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１　障がい者雇用促進事業 78 社

72 社

6 社

委託 物品

127 宮川建設（株） 福岡県福岡市中央区港２丁目４ー２１ 港湾土木

229 溝江建設（株） 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目９ー２０ 建築 Ａ

319 （有）山光建設 福岡県福岡市南区日佐２丁目６番２２号 一般土木 Ｃ

323 （株）まつい工務店 福岡県福岡市博多区下呉服町４ー７ 建築 Ｂ

360 野方菱光（株） 福岡県福岡市西区大字飯盛４２５ー１ 一般土木 Ｂ その他清掃

434 島村産業（株） 福岡県福岡市西区今宿町５３９ー２３ 一般土木 Ｂ

593 西部環境（株） 福岡県福岡市西区大字飯盛４２６番地５ー１０３ 一般土木 Ｂ その他清掃

602 林土木工業（株） 福岡県福岡市西区大字羽根戸７２４ー１４ 一般土木 Ｂ その他清掃

633 （株）大橋造園土木 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目２ー２９ 造園 Ａ 樹木の保育管理

788 （株）トキワ設備
福岡県福岡市早良区東入部１丁目２番４７号２
０１

管 Ａ

1077 東昭栄興業（株） 福岡県福岡市東区多の津４丁目３番５３号 ほ装 Ａ

1471 （株）オカトク 福岡県福岡市博多区板付４丁目７番２８号 一般土木 Ａ

1482 （株）コンドー
福岡県福岡市中央区港二丁目３番５号　第二
博多港管理ビル

港湾土木

1499 久保建（株） 福岡県福岡市中央区大名１丁目５ー４ 港湾土木

1517 北設備工業（株） 福岡県福岡市東区多の津４丁目１８ー１６ 管 Ａ

1528 蔵田工業（株） 福岡県福岡市南区那の川２丁目１ー１７ 機械 産業用機械器具

1554 西光建設（株） 福岡県福岡市東区馬出６丁目２ー１８ 一般土木 Ａ

1610 （株）国本工業 福岡県福岡市東区社領１丁目９ー４ 一般土木 Ｂ

1613 （株）黒木工務店 福岡県福岡市中央区大手門１丁目５ー１ 建築 Ａ

1670 西部建設（株） 福岡県福岡市中央区地行１丁目１５番２９号 一般土木 Ａ

1762 （株）才田組 福岡県福岡市博多区光丘町１丁目２ー３０ 一般土木 Ａ

1868 イー・スケープ（株） 福岡県福岡市東区名島２丁目６番８号 造園 Ａ 樹木の保育管理

1939 （株）城建設 福岡県福岡市博多区麦野５丁目１３ー５ 一般土木 Ｂ その他清掃

1982 （株）小柳技建 福岡県福岡市博多区堅粕３丁目１５ー３１ 建築 Ｂ

2026 （株）亜広工業 福岡県福岡市南区桧原七丁目６０番９号 一般土木 Ｃ 建築物清掃

2154 岩本工業（株） 福岡県福岡市西区愛宕２丁目１９ー３７ 一般土木 Ｂ その他清掃

2162 正京建設（株） 福岡県福岡市南区野多目４丁目３１ー１３ 建築 Ｂ

2164 基聖産業（株） 福岡県福岡市南区長住１丁目１番４６号 管 Ａ その他清掃 コンクリート二次製品

2173 （株）津田建設 福岡県福岡市早良区西新３丁目１０ー１７ 建築 Ｂ

2221 （株）大東和 福岡県福岡市東区松島１丁目１ー２９ 解体

2274 （株）西中洲樋口建設 福岡県福岡市中央区西中洲１２ー１３ 建築 Ａ

2290 （株）中原工務店 福岡県福岡市南区柳瀬２丁目８番２３号 管 Ａ

2298 大成管理開発（株） 福岡県福岡市中央区那ノ津３丁目１５ー１７ 一般土木 Ｃ 建築物清掃

2448 （株）橋本組 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３丁目９ー１３ 解体

平成28・29・30年度　社会貢献優良企業一覧（対象事業別）

業者番号 業者名 住所
申請区分業種（希望順位１位）

工事

■認定企業数

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可
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１　障がい者雇用促進事業 78 社

72 社

6 社

委託 物品

業者番号 業者名 住所
申請区分業種（希望順位１位）

工事

■認定企業数

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可

2533 大管工業（株）
福岡県福岡市中央区平尾３丁目１ー３　ロイヤ
ル薬院ビル６階

機械

2579 （株）藤原組 福岡県福岡市東区箱崎６丁目１１ー３４ 一般土木 Ｂ

2581 （株）藤建設 福岡県福岡市南区井尻５丁目８ー５ 建築 Ｂ

2586 （株）福司工業 福岡県福岡市西区横浜３丁目２７ー２４ 一般土木 Ｂ その他清掃 道路材

2625 （株）ワイズ西日本 福岡県福岡市西区大字飯盛４２６番地５ー１０１ 一般土木 Ｂ その他清掃

2672 （株）多神田組 福岡県福岡市南区桧原七丁目２１番６号 一般土木 Ｃ その他清掃

2742 橋本建設工業（有） 福岡県福岡市東区松島１丁目２ー２８ 一般土木 Ｂ

2776 千早建設（株） 福岡県福岡市東区土井１丁目５ー８ 建築 Ｂ

2872 博多港管理（株） 福岡県福岡市中央区港２丁目３ー２５ 港湾土木

2874 （株）高砂電業社 福岡県福岡市早良区南庄３丁目１６ー１ 電気 Ａ

2993 徳安建設（株） 福岡県福岡市西区大字飯氏６４４番地５ 一般土木 Ｂ

3146 博多湾環境整備（株） 福岡県福岡市博多区沖浜町１２ー１ 港湾土木 建築物清掃

3249 福岡土木（株） 福岡県福岡市城南区七隈１丁目７ー３７ 一般土木 Ｂ

3278 栄興建設（株） 福岡県福岡市東区原田１丁目１ー２１ 一般土木 Ｂ

3530 安田建設（株） 福岡県福岡市博多区千代５丁目１番１号 一般土木 Ｂ

3531 （株）毛利建設 福岡県福岡市早良区小田部２丁目１８ー１３ 建築 Ｂ

3868 （株）環衛サービス 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目２ー２３ 管 Ｃ 建築物清掃

3923 （株）日東技術コンサルタント 福岡県福岡市南区市崎１丁目２ー８ 土木設計

4108 太洋建設コンサルタント（株） 福岡県福岡市城南区長尾３丁目２９ー２７ 土木設計

8363 （株）二木建設工業 福岡県福岡市西区大字飯氏７８９ー３ 解体

8555 （有）妹尾産業 福岡県福岡市東区香椎６丁目２０ー８ 解体

10870 九州地理情報（株） 福岡県福岡市東区青葉２丁目３０番１号 情報処理 特殊印刷

12237 （株）都市資源開発 福岡県福岡市博多区東光２丁目１６ー１８ 解体 その他清掃

12803 （株）ビー・ピー・シー 福岡県福岡市東区大字上和白辺分野２１９番３ 一般印刷

14208 （株）アスト 福岡県福岡市西区戸切３丁目３５番７号 建築 Ｃ

14466 （株）西日本総合企画 福岡県福岡市南区檜原１丁目３３番２２号２１９ 一般土木 Ｃ その他清掃

14535 株式会社ＮＳＫ 福岡県福岡市南区桧原四丁目３５番２２号 一般土木 Ｃ その他清掃

15858 大勝建設（株）
福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目２番１０
号

解体

15077 （株）楢崎商事 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目１９番１２号 建築 Ｂ

16595 （株）山義建設 福岡県福岡市西区今宿上ノ原４７１ー１ 一般土木 Ｂ

17174 （株）筑糸建設 福岡県福岡市中央区福浜１丁目１４ー２６ 建築 Ｃ

22426 （株）西総
福岡県福岡市南区桧原一丁目３３番２２ー２１８
号

一般土木 Ｃ その他清掃

22519 （株）三友 福岡県福岡市中央区笹丘２丁目２４番３５号 一般土木 Ｃ その他清掃

24409 みなみ道路工業（株） 福岡県福岡市南区長住一丁目１番４６号３階 ほ装 Ｂ 樹木の保育管理 鋼材

25238 （株）オリハ 福岡県福岡市南区桧原七丁目２１番６号 一般土木 Ｃ 建築物清掃
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１　障がい者雇用促進事業 78 社

72 社

6 社

委託 物品

業者番号 業者名 住所
申請区分業種（希望順位１位）

工事

■認定企業数

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可

27712 ＺーＴＡＫＥ（株） 福岡県福岡市東区多の津４丁目１１番１９号 解体

31312 株式会社グランドビジョン
福岡県福岡市中央区天神２丁目４番５号デイト
ンビル３階

広告宣伝

32218 （有）池園管工 福岡県福岡市東区高美台１丁目３６番１０号 一般土木 Ｄ
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２－１　環境配慮型事業（ＩＳ０１４００１認証取得） 76 社

76 社

－

委託 物品

127 宮川建設（株） 福岡県福岡市中央区港２丁目４ー２１ 港湾土木

160 林宗土木（株） 福岡県福岡市西区大字羽根戸４１１ー４ー１ 一般土木 Ｂ その他清掃

360 野方菱光（株） 福岡県福岡市西区大字飯盛４２５ー１ 一般土木 Ｂ その他清掃

516 松山建設（株） 福岡県福岡市中央区高砂２丁目２４ー２３ 一般土木 Ａ

585 （株）原通信建設 福岡県福岡市南区野多目１ー１１ー２ 一般土木 Ｂ

867 交通器材（株） 福岡県福岡市博多区金の隈１丁目２１番３３号 交通安全施設 道路材

903 （株）アーバンテック 福岡県福岡市博多区板付４丁目７番２８号 一般土木 Ｂ

998 双葉工業（株） 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目１ー３０ 交通安全施設 保安用品

1138 大橋エアシステム（株） 福岡県福岡市中央区薬院２丁目３ー４１ 管 Ａ

1228 （株）海山組 福岡県福岡市東区塩浜１丁目１０ー５０ 一般土木 Ａ

1299 三笠特殊工業（株）
福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１６番１４
号

機械 建築物清掃

1409 （株）重岡工務店 福岡県福岡市中央区平尾５丁目３ー１５ 建築 Ｂ

1425 （株）九電工 福岡県福岡市南区那の川１丁目２３番３５号 電気 Ａ 建築物等点検 電気設備機器

1437 （株）今林工務店 福岡県福岡市中央区薬院１丁目４ー３ 建築 Ａ

1482 （株）コンドー
福岡県福岡市中央区港二丁目３番５号　第二
博多港管理ビル

港湾土木

1495 岩崎建設（株） 福岡県福岡市中央区西中洲１２ー２５ 建築 Ａ

1499 久保建（株） 福岡県福岡市中央区大名１丁目５ー４ 港湾土木

1560 （株）アルシスホーム 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１４ー１０ 建築 Ａ

1592 （株）古賀組 福岡県福岡市中央区草香江２丁目６番１７号 一般土木 Ｂ 道路材

1610 （株）国本工業 福岡県福岡市東区社領１丁目９ー４ 一般土木 Ｂ

1641 （株）柿原組 福岡県福岡市中央区薬院３丁目４ー２１ 建築 Ａ

1688 キュウセツＡＱＵＡ（株） 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目３ー１０ その他清掃

1690 九州総合建設（株） 福岡県福岡市東区箱崎２丁目５４番２１号 一般土木 Ａ

1711 （株）環境開発 福岡県福岡市博多区吉塚六丁目６ー３６ 一般土木 Ａ その他清掃

1717 （株）旭工務店 福岡県福岡市博多区博多駅南５丁目１０ー１３ 建築 Ａ

1791 新日本グラウト工業（株） 福岡県福岡市南区清水１丁目１５ー１８ 法面 地質調査

1825 九州ニチレキ工事（株） 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁目３番１７号 ほ装 Ａ 道路材

1939 （株）城建設 福岡県福岡市博多区麦野５丁目１３ー５ 一般土木 Ｂ その他清掃

1966 （株）正興電機製作所 福岡県福岡市博多区東光２丁目７ー２５ 電気 Ａ 情報処理 ＯＡ機械器具

1968 （株）サンコービルド 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目３１ー１７ 建築 Ａ

2071 （株）愛宕建設工業 福岡県福岡市西区石丸１丁目１５ー１４ 一般土木 Ｂ

2162 正京建設（株） 福岡県福岡市南区野多目４丁目３１ー１３ 建築 Ｂ

2190 （有）田中興発 福岡県福岡市早良区西入部２丁目１ー３ 一般土木 Ｂ その他清掃

申請区分業種（希望順位１位）
業者番号

申請区分業種（希望順位１位）
住所

工事

■認定企業数

業者名

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可
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２－１　環境配慮型事業（ＩＳ０１４００１認証取得） 76 社

76 社

－
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2234 アスミオ．（株） 福岡県福岡市西区大字羽根戸１５９ー４ 建築 Ａ

2274 （株）西中洲樋口建設 福岡県福岡市中央区西中洲１２ー１３ 建築 Ａ

2479 （株）高富士建設 福岡県福岡市南区老司３丁目９ー１８ 建築 Ｂ

2482 西田建設（株） 福岡県福岡市南区老司１丁目１０番１４号 一般土木 Ｂ

2496 （株）東田中建設 福岡県福岡市東区和白丘２丁目３ー１０ 一般土木 Ａ その他清掃

2581 （株）藤建設 福岡県福岡市南区井尻５丁目８ー５ 建築 Ｂ

2586 （株）福司工業 福岡県福岡市西区横浜３丁目２７ー２４ 一般土木 Ｂ その他清掃 道路材

2609 （株）千代田工業所 福岡県福岡市南区塩原４丁目２８ー２５ 管 Ａ

2643 筑紫電業（株） 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１１番１８号 電気 Ｃ

2665 （株）ニチボー 福岡県福岡市博多区板付４丁目７ー２８ 法面 地質調査

2666 東建工（株） 福岡県福岡市東区和白丘２丁目３ー１０ 一般土木 Ｂ その他清掃

2731 （株）富士ピー・エス 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１３番８号 Ｐ・Ｃ 鉄道資材

2742 橋本建設工業（有） 福岡県福岡市東区松島１丁目２ー２８ 一般土木 Ｂ

2872 博多港管理（株） 福岡県福岡市中央区港２丁目３ー２５ 港湾土木

2907 日新産業（株） 福岡県福岡市博多区月隈二丁目４番２号 鋼構造物 その他清掃

3097 （株）石橋高組 福岡県福岡市西区拾六町５丁目１１ー４２ 一般土木 Ｂ

3146 博多湾環境整備（株） 福岡県福岡市博多区沖浜町１２ー１ 港湾土木 建築物清掃

3225 （株）菱熱 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目８ー１３ 管 Ａ 電気設備機器

3249 福岡土木（株） 福岡県福岡市城南区七隈１丁目７ー３７ 一般土木 Ｂ

3264 コスモ建設（株） 福岡県福岡市東区原田１丁目１ー２１ 建築 Ｂ

3269 丸三工業（株） 福岡県福岡市博多区諸岡５丁目２７ー７ 一般土木 Ａ

3277 （株）東部産業 福岡県福岡市東区原田１丁目１ー２１ 建築 Ａ

3278 栄興建設（株） 福岡県福岡市東区原田１丁目１ー２１ 一般土木 Ｂ

3296 （株）ウイング 福岡県福岡市博多区板付４丁目７番２８号 一般土木 Ｂ

3495 （有）山勝組 福岡県福岡市西区福重１丁目１８ー３ 一般土木 Ｂ

3522 （株）筑紫野建設 福岡県福岡市南区井尻３丁目１１ー２６ 一般土木 Ｂ

3567 （株）セイビ九州
福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１９ー３
博多小松ビル

建築物清掃

4077 第一復建（株） 福岡県福岡市南区清水４丁目２番８号 土木設計

5870
オムロンフィールドエンジニアリ
ング九州（株）

福岡県福岡市博多区東比恵１丁目２番１２号
Ｒ＆Ｆセンタービル

電気 Ａ 鉄道資材

10750 安川建設（株） 福岡県福岡市東区筥松新町１ー１３ 建築 Ｂ

14272 （株）環境施設 福岡県福岡市西区小戸三丁目５０番２０号 一般土木 Ａ その他清掃 骨材

14289 （株）九州北部サービス
福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１番３３
号

解体

14365 情報機器エンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区中呉服町５ー１４ 電気通信 設備設計 ＯＡ機械器具
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２－１　環境配慮型事業（ＩＳ０１４００１認証取得） 76 社

76 社

－

委託 物品

申請区分業種（希望順位１位）
業者番号

申請区分業種（希望順位１位）
住所

工事

■認定企業数

業者名

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可

15077 （株）楢崎商事 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目１９番１２号 (売り払い）

15100 松鶴建設（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目５ー１ 一般土木 Ａ

16595 （株）山義建設 福岡県福岡市西区今宿上ノ原４７１ー１ 一般土木 Ｂ

17186 （株）テクノユース 福岡県福岡市城南区鳥飼５丁目７番１号 一般土木 Ｂ その他清掃

19184 原康建設（株） 福岡県福岡市南区野間１丁目１ー１９ 一般土木 Ｂ

22545 末松九機（株） 福岡県福岡市博多区美野島２丁目１番２９号 機械 電気設備機器

22642 （株）平昭 福岡県福岡市博多区榎田２丁目４番５２号 一般土木 Ｂ

22763 エコアス（株） 福岡県福岡市博多区西月隈四丁目８番３２号 一般土木 Ｄ 建築物清掃

24567 シナノ設備　（株） 福岡県福岡市西区今宿東１丁目５番８号 管 Ａ

27710 （株）寿由建設
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３丁目９番１１号５
棟３号

一般土木 Ｂ
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２－２　環境配慮型事業（エコアクション２１　認証取得） 89 社

90 社

－

工事 委託 物品

33 （株）甲斐建設 福岡県福岡市東区香住ヶ丘３丁目３１番１７号 建築 Ｂ

42 吉岡工業（株） 福岡県福岡市西区戸切３丁目１ー７ 一般土木 Ｂ

44 大熊造園土木（株） 福岡県福岡市博多区吉塚６丁目６ー３６ 造園 Ａ 樹木の保育管理

47 木村土建（株） 福岡県福岡市博多区大井１丁目６ー３ 一般土木 Ｂ

204 高橋電業（株） 福岡県福岡市博多区井相田３丁目１２ー２１ 電気 Ｂ

229 溝江建設（株） 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目９ー２０ 建築 Ａ

286 みかど産業（株） 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目１番５号 交通安全施設 道路材

323 （株）まつい工務店 福岡県福岡市博多区下呉服町４ー７ 建築 Ｂ

389 （株）松本組 福岡県福岡市東区馬出１丁目１ー１９ 一般土木 Ａ 道路材

448 三苫舗道（株） 福岡県福岡市西区富士見１丁目９番１１号 ほ装 Ａ

581 （株）マルミ吉住組 福岡県福岡市博多区空港前５丁目３ー２１ 一般土木 Ｂ

593 西部環境（株） 福岡県福岡市西区大字飯盛４２６番地５ー１０３ 一般土木 Ｂ その他清掃

602 林土木工業（株） 福岡県福岡市西区大字羽根戸７２４ー１４ 一般土木 Ｂ その他清掃

633 （株）大橋造園土木 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目２ー２９ 造園 Ａ 樹木の保育管理

788 （株）トキワ設備
福岡県福岡市早良区東入部１丁目２番４７号２
０１

管 Ａ

818 （株）坂本工業 福岡県福岡市東区二又瀬新町９番１２号 解体

842 グリーンライフ産業（株） 福岡県福岡市東区多の津５丁目３２番２０号 造園 Ａ 樹木の保育管理

1433 山本設備工業（株） 福岡県福岡市南区那の川１丁目１５ー５ 管 Ａ

1471 （株）オカトク 福岡県福岡市博多区板付４丁目７番２８号 一般土木 Ａ

1517 北設備工業（株） 福岡県福岡市東区多の津４丁目１８ー１６ 管 Ａ

1554 西光建設（株） 福岡県福岡市東区馬出６丁目２ー１８ 一般土木 Ａ

1582 九州グラウンド（株） 福岡県福岡市東区和白東２丁目１番４４号 造園 Ａ 樹木の保育管理 肥料、種苗

1613 （株）黒木工務店 福岡県福岡市中央区大手門１丁目５ー１ 建築 Ａ

1643 香椎建設（株） 福岡県福岡市東区千早２丁目３番３７号 建築 Ａ

1670 西部建設（株） 福岡県福岡市中央区地行１丁目１５番２９号 一般土木 Ａ

1685 コウフ・フィールド（株） 福岡県福岡市博多区東那珂２丁目１９ー２５ 体育施設 運動用品

1718 占部建設（株） 福岡県福岡市博多区石城町１２番５号 建築 Ａ

1725 照栄建設（株） 福岡県福岡市南区向新町２丁目５ー１６ 建築 Ａ

1762 （株）才田組 福岡県福岡市博多区光丘町１丁目２ー３０ 一般土木 Ａ

1855 （株）末永工務店 福岡県福岡市南区長丘５丁目２１ー２０ 建築 Ａ

1868 イー・スケープ（株） 福岡県福岡市東区名島２丁目６番８号 造園 Ａ 樹木の保育管理

1878 木下緑化建設（株） 福岡県福岡市南区長丘３丁目１３ー２７ 造園 Ａ 樹木の保育管理 肥料、種苗

1883 健和電気（株） 福岡県福岡市博多区榎田２丁目３ー２３ 電気 Ａ

1977 （株）阿部工務店 福岡県福岡市東区二又瀬新町１４ー１８ 建築 Ｂ

業者番号 業者名 住所
申請区分業種（希望順位１位）

■認定企業数

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可
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２－２　環境配慮型事業（エコアクション２１　認証取得） 89 社

90 社

－

工事 委託 物品
業者番号 業者名 住所

申請区分業種（希望順位１位）

■認定企業数

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可

1982 （株）小柳技建 福岡県福岡市博多区堅粕３丁目１５ー３１ 建築 Ｂ

2047 飯田建設（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目１６ー１４ 一般土木 Ａ

2069 清興建設（株） 福岡県福岡市南区桧原７丁目４０ー５ 建築 Ｂ

2083 （株）こおたけ電気設備 福岡県福岡市西区福重２丁目５ー１６ 電気 Ｂ

2158 （株）岩堀工務店 福岡県福岡市南区若久２丁目３３ー１８ 建築 Ａ

2298 大成管理開発（株） 福岡県福岡市中央区那ノ津３丁目１５ー１７ 一般土木 Ｃ 建築物清掃

2299 北辰建設（株）
福岡県福岡市博多区板付６丁目１２ー３５　北
辰ビル１階

建築 Ｃ

2317 匠建設（株） 福岡県福岡市博多区西春町２丁目１ー２ 建築 Ｂ

2319 （株）中村緑地建設 福岡県福岡市南区長住１丁目８ー２６ 造園 Ａ 樹木の保育管理 肥料、種苗

2325 細川土木（株） 福岡県福岡市西区大字金武２０４７ー３ 一般土木 Ｂ

2331 博多グリーン開発（株） 福岡県福岡市南区柏原６丁目４ー２０ 造園 Ａ 樹木の保育管理 肥料、種苗

2376 （株）藤松工務店 福岡県福岡市早良区次郎丸５丁目１８ー２５ 建築 Ｂ

2409 （株）内藤工務店 福岡県福岡市中央区港２丁目５ー８ 建築 Ａ

2448 （株）橋本組 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３丁目９ー１３ 解体

2579 （株）藤原組 福岡県福岡市東区箱崎６丁目１１ー３４ 一般土木 Ｂ

2589 （株）別府梢風園 福岡県福岡市東区青葉１丁目６ー５３ 造園 Ａ 樹木の保育管理 肥料、種苗

2625 （株）ワイズ西日本 福岡県福岡市西区大字飯盛４２６番地５ー１０１ 一般土木 Ｂ その他清掃

2635 福東（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目２０ー２１ 一般土木 Ａ

2671 （株）テシマ工業 福岡県福岡市早良区干隈６丁目５番１号 一般土木 Ｂ

2744 大和技建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田２丁目１２ー１ 一般土木 Ａ

2771 （株）福岡植木 福岡県福岡市城南区梅林４丁目１１ー１２ 造園 Ａ 樹木の保育管理 肥料、種苗

2776 千早建設（株） 福岡県福岡市東区土井１丁目５ー８ 建築 Ｂ

2788 （株）梅の木建設 福岡県福岡市南区塩原３丁目１９ー８ 建築 Ｂ

2818 日建建設（株） 福岡県福岡市中央区六本松３丁目１６ー３３ 建築 Ａ

2833 千代田興産（株） 福岡県福岡市中央区白金２丁目５番１６号 電気 Ａ 建築物清掃 電気設備機器

2854 （株）中尾工務店 福岡県福岡市南区花畑２丁目４ー１３ 建築 Ｂ

2884 中村建設（株） 福岡県福岡市中央区笹丘１丁目３２ー９ 建築 Ａ

2952 マタケ造景（株） 福岡県福岡市東区大字香椎４７２番３ 造園 Ａ 樹木の保育管理

2993 徳安建設（株） 福岡県福岡市西区大字飯氏６４４番地５ 一般土木 Ｂ

3013 （株）羽野組 福岡県福岡市中央区天神３丁目１１ー２２ 一般土木 Ｂ

3028 （株）竹内土建 福岡県福岡市早良区田村２丁目８ー１６ 一般土木 Ｂ その他清掃

3231 福岡道路（株） 福岡県福岡市東区馬出一丁目１番１９号 ほ装 Ａ 道路材

3241 （株）百田工務店 福岡県福岡市東区多の津１丁目４ー５ 建築 Ｂ

3265 （株）松崎組 福岡県福岡市中央区荒戸１丁目２ー１４ 建築 Ｂ
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２－２　環境配慮型事業（エコアクション２１　認証取得） 89 社

90 社

－

工事 委託 物品
業者番号 業者名 住所

申請区分業種（希望順位１位）

■認定企業数

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可

3275 （株）涼華園 福岡県福岡市南区大池１丁目２３ー１６ 造園 Ａ 樹木の保育管理

3373 （株）吉海工務店 福岡県福岡市南区玉川町１６ー１４ 建築 Ｂ

3530 安田建設（株） 福岡県福岡市博多区千代５丁目１番１号 一般土木 Ｂ

3531 （株）毛利建設 福岡県福岡市早良区小田部２丁目１８ー１３ 建築 Ｂ

3868 （株）環衛サービス 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目２ー２３ 管 Ｃ 建築物清掃

3889 （株）九州事業センター 福岡県福岡市南区平和１丁目３１ー３５ 一般土木 Ｂ 建築物清掃

7482 （株）ファイブ 福岡県福岡市博多区冷泉町４ー１７ 造園 Ａ 樹木の保育管理

8471 西日本オートメーション（株） 福岡県福岡市博多区堅粕４丁目２３番１２号 電気 Ｂ 鉄道資材

10510 九州高圧コンクリート工業（株） 福岡県福岡市南区向野一丁目１３ー１４ 一般土木 Ｂ

10592 （株）都市開発 福岡県福岡市博多区麦野６丁目２４ー２３ 一般土木 Ｃ

12237 （株）都市資源開発 福岡県福岡市博多区東光２丁目１６ー１８ 解体 その他清掃

12283 （株）ハナヤマ 福岡県福岡市東区松島一丁目２８番３６号 一般土木 Ｂ

14229 （株）城東コーポレーション 福岡県福岡市東区八田１丁目７番３２ー１０３ 管 Ｂ

15857 大社建設（株） 福岡県福岡市博多区比恵町２番１ー２０７号 建築 Ｃ

15938 （株）博栄建設 福岡県福岡市博多区比恵町２ー１ー２０３ 建築 Ｂ

15981 （株）藤善設備工業
福岡県福岡市東区八田一丁目７番３２号ＦＳＫ
ビルド１号館

管 Ｂ

17174 （株）筑糸建設 福岡県福岡市中央区福浜１丁目１４ー２６ 建築 Ｃ

17286 三浦造園土木建設（株） 福岡県福岡市東区青葉１ー１９ー２１ 造園 Ａ 樹木の保育管理

22654 （株）フルハウス 福岡県福岡市早良区次郎丸５丁目１８番２５号 建築 Ｃ

27935 （株）近代プラント 福岡県福岡市東区松島４丁目１３番１５号 その他清掃

32031 九州大樹（株） 福岡県福岡市東区東浜２丁目４５番１ 一般土木 Ｄ



10

３　次世代育成・男女共同参画支援事業 109 社

109 社

－

委託 物品

42 吉岡工業（株） 福岡県福岡市西区戸切３丁目１ー７ 一般土木 Ｂ

47 木村土建（株） 福岡県福岡市博多区大井１丁目６ー３ 一般土木 Ｂ

127 宮川建設（株） 福岡県福岡市中央区港２丁目４ー２１ 港湾土木

1718 占部建設（株） 福岡県福岡市博多区石城町１２番５号 建築 Ａ

229 溝江建設（株） 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目９ー２０ 建築 Ａ

301 （株）吉川工務店 福岡県福岡市中央区大手門３丁目８ー２２ 建築 Ａ

323 （株）まつい工務店 福岡県福岡市博多区下呉服町４ー７ 建築 Ｂ

341 （株）小山千緑園 福岡県福岡市東区若宮５丁目９ー８ 造園 Ａ 樹木の保育管理 肥料、種苗

389 （株）松本組 福岡県福岡市東区馬出１丁目１ー１９ 一般土木 Ａ 道路材

516 松山建設（株） 福岡県福岡市中央区高砂２丁目２４ー２３ 一般土木 Ａ

581 （株）マルミ吉住組 福岡県福岡市博多区空港前５丁目３ー２１ 一般土木 Ｂ

585 （株）原通信建設 福岡県福岡市南区野多目１ー１１ー２ 一般土木 Ｂ

593 西部環境（株） 福岡県福岡市西区大字飯盛４２６番地５ー１０３ 一般土木 Ｂ その他清掃

602 林土木工業（株） 福岡県福岡市西区大字羽根戸７２４ー１４ 一般土木 Ｂ その他清掃

903 （株）アーバンテック 福岡県福岡市博多区板付４丁目７番２８号 一般土木 Ｂ

1121 （株）橘組 福岡県福岡市西区小戸一丁目４４番９号 解体

1138 大橋エアシステム（株） 福岡県福岡市中央区薬院２丁目３ー４１ 管 Ａ

1228 （株）海山組 福岡県福岡市東区塩浜１丁目１０ー５０ 一般土木 Ａ

1409 （株）重岡工務店 福岡県福岡市中央区平尾５丁目３ー１５ 建築 Ｂ

1425 （株）九電工 福岡県福岡市南区那の川１丁目２３番３５号 電気 Ａ 建築物等点検 電気設備機器

1437 （株）今林工務店 福岡県福岡市中央区薬院１丁目４ー３ 建築 Ａ

1471 （株）オカトク 福岡県福岡市博多区板付４丁目７番２８号 一般土木 Ａ

1482 （株）コンドー
福岡県福岡市中央区港二丁目３番５号　第二
博多港管理ビル

港湾土木

1495 岩崎建設（株） 福岡県福岡市中央区西中洲１２ー２５ 建築 Ａ

1499 久保建（株） 福岡県福岡市中央区大名１丁目５ー４ 港湾土木

1503 三軌建設（株） 福岡県福岡市博多区東光寺町１丁目１３ー５ 一般土木 Ａ

1554 西光建設（株） 福岡県福岡市東区馬出６丁目２ー１８ 一般土木 Ａ

1557 （株）井口工務店 福岡県福岡市城南区堤１丁目１３ー４３ 建築 Ｂ

1560 （株）アルシスホーム 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１４ー１０ 建築 Ａ

1610 （株）国本工業 福岡県福岡市東区社領１丁目９ー４ 一般土木 Ｂ

1641 （株）柿原組 福岡県福岡市中央区薬院３丁目４ー２１ 建築 Ａ

1690 九州総合建設（株） 福岡県福岡市東区箱崎２丁目５４番２１号 一般土木 Ａ

1762 （株）才田組 福岡県福岡市博多区光丘町１丁目２ー３０ 一般土木 Ａ

1851
鎌田バイオ・エンジニアリング
（株）

福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目２５ー１ 機械 工業用薬品

1855 （株）末永工務店 福岡県福岡市南区長丘５丁目２１ー２０ 建築 Ａ

1939 （株）城建設 福岡県福岡市博多区麦野５丁目１３ー５ 一般土木 Ｂ その他清掃

1966 （株）正興電機製作所 福岡県福岡市博多区東光２丁目７ー２５ 電気 Ａ 情報処理 ＯＡ機械器具

1977 （株）阿部工務店 福岡県福岡市東区二又瀬新町１４ー１８ 建築 Ｂ

1982 （株）小柳技建 福岡県福岡市博多区堅粕３丁目１５ー３１ 建築 Ｂ

1989 大高建設（株） 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目２９ー６ 建築 Ａ

2047 飯田建設（株） 福岡県福岡市博多区東比恵３丁目１６ー１４ 一般土木 Ａ

2154 岩本工業（株） 福岡県福岡市西区愛宕２丁目１９ー３７ 一般土木 Ｂ その他清掃

申請区分業種（希望順位１位）

工事

■認定企業数

業者番号 業者名 住所

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可
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３　次世代育成・男女共同参画支援事業 109 社

109 社

－

委託 物品

申請区分業種（希望順位１位）

工事

■認定企業数

業者番号 業者名 住所

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可

2190 （有）田中興発 福岡県福岡市早良区西入部２丁目１ー３ 一般土木 Ｂ その他清掃

2221 （株）大東和 福岡県福岡市東区松島１丁目１ー２９ 解体

2234 アスミオ．（株） 福岡県福岡市西区大字羽根戸１５９ー４ 建築 Ａ

2274 （株）西中洲樋口建設 福岡県福岡市中央区西中洲１２ー１３ 建築 Ａ

2317 匠建設（株） 福岡県福岡市博多区西春町２丁目１ー２ 建築 Ｂ

2406 （株）古屋工業所 福岡県福岡市南区高宮３丁目１１番２８号 管 Ａ

2409 （株）内藤工務店 福岡県福岡市中央区港２丁目５ー８ 建築 Ａ

2448 （株）橋本組 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３丁目９ー１３ 解体

2479 （株）高富士建設 福岡県福岡市南区老司３丁目９ー１８ 建築 Ｂ

2482 西田建設（株） 福岡県福岡市南区老司１丁目１０番１４号 一般土木 Ｂ

2496 （株）東田中建設 福岡県福岡市東区和白丘２丁目３ー１０ 一般土木 Ａ その他清掃

2579 （株）藤原組 福岡県福岡市東区箱崎６丁目１１ー３４ 一般土木 Ｂ

2580 法城建設（株） 福岡県福岡市南区長丘５丁目４ー１ 建築 Ａ

2581 （株）藤建設 福岡県福岡市南区井尻５丁目８ー５ 建築 Ｂ

2586 （株）福司工業 福岡県福岡市西区横浜３丁目２７ー２４ 一般土木 Ｂ その他清掃 道路材

2625 （株）ワイズ西日本 福岡県福岡市西区大字飯盛４２６番地５ー１０１ 一般土木 Ｂ その他清掃

2635 福東（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目２０ー２１ 一般土木 Ａ

2665 （株）ニチボー 福岡県福岡市博多区板付４丁目７ー２８ 法面 地質調査

2666 東建工（株） 福岡県福岡市東区和白丘２丁目３ー１０ 一般土木 Ｂ その他清掃

2671 （株）テシマ工業 福岡県福岡市早良区干隈６丁目５番１号 一般土木 Ｂ

2712 （株）大和造園 福岡県福岡市南区塩原１丁目４ー２５ー２０２ 造園 Ａ 樹木の保育管理

2731 （株）富士ピー・エス 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１３番８号 Ｐ・Ｃ 鉄道資材

2742 橋本建設工業（有） 福岡県福岡市東区松島１丁目２ー２８ 一般土木 Ｂ

2744 大和技建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田２丁目１２ー１ 一般土木 Ａ

2818 日建建設（株） 福岡県福岡市中央区六本松３丁目１６ー３３ 建築 Ａ

2872 博多港管理（株） 福岡県福岡市中央区港２丁目３ー２５ 港湾土木

2907 日新産業（株） 福岡県福岡市博多区月隈二丁目４番２号 鋼構造物 その他清掃

2993 徳安建設（株） 福岡県福岡市西区大字飯氏６４４番地５ 一般土木 Ｂ

3013 （株）羽野組 福岡県福岡市中央区天神３丁目１１ー２２ 一般土木 Ｂ

3048 （株）平組
福岡県福岡市博多区博多駅南６丁目１３番２１
号

解体

3146 博多湾環境整備（株） 福岡県福岡市博多区沖浜町１２ー１ 港湾土木 建築物清掃

3249 福岡土木（株） 福岡県福岡市城南区七隈１丁目７ー３７ 一般土木 Ｂ

3264 コスモ建設（株） 福岡県福岡市東区原田１丁目１ー２１ 建築 Ｂ

3269 丸三工業（株） 福岡県福岡市博多区諸岡５丁目２７ー７ 一般土木 Ａ

3277 （株）東部産業 福岡県福岡市東区原田１丁目１ー２１ 建築 Ａ

3278 栄興建設（株） 福岡県福岡市東区原田１丁目１ー２１ 一般土木 Ｂ

3296 （株）ウイング 福岡県福岡市博多区板付４丁目７番２８号 一般土木 Ｂ

3373 （株）吉海工務店 福岡県福岡市南区玉川町１６ー１４ 建築 Ｂ

3495 （有）山勝組 福岡県福岡市西区福重１丁目１８ー３ 一般土木 Ｂ

3522 （株）筑紫野建設 福岡県福岡市南区井尻３丁目１１ー２６ 一般土木 Ｂ
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３　次世代育成・男女共同参画支援事業 109 社

109 社

－

委託 物品

申請区分業種（希望順位１位）

工事

■認定企業数

業者番号 業者名 住所

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可

3530 安田建設（株） 福岡県福岡市博多区千代５丁目１番１号 一般土木 Ｂ

3531 （株）毛利建設 福岡県福岡市早良区小田部２丁目１８ー１３ 建築 Ｂ

3919 （株）大高開発 福岡県福岡市南区日佐５丁目７ー２６ 測量

3923 （株）日東技術コンサルタント 福岡県福岡市南区市崎１丁目２ー８ 土木設計

4135 （株）大興社 福岡県福岡市西区野方３丁目１ー５ 建築物清掃

8363 （株）二木建設工業 福岡県福岡市西区大字飯氏７８９ー３ 解体

8475 （株）福岡日野組 福岡県福岡市早良区大字西２０３２ー６ 一般土木 Ｂ

8555 （有）妹尾産業 福岡県福岡市東区香椎６丁目２０ー８ 解体

10510 九州高圧コンクリート工業（株） 福岡県福岡市南区向野一丁目１３ー１４ 一般土木 Ｂ

10592 （株）都市開発 福岡県福岡市博多区麦野６丁目２４ー２３ 一般土木 Ｃ

12237 （株）都市資源開発 福岡県福岡市博多区東光２丁目１６ー１８ 解体 その他清掃

12283 （株）ハナヤマ 福岡県福岡市東区松島一丁目２８番３６号 一般土木 Ｂ

14208 （株）アスト 福岡県福岡市西区戸切３丁目３５番７号 建築 Ｃ

14272 （株）環境施設 福岡県福岡市西区小戸三丁目５０番２０号 一般土木 Ａ その他清掃 骨材

14289 （株）九州北部サービス
福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目１番３３
号

解体

14305 熊川工業（株） 福岡県福岡市東区水谷３丁目２６番２０号 ほ装 Ａ 鋼材

15100 松鶴建設（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目５ー１ 一般土木 Ａ

15938 （株）博栄建設 福岡県福岡市博多区比恵町２ー１ー２０３ 建築 Ｂ

16595 （株）山義建設 福岡県福岡市西区今宿上ノ原４７１ー１ 一般土木 Ｂ

17174 （株）筑糸建設 福岡県福岡市中央区福浜１丁目１４ー２６ 建築 Ｃ

18915 福岡印刷（株） 福岡県福岡市中央区天神３丁目４ー３ 一般印刷

22642 （株）平昭 福岡県福岡市博多区榎田２丁目４番５２号 一般土木 Ｂ

22706 （有）ワイ・エム・エス 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目２５番３１号 管 Ｃ

23077 （株）アヴァンティ 福岡県福岡市中央区大名二丁目６番２６号 広告宣伝

25051 サンフィット（株） 福岡県福岡市博多区吉塚４丁目１１番１５号 建築 Ｃ

27853 西日本プラント工業（株） 福岡県福岡市中央区高砂１丁目１０番１号 機械

32031 九州大樹（株） 福岡県福岡市東区東浜２丁目４５番１ 一般土木 Ｄ
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4　協力雇用主支援事業 3 社

3 社

－

委託 物品

27710 （株）寿由建設
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３丁目９番１１号５
棟３号

一般土木 Ｂ

27712 ＺーＴＡＫＥ（株） 福岡県福岡市東区多の津４丁目１１番１９号 解体

30553 （株）南光
福岡県福岡市城南区鳥飼６丁目２０番３８号レク
サス１Ｆ

一般土木 Ｄ

業者番号 業者名 住所
申請区分業種（希望順位１位）

工事

■認定企業数

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可
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５　消防団協力事業所支援事業 28 社

27 社

1 社

委託 物品

43 （株）コニシ 福岡県福岡市南区野間３丁目９ー２０ 内装・インテリア 家具、インテリア

454 （資）内田製畳所 福岡県福岡市博多区奈良屋町１０ー３ 畳

524 （有）南福岡土木 福岡県福岡市博多区元町１丁目１ー１５ 一般土木 Ｃ その他清掃

1023 （株）ケイ・エスクラフト工業 福岡県福岡市城南区東油山６丁目９ー７ 機械

1482 （株）コンドー
福岡県福岡市中央区港二丁目３番５号　第二
博多港管理ビル

港湾土木

1554 西光建設（株） 福岡県福岡市東区馬出６丁目２ー１８ 一般土木 Ａ

1566 九州防災工業（株） 福岡県福岡市中央区笹丘２丁目２４番１４号 消防施設 消防用品

2742 橋本建設工業（有） 福岡県福岡市東区松島１丁目２ー２８ 一般土木 Ｂ

3146 博多湾環境整備（株） 福岡県福岡市博多区沖浜町１２ー１ 港湾土木 建築物清掃

3277 （株）東部産業 福岡県福岡市東区原田１丁目１ー２１ 建築 Ａ

3467 （株）松田工務店 福岡県福岡市博多区奈良屋町１１ー１８ 建築 Ｃ

3531 （株）毛利建設 福岡県福岡市早良区小田部２丁目１８ー１３ 建築 Ｂ

4725 川原文具店 福岡県福岡市城南区七隈４丁目２７ー７ 文房具

4996 （有）島商店 福岡県福岡市博多区堅粕４丁目２４ー８ 日用雑貨

7370 西嶋電業社 福岡県福岡市西区愛宕浜１丁目１６ー３ 電気 Ｃ 電気設備機器

7563 （株）真和工務店 福岡県福岡市東区三苫４丁目２ー３６ 建築 Ｂ

7710 （株）多名加 福岡県福岡市博多区奈良屋町１２ー２０ 看板・標識

8430 （株）千年翠 福岡県福岡市東区名子３丁目２番３６号 造園 Ｂ 樹木の保育管理

12237 （株）都市資源開発 福岡県福岡市博多区東光２丁目１６ー１８ 解体 その他清掃

12240 （株）冨永商店 福岡県福岡市西区大字飯氏８５８ー３ 管 Ｂ ガス、雑燃料

15887 （有）出口防災 福岡県福岡市博多区堅粕４丁目８ー２８ 消防施設 消防用品

17836 （株）播摩印刷 福岡県福岡市中央区警固３丁目４ー３ 特殊印刷

18991 井上電気工事店 福岡県福岡市早良区内野１丁目８ー１６ 電気 Ｃ

19219 三苫管工（株） 福岡県福岡市早良区西入部５ー９ー２１ 管 Ｃ

19236 リビング工業（株） 福岡県福岡市南区寺塚１ー１６ー１３ 建築 Ｃ

32892 山下文粋堂 福岡県福岡市中央区清川１丁目９番６号 文房具

33776 阿南時計店 福岡県福岡市早良区飯倉７丁目２９番６号 時計

業者番号 業者名 住所
申請区分業種（希望順位１位）

工事

■認定企業数

　うち，ＨＰ公表可

　公表不可
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