東北支店
八千代エンジニヤリング㈱北日本支店
山﨑建設㈱東北支店

秋田県

㈱西宮組

山形県

㈱鈴木工務店

福島県

㈲会津建設
片岡建設㈱
林興業㈱

栃木県

㈱中村建設

埼玉県

鹿島道路㈱機械センター

千葉県

北創工業㈱

山形建設㈱

都道府県

事業所名

都道府県
島根県

㈱共立エンジニヤ

東京都

青山機工㈱ ㈱アペックエンジニアリング
㈱安藤・間 伊藤組土建㈱東京支店
㈱オーク情報システム 鹿島建設㈱
鹿島リース㈱ 菊一建設㈱
㈱熊谷組首都圏支店 ㈱熊谷組本社
㈱シーラム 大成有楽不動産㈱ 大成ロテック㈱
大豊建設㈱東京土木支店 ㈱テクニカルサポート
（一財）土木建築厚生会 西松地所㈱
㈱フソウ東京支社
㈱フソウハイドロパワーソリューションズ
フソウホールディングス㈱
㈱復建エンジニアリング
丸彦渡辺建設㈱東京支店 三井住友建設㈱本店

岡山県

アイサワ工業㈱ 旭電業㈱ ㈱安東組
㈱岡田雅建設 ㈱片山工務店 ㈱佐々木組
杉岡建設㈱ ㈱スマイル建設 太陽建設㈱
㈱東洋工務店 日本インフラマネジメント㈱
蜂谷工業㈱ 広本建設㈱
㈱まつもとコーポレーション 明和建設㈱
森安建設㈱ ㈱吉岡建設 ㈲吉弘建工

広島県

㈱青木組 ㈱淺沼組広島支店
㈱穴吹工務店広島支店 ㈱大林組広島支店
㈱奥村組広島支店 小奴可建設㈱
㈱ガイアート中国支店 鹿島建設㈱中国支店
鹿島道路㈱中国支店 極東興和㈱
㈱熊谷組中四国支店 ㈱砂原組 青栄建設㈱
㈱錢高組広島支店 大成ロテック㈱中国支社
㈱竹中工務店広島支店 ㈱竹中土木広島支店
田代土木建設㈱
西日本高速道路エンジニアリング中国㈱
西松建設㈱中国支店 畠山建設㈱
㈱ビーアールホールディングス 福井建設㈱
㈱フソウ中国支店 ㈱益田組 ㈱松田組
㈱松原組 ㈱松村組広島支店 宮田建設㈱
八千代エンジニヤリング㈱広島支店 ㈱湯川組

山口県

アキタ建設㈱ ㈱石本工務店
井森アーステック㈱ 井森工業㈱ 井森商事㈱
㈱サン山口 山陽建設工業㈱ 下野工業㈱
㈱髙須組 東和観光開発㈱ 恭井建設㈱
㈲山一工業

徳島県

㈲一以建設 井上建設㈱ ㈱大竹組
㈱岡田組 ㈱亀井組 ㈱北岡組 昭和工業㈲
颯企画㈲ 中山建設㈱ ㈱姫野組

香川県

青葉工業㈱ ㈱穴吹工務店
㈱岡田雅建設高松出張所
㈱奥村組四国支店 鹿島建設㈱四国支店
㈱北村組 ㈱合田工務店 桜テクニカ㈱
大成ハウジング四国㈱ 徳寿工業㈱
㈱ナイバ
西日本高速道路エンジニアリング四国㈱
西日本高速道路ファシリティーズ㈱四国支店
㈱ヒカリ ㈱フソウ四国本店
㈱フソウリブテック 前田建設工業㈱四国支店
丸昌土木㈲ 横田建設㈱

愛媛県

㈱愛亀 アイル㈱ 愛媛土建㈱ ㈱大塚組
共立工営㈱ 協和環境整備工業㈱ 協和道路㈱
㈱新開発 ㈱トータス・グリーン ㈱西建設
㈱びるり ㈱フジコンストラクション
㈱二神組 ㈱堀川建設 ㈱森本 ㈱游亀

高知県

泉建設工業㈱ 入交建設㈱ ㈱エコグリーン
㈱尾﨑工務店 ㈱開洋 ㈱上岡工務店
㈱岸之上工務店 ㈱晃立 四国開発㈱
㈲シミズ産業 新進建設㈱ ㈱新創
須工ときわ㈱ 大旺新洋㈱ ㈱高橋組
㈲手箱建設 ㈱轟組 ㈱中田建設
㈱南建 ㈱西日本科学技術研究所 福留開発㈱
ミタニ建設工業㈱ 柳生基礎センター㈱

福岡県

㈱大林組九州支店 ㈱奥村組九州支店
尾園建設㈱ ㈱柿原組 鹿島建設㈱九州支店
九鉄工業㈱ 九鉄工業㈱福岡支店
㈱熊谷組九州支店 ㈱佐藤技建 三軌建設㈱
㈱ジオシステム ㈱塩見組
㈱シミズ・ビルライフケア九州支社
㈱清水工務店 新日本熱学㈱ ㈱スギヤマ
第一復建㈱ 大豊建設㈱九州支店
竹中機設㈱ ㈱竹中工務店九州支店
西松建設㈱九州支社 福岡道路㈱
㈱フソウ九州支店 前田建設工業㈱九州支店
㈱松本組 三井住友建設㈱九州支店
八千代エンジニヤリング㈱九州支店

佐賀県

安部建設㈱ 飯盛土木㈱
㈱エスイーコーポレーション
大川内建設㈱ ㈱大島組 大西工業㈱
㈱佐電工 秀栄建設㈱ 城西開発㈱ ㈱上滝建設
㈱タシロ ㈱田代工務店 ㈱中野建設
㈱成富建設 松尾建設㈱ 松尾工業㈱
松尾商事㈱ ㈱マベック

長崎県

九鉄工業㈱長崎支店

熊本県

九鉄工業㈱熊本支店 ㈱十二工務店
杉山建設㈱ ㈱中野工務店

大分県

㈱佐伯建設

宮崎県

㈱志多組

新潟県

㈱伊藤建設

㈱興和

富山県

砺波工業㈱

㈱山崎組

石川県

北川ヒューテック㈱
施友建設㈱ ㈱豊商

福井県

石黒建設㈱ 坂川建設㈱ 高崎建設㈱
㈱高茂組 轟建設㈱ ㈱西村組 村中建設㈱
㈲山本土木 横田建設㈱

山梨県

長田組土木㈱

長野県

㈱前田製作所

岐阜県

㈲石垣工業

静岡県

㈱静軌建設 中林建設㈱
三井住友建設㈱静岡支店

愛知県

朝日建物管理㈱名古屋支店 ㈲稲石組
㈱オクミカワ 鹿島建設㈱中部支店
鹿島道路㈱中部支店 ㈱嘉戸工務店
㈱加納工務店 ㈱川口組 ㈱熊谷組名古屋支店
弘新建設㈱ 三共興業㈱ 清水建設㈱名古屋支店
親和建設㈱ ㈱鈴木軌道 大豊建設㈱名古屋支店
㈱高柳組 ㈱竹中工務店名古屋支店
中央建材工業㈱ 中部土木㈱ 中部舗材㈱
蔦井㈱ テクノス㈱ ㈱テラビックキョーワ
東名開発㈱ 豊橋軌道工業㈱
西松建設㈱中部支店 ㈱ヒメノ
㈱フソウ名古屋支店 前田建設工業㈱中部支店
㈱松村組名古屋支店 丸彦渡辺建設㈱名古屋支店
水野建設㈱ 三井住友建設㈱中部支店
名工建設㈱
八千代エンジニヤリング㈱名古屋支店
矢作建設工業㈱ 六合㈱

ユーシン建設㈱
㈱熊谷組北陸支店

丸善土木㈱
㈲垣貫建設

三重県

稲葉建設㈱
堀田建設㈱

滋賀県

石島軌道㈲ 奥儀建設㈱ ㈱かんき建設
㈱桑原組 桑原物産㈱ 三軌工業㈱
高島鉱建㈱ トーワ測量㈱ ㈱西堀工務店
㈱松浦組

京都府

福田道路㈱京都営業所

大阪府

旭技建㈱ 朝日建物管理㈱ 阿部建設㈱
岩田地崎建設㈱大阪支店 奥村機械製作㈱
㈱奥村組本社西日本支社 ㈱掛谷工務店
鹿島建設㈱関西支店 鹿島道路㈱関西支店
岸本建設㈱ ㈱きんぱい ㈱熊谷組関西支店
栗原工業㈱ 三和建設㈱
清水建設㈱関西支店 ㈱大軌
㈱大世工務店 大日本土木㈱大阪支店
大豊建設㈱大阪支店 ㈱竹中工務店
㈱冨髙土木
西日本高速道路エンジニアリング関西㈱
西日本高速道路ファシリティーズ㈱
西日本高速道路メンテナンス関西㈱
㈱花山工務店 福田道路㈱関西支店
福田道路㈱岸和田営業所
福田道路㈱東大阪営業所
㈱フソウ大阪支社 ㈱マツダ・シティーズ
㈱松高工務店 三井住友建設㈱大阪支店
八千代エンジニヤリング㈱大阪支店
㈱山方工務店 山﨑建設㈱大阪支店 豊開発㈱

㈱山田工務店

㈱晃建設 ㈱伊藤工務店
桂建設㈱ 寿建設㈱
㈲鈴木組
堀井建設㈱ 堀江工業㈱

神奈川県 協同建工㈱ 清水建設㈱横浜支店 日舗建設㈱

創伸建設㈱

日本土建㈱

藤田土木工業㈱

㈱吉川組

兵庫県

㈱新井組
㈱オカモト・コンストラクション・システム
㈱建協工務店 ㈱興和建設
福田道路㈱トウレキ合材工場 ㈱山田工務店

奈良県

髙木建設㈱ ㈱タカギテクノ
㈱中和コンストラクション

和歌山県 ㈱淺川組 淺川道路㈱ アサカワリフォーム㈱
鳥取県
毎年宣言する事業所も増えてきております！
目標達成に向けて、
私たちと一緒に健康管理に取り組みましょう！
健康支援室スタッフ 一同

㈲住田組 ㈲諏訪ボーリング ㈱田嶋工業
㈱田中建設 日野建設業協同組合

事業所名
島田建設㈱

九鉄工業㈱鹿児島支店

㈱上滝

㈲住江建設

松本建設㈱

㈱共栄開発

小牧建設㈱

鹿児島県 ㈱サンコー ㈱ホーミング ㈱マリン工業
ライフエンジニアリング㈱

沖縄県

㈱中原組

㈱渡辺組

