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00000083 大工 853 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 建

00020118 大工 826 中央建設（株） 足立　一生 島根県出雲市塩冶善行町１０‐１ 建

00020630 大工 802 徳栄建設（株） 安田　徳太 島根県益田市下本郷町４５４‐１ 建

32002751 大工 793 （有）正木建設 正木　喜代隆 島根県飯石郡飯南町上来島１２６ 建

00002874 大工 779 大畑建設（株） 大畑　勉 島根県益田市大谷町３６‐３ 建

32003318 大工 774 （株）吉崎工務店 吉崎　博章 島根県隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻５‐１ 建

00023121 大工 771 石見工業（株） 小泉　賢咲 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６‐１ 建

32000699 大工 771 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 建

32000128 大工 763 （株）渡辺工務店 渡辺　栄三 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町１１８８ 建

32001113 大工 763 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 建

32000740 大工 762 林谷工業（株） 林谷　信之 島根県松江市東津田町８０４‐１ 建

32001189 大工 761 森下建設（株） 森下　幸生 島根県江津市桜江町市山５４３‐１６ 建

32000401 大工 754 （株）中島工務店 中島　浩司 島根県大田市長久町長久ハ３６ 建

32005264 大工 753 岩見建設（有） 岩見　智行 島根県益田市高津８‐１‐２４ 建

32000610 大工 750 （株）サンクラフト 中垣　健 島根県浜田市熱田町１５９８ 建

32000854 大工 748 江津土建（株） 室谷　卓治 島根県江津市江津町１３３３ 建
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32003235 大工 746 （有）藤井工務店 藤井　克己 島根県大田市大田町大田イ１２６３‐１ 建

32000943 大工 739 昭和産業（有） 堀脇　宏 島根県浜田市黒川町９７‐１０ 建

00008613 大工 733 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 建

32001408 大工 724 一畑工業（株） 田村　陽介 島根県松江市千鳥町２４ 建

32004961 大工 724 （有）中田工務店 中田　哲徳 島根県浜田市金城町下来原１８５‐９ 建

32003468 大工 720 （有）岡田建設 岡田　治一 島根県雲南市吉田町吉田２７１０‐１２ 建

32000537 大工 718 （株）布村工務店 布村　祥一 島根県松江市玉湯町湯町４０５‐３ 建

32004378 大工 714 （有）門脇工務店 門脇　剛 島根県隠岐郡隠岐の島町都万１７７３‐２ 建

32002441 大工 711 （株）後藤建設 後藤　幹司 島根県飯石郡飯南町頓原２１４４ 建

32004526 大工 709 （有）佐藤邦芳建設 佐藤　芳男 島根県松江市西津田４‐４‐２５ 建

32000494 大工 707 久文建設（株） 久文　秀典 島根県出雲市大津町７０１‐７ 建

32008320 大工 707 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 建

32000996 大工 706 （株）田中建設 田中　孝仁 島根県安来市西赤江町４７３‐１ 建

32001436 大工 705 大軌建設（株） 中村　忠治 島根県松江市比津町３４‐６ 建

32009098 大工 704 （株）田中建設 田中　博 島根県大田市長久町長久ロ２６５‐２ 建

32005737 大工 703 （有）福間工務店 福間　秀武 島根県邑智郡美郷町酒谷７‐６ 建

2/7



許可業種：大工 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32007444 大工 702 （有）生越工務店 生越　厚男 島根県大田市長久町長久ハ２３‐１ 建

32000317 大工 699 （株）渡部工務店 渡部　義三 島根県安来市飯島町４１２‐１ 建

32006442 大工 695 （有）フジタ建設 藤田　稔之 島根県浜田市後野町７２３‐２４ 建

32003285 大工 694 （有）神門組 神門　敦 島根県大田市大田町吉永１６４８‐２ 建

32000282 大工 691 （有）井口建設 井口　聰 島根県大田市大田町大田ロ９９１‐１１ 建

32001100 大工 690 （株）大島工務所 大島　未久 島根県安来市西赤江町７４１‐３ 建

32003150 大工 688 （有）能美建設 能美　研志 島根県浜田市下府町１０３ 建

32000648 大工 685 松友建設（株） 障子　博美 島根県松江市学園南２‐３‐７ 建

32002040 大工 684 （有）須田工務店 須田　信雄 島根県出雲市斐川町上庄原１７２６‐１ 建

32005839 大工 684 （株）佐田建設 和田　國男 島根県出雲市佐田町須佐７４２‐６ 建

32000319 大工 682 （株）伊原組 伊原　憲吾 島根県浜田市京町６１ 建

32001881 大工 681 （株）三木工務店 教重　智文 島根県浜田市原町５１ 建

32003951 大工 681 （株）はたの産業 波多野　瑠璃子 島根県大田市大田町大田イ６６０‐１３ 建

32004071 大工 681 （有）田中工務所 田中　一好 島根県江津市嘉久志町イ１６８１‐４ 建

32007414 大工 680 片石建設（有） 片石　宏憲 島根県雲南市掛合町松笠１０５９‐８ 建

32000845 大工 679 （有）日野建設 日野　敏夫 島根県雲南市大東町上佐世１３７９‐６ 建
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32002479 大工 677 （株）安部建設 安部　正教 島根県仁多郡奥出雲町下横田４５２ 建

32004319 大工 672 （株）三浦工務店 三浦　英俊 島根県浜田市天満町２‐１ 建

32006007 大工 672 （有）平成住建 山形　誠 島根県出雲市大社町北荒木９３７‐１ 建

32002744 大工 670 野上建設 野上　忠良 島根県浜田市三隅町古市場５６８ 建

32003968 大工 668 （有）山田工務店 山田　豊 島根県出雲市斐川町荘原２８５０‐２ 建

32008513 大工 667 丸永建設（株） 永島　隆哉 島根県安来市黒井田町１８９５‐３ 建

32004482 大工 666 島根ハード（株） 東原　日出明 島根県出雲市上塩冶町２５３０‐１６ 建

32001679 大工 664 （有）増田住建 増田　新 島根県邑智郡邑南町山田７２‐３ 建

32007976 大工 663 出雲土建（株） 石飛　裕司 島根県出雲市知井宮町１３８‐３ 建

32005000 大工 661 （有）岡田建設 岡田　大一朗 島根県江津市松川町太田２０３ 建

32000055 大工 656 （有）才木建設 岡田　耕作 島根県邑智郡川本町大字川本５３７‐１０ 建

32001314 大工 647 （株）増原産業建設 増原　修一 島根県松江市宍道町白石１８３３‐１ 建

32001075 大工 646 本川建設（株） 本川　満 島根県浜田市殿町１２４‐６ 建

32006394 大工 646 （株）日商 細田　年成 島根県大田市長久町長久イ２７３‐１ 建

32008698 大工 641 （株）ウエダ 植田　和人 島根県大田市仁摩町仁万１００６‐１ 建

32003422 大工 639 （株）中村組 中村　和男 島根県出雲市大津町６２０‐１ 建
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32007334 大工 637 （有）白川工務店 白川　広明 島根県隠岐郡隠岐の島町原田６‐７ 建

32002539 大工 636 （株）中山工務店 中山　善之 島根県浜田市竹迫町２９２０ 建

32005149 大工 636 （有）荒茅建設 飯塚　充郎 島根県出雲市荒茅町１１６２番地 建

32006512 大工 634 （有）志田尾工務店 志田尾隆司 島根県浜田市杉戸町２３２８‐７ 建

32001359 大工 626 （有）うしお産業 藤原　充男 島根県雲南市大東町中湯石１４８８‐１ 建

32007190 大工 626 （有）持田建築 持田　稔樹 島根県出雲市鹿園寺町２３４‐３ 建

32000469 大工 617 （株）小村工務店アクシュ 小村　忠己 島根県出雲市東林木町３０４‐１ 建

32004653 大工 617 松浦工務店 松浦　隆之 島根県大田市仁摩町馬路１２５８ 建

32007347 大工 612 （有）アールズシステム 金築　知夫 島根県出雲市国富町７１６‐１ 建

32008588 大工 612 石倉建設 石倉　房江 島根県松江市宍道町上来待６５ 建

32005241 大工 610 （有）山崎建設 小野　安彦 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸１３６ 建

32007081 大工 609 （株）角建築 角　健次 島根県出雲市鹿園寺町２２６‐２ 建

32004048 大工 603 （有）後山工務店 後山　宏昌 島根県江津市跡市町３８５‐２ 建

32005809 大工 603 （有）渡部工務店 渡部　悟 島根県出雲市所原町１９１０‐２ 建

32001841 大工 602 岩成工業（株） 岩成　健治 島根県出雲市大社町杵築西１８９２ 建

32003614 大工 602 （有）杉原建設 杉原　庸泰 島根県出雲市斐川町荘原２２９８‐１ 建
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32004821 大工 602 三興建設（株） 池田　道成 島根県浜田市三隅町向野田６５９‐１ 建

32000191 大工 597 （株）栗栖組 栗栖　和三 島根県浜田市天満町１４‐４ 建

32006185 大工 595 （有）河野良工務店 河野　良二 島根県浜田市下府町８７１‐５ 建

32004517 大工 586 （株）出雲工業 中村　和子 島根県出雲市大津町６２１‐３ 建

32005970 大工 586 （有）長谷川建設 長谷川　進 島根県益田市横田町７３０‐４８ 建

32006792 大工 584 （有）金田建築 金田　慶三 島根県大田市祖式町５６３‐２ 建

32009213 大工 584 （株）ケンタス 船津　忠 島根県邑智郡川本町大字川本１１７９‐６ 建

32005929 大工 583 （株）フル技建 山根　純一 島根県松江市古志原１‐６‐１‐２０１ 建

32005407 大工 581 （有）原組 原　智恵子 島根県出雲市大津町１４３３ 建

32001551 大工 579 （有）佐藤洋行工務店 佐藤　泰則 島根県出雲市斐川町神氷２７９８ 建

32007435 大工 578 （有）伊藤製材所 伊藤　広司 島根県出雲市国富町４７‐４ 建

32004836 大工 576 東和建設（株） 佐々木　了 島根県益田市あけぼの西町２‐３ 建

32006699 大工 560 （有）大広建設 大畑　輝記 島根県益田市高津６‐１‐１８ 建

32006036 大工 549 （有）常松建設 常松　栄 島根県出雲市平野町２０‐３ 建

32001659 大工 548 日和建設（有） 阿部　進 島根県出雲市大社町宇龍３３７‐２０ 建

32003566 大工 543 林商事（株） 林　恭清 島根県大田市長久町長久イ５０６‐１ 建
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32008257 大工 541 （有）渡部造園 渡部　純一 島根県出雲市佐田町大呂２４０‐７ 建

32007223 大工 540 楠見建築 楠見　節雄 島根県隠岐郡海士町海士１４２４‐２ 建

32003411 大工 537 （有）今岡工務店 今岡　秀夫 島根県雲南市加茂町東谷４３‐１ 建

32008117 大工 532 日野原建設 日野原　貢 島根県邑智郡邑南町矢上３５３８‐８ 建

32002419 大工 529 （有）内田工務店 内田　忍 島根県出雲市斐川町荘原２８５７‐３ 建

32004369 大工 524 （株）藤原木材産業 藤原　徹 島根県出雲市白枝町７９０‐３ 建

32009473 大工 516 （株）大建商事 大屋　治朝 島根県浜田市旭町今市３６３‐２ 建

32006971 大工 503 （株）タケシバ建設 芝尾　公明 島根県出雲市小山町６７‐１ 建

32008456 大工 495 （株）リンケン 田村　浩一 島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木６２５‐３ 建

32008806 大工 494 （有）三宅建設 三宅　昭雄 島根県邑智郡邑南町矢上１７１‐１ 建

32008855 大工 494 ウガワ建築 宇川　健 島根県浜田市金城町下来原６６‐２ 建
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00000083 左官 792 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 建

32000699 左官 774 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 建

32007837 左官 761 （株）戸島工業所 戸島　要助 島根県松江市矢田町２５０‐６２ 建

00008613 左官 729 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 建

00023121 左官 708 石見工業（株） 小泉　賢咲 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６‐１ 建

32008320 左官 707 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 建

32005076 左官 699 （株）堀工務店 堀　博彦 島根県大田市波根町６６５ 建

32001271 左官 689 （株）中澤建設 中澤　豊和 島根県雲南市掛合町掛合２４２９‐２ 建

32001113 左官 676 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 建

32003235 左官 668 （有）藤井工務店 藤井　克己 島根県大田市大田町大田イ１２６３‐１ 建

32003854 左官 664 タナカ塗装システム（株） 田中　和実 島根県浜田市下府町３２７‐１２０ 建

32006394 左官 619 （株）日商 細田　年成 島根県大田市長久町長久イ２７３‐１ 建

32007400 左官 601 （有）浜松左工所 浜松　巧 島根県浜田市元浜町１７３ 建

32001841 左官 592 岩成工業（株） 岩成　健治 島根県出雲市大社町杵築西１８９２ 建
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許可業種：石 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

00000083 石 795 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 建

00000297 石 770 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 建

32000920 石 714 （株）植田建設 植田　耕志 島根県雲南市大東町飯田１３０‐２ 建

32005694 石 710 幸和建設（株） 周藤　浩二 島根県雲南市木次町新市１７６ 建

32005120 石 708 （株）須山商事 須山　恒司 島根県大田市大田町吉永１５９３ 建

32008320 石 706 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 建

32004143 石 693 （株）シンコー工業 曽田　郁雄 島根県出雲市白枝町８３９‐２ 建

32006067 石 693 松浦造園（株） 松浦　隆介 島根県松江市大庭町７２８‐６ 建

32006120 石 679 （有）板持土木 板持　孝志 島根県雲南市木次町寺領３４１ 建

32001189 石 678 森下建設（株） 森下　幸生 島根県江津市桜江町市山５４３‐１６ 建

32005806 石 671 （有）景山建設 景山　幹雄 島根県飯石郡飯南町上来島７４４ 建

32007414 石 641 片石建設（有） 片石　宏憲 島根県雲南市掛合町松笠１０５９‐８ 建

32005016 石 607 （有）ナガヨシ技建 永吉　伯亨 島根県鹿足郡津和野町高峯５６６‐１ 建

32000562 石 582 開盛建設（株） 村上　英司 島根県鹿足郡吉賀町柿木村大野原５０８ 建

32008833 石 494 （株）倉栄 坪倉　久壽 島根県益田市久々茂町イ９８０ 建

32007871 石 409 （有）サザンクロス 宇賀　雅春 島根県大田市長久町土江５３４‐３ 建
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許可業種：屋根 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

00000083 屋根 839 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 建

00000297 屋根 839 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 建

00007823 屋根 790 （株）中筋組 中筋　豊通 島根県出雲市姫原町２９３ 建

32000699 屋根 790 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 建

32006394 屋根 760 （株）日商 細田　年成 島根県大田市長久町長久イ２７３‐１ 建

00020630 屋根 756 徳栄建設（株） 安田　徳太 島根県益田市下本郷町４５４‐１ 建

32005737 屋根 755 （有）福間工務店 福間　秀武 島根県邑智郡美郷町酒谷７‐６ 建

00008613 屋根 750 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 建

32000740 屋根 735 林谷工業（株） 林谷　信之 島根県松江市東津田町８０４‐１ 建

32000902 屋根 729 永井建設（株） 永井　武彦 島根県江津市江津町１３４５‐１ 建

32000499 屋根 727 （株）佐藤組 佐藤　尚士 島根県松江市堂形町７３７‐３ 建

32003235 屋根 717 （有）藤井工務店 藤井　克己 島根県大田市大田町大田イ１２６３‐１ 建

32000854 屋根 714 江津土建（株） 室谷　卓治 島根県江津市江津町１３３３ 建

32008320 屋根 713 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 建

32002287 屋根 712 まるなか建設（株） 中筋　廣昭 島根県松江市玉湯町布志名７６７‐５２ 建

32002751 屋根 712 （有）正木建設 正木　喜代隆 島根県飯石郡飯南町上来島１２６ 建
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許可業種：屋根 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32008232 屋根 707 田村工業（有） 田村　昭雄 島根県飯石郡飯南町上来島３１８‐３ 建

00023121 屋根 701 石見工業（株） 小泉　賢咲 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６‐１ 建

32003854 屋根 701 タナカ塗装システム（株） 田中　和実 島根県浜田市下府町３２７‐１２０ 建

32003951 屋根 698 （株）はたの産業 波多野　瑠璃子 島根県大田市大田町大田イ６６０‐１３ 建

32001113 屋根 697 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 建

32001556 屋根 697 内藤建設工業（株） 平井　昇 島根県出雲市大津町５８５ 建

32001679 屋根 694 （有）増田住建 増田　新 島根県邑智郡邑南町山田７２‐３ 建

32001271 屋根 693 （株）中澤建設 中澤　豊和 島根県雲南市掛合町掛合２４２９‐２ 建

32001408 屋根 688 一畑工業（株） 田村　陽介 島根県松江市千鳥町２４ 建

32002441 屋根 683 （株）後藤建設 後藤　幹司 島根県飯石郡飯南町頓原２１４４ 建

32007905 屋根 680 （有）喜多川板金 喜多川　一男 島根県安来市古川町７５５‐１ 建

32000317 屋根 678 （株）渡部工務店 渡部　義三 島根県安来市飯島町４１２‐１ 建

32005340 屋根 678 （有）金築組 金築　清 島根県出雲市大社町入南１０８２ 建

32002414 屋根 675 三和興業（株） 江田　朋之 島根県出雲市古志町１５０８ 建

32008746 屋根 672 ダイワエンジニアリング（株） 佐野　豊彦 島根県益田市中島町イ１９‐２ 建

32001323 屋根 669 （株）島根建材公社 寺戸　隆文 島根県大田市大田町大田イ４３１‐７ 建
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許可業種：屋根 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32006771 屋根 669 倉橋工務店 倉橋　勝二 島根県邑智郡美郷町惣森１８３ 建

32007673 屋根 665 （有）協同サービス 吾郷　道夫 島根県出雲市江田町５５‐１ 建

32000648 屋根 664 松友建設（株） 障子　博美 島根県松江市学園南２‐３‐７ 建

32002479 屋根 663 （株）安部建設 安部　正教 島根県仁多郡奥出雲町下横田４５２ 建

32004526 屋根 663 （有）佐藤邦芳建設 佐藤　芳男 島根県松江市西津田４‐４‐２５ 建

32007976 屋根 663 出雲土建（株） 石飛　裕司 島根県出雲市知井宮町１３８‐３ 建

32009098 屋根 662 （株）田中建設 田中　博 島根県大田市長久町長久ロ２６５‐２ 建

32000838 屋根 657 原田トレーディング（株） 原田　慎一 島根県松江市嫁島町２‐２７ 建

32007414 屋根 657 片石建設（有） 片石　宏憲 島根県雲南市掛合町松笠１０５９‐８ 建

32000282 屋根 650 （有）井口建設 井口　聰 島根県大田市大田町大田ロ９９１‐１１ 建

32000397 屋根 643 若林建設（株） 若林　豊 島根県松江市西津田２‐１‐２４ 建

32002803 屋根 636 （有）千原コーテック 千原　孝美 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３３‐３ 建

32003422 屋根 634 （株）中村組 中村　和男 島根県出雲市大津町６２０‐１ 建

32005839 屋根 622 （株）佐田建設 和田　國男 島根県出雲市佐田町須佐７４２‐６ 建

32001359 屋根 619 （有）うしお産業 藤原　充男 島根県雲南市大東町中湯石１４８８‐１ 建

32001841 屋根 616 岩成工業（株） 岩成　健治 島根県出雲市大社町杵築西１８９２ 建
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許可業種：屋根 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32002744 屋根 611 野上建設 野上　忠良 島根県浜田市三隅町古市場５６８ 建

32007654 屋根 601 （株）あおき 知野見　義博 島根県大田市大田町大田ロ９８４‐５ 建

32004821 屋根 595 三興建設（株） 池田　道成 島根県浜田市三隅町向野田６５９‐１ 建

32007348 屋根 589 協和建設（有） 洲浜　稔 島根県邑智郡邑南町下亀谷３２１‐２ 建

32006007 屋根 578 （有）平成住建 山形　誠 島根県出雲市大社町北荒木９３７‐１ 建

32005809 屋根 553 （有）渡部工務店 渡部　悟 島根県出雲市所原町１９１０‐２ 建

32003411 屋根 543 （有）今岡工務店 今岡　秀夫 島根県雲南市加茂町東谷４３‐１ 建

32007435 屋根 521 （有）伊藤製材所 伊藤　広司 島根県出雲市国富町４７‐４ 建

32006792 屋根 519 （有）金田建築 金田　慶三 島根県大田市祖式町５６３‐２ 建

32006971 屋根 504 （株）タケシバ建設 芝尾　公明 島根県出雲市小山町６７‐１ 建

32008855 屋根 471 ウガワ建築 宇川　健 島根県浜田市金城町下来原６６‐２ 建

4/4



許可業種：屋根 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

00000083 屋根 839 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 建

00000297 屋根 839 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 建

00007823 屋根 790 （株）中筋組 中筋　豊通 島根県出雲市姫原町２９３ 建

32000699 屋根 790 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 建

32006394 屋根 760 （株）日商 細田　年成 島根県大田市長久町長久イ２７３‐１ 建

00020630 屋根 756 徳栄建設（株） 安田　徳太 島根県益田市下本郷町４５４‐１ 建

32005737 屋根 755 （有）福間工務店 福間　秀武 島根県邑智郡美郷町酒谷７‐６ 建

00008613 屋根 750 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 建

32000740 屋根 735 林谷工業（株） 林谷　信之 島根県松江市東津田町８０４‐１ 建

32000902 屋根 729 永井建設（株） 永井　武彦 島根県江津市江津町１３４５‐１ 建

32000499 屋根 727 （株）佐藤組 佐藤　尚士 島根県松江市堂形町７３７‐３ 建

32003235 屋根 717 （有）藤井工務店 藤井　克己 島根県大田市大田町大田イ１２６３‐１ 建

32000854 屋根 714 江津土建（株） 室谷　卓治 島根県江津市江津町１３３３ 建

32008320 屋根 713 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 建

32002287 屋根 712 まるなか建設（株） 中筋　廣昭 島根県松江市玉湯町布志名７６７‐５２ 建

32002751 屋根 712 （有）正木建設 正木　喜代隆 島根県飯石郡飯南町上来島１２６ 建
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許可業種：屋根 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32008232 屋根 707 田村工業（有） 田村　昭雄 島根県飯石郡飯南町上来島３１８‐３ 建

00023121 屋根 701 石見工業（株） 小泉　賢咲 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６‐１ 建

32003854 屋根 701 タナカ塗装システム（株） 田中　和実 島根県浜田市下府町３２７‐１２０ 建

32003951 屋根 698 （株）はたの産業 波多野　瑠璃子 島根県大田市大田町大田イ６６０‐１３ 建

32001113 屋根 697 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 建

32001556 屋根 697 内藤建設工業（株） 平井　昇 島根県出雲市大津町５８５ 建

32001679 屋根 694 （有）増田住建 増田　新 島根県邑智郡邑南町山田７２‐３ 建

32001271 屋根 693 （株）中澤建設 中澤　豊和 島根県雲南市掛合町掛合２４２９‐２ 建

32001408 屋根 688 一畑工業（株） 田村　陽介 島根県松江市千鳥町２４ 建

32002441 屋根 683 （株）後藤建設 後藤　幹司 島根県飯石郡飯南町頓原２１４４ 建

32007905 屋根 680 （有）喜多川板金 喜多川　一男 島根県安来市古川町７５５‐１ 建

32000317 屋根 678 （株）渡部工務店 渡部　義三 島根県安来市飯島町４１２‐１ 建

32005340 屋根 678 （有）金築組 金築　清 島根県出雲市大社町入南１０８２ 建

32002414 屋根 675 三和興業（株） 江田　朋之 島根県出雲市古志町１５０８ 建

32008746 屋根 672 ダイワエンジニアリング（株） 佐野　豊彦 島根県益田市中島町イ１９‐２ 建

32001323 屋根 669 （株）島根建材公社 寺戸　隆文 島根県大田市大田町大田イ４３１‐７ 建
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許可業種：屋根 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32006771 屋根 669 倉橋工務店 倉橋　勝二 島根県邑智郡美郷町惣森１８３ 建

32007673 屋根 665 （有）協同サービス 吾郷　道夫 島根県出雲市江田町５５‐１ 建

32000648 屋根 664 松友建設（株） 障子　博美 島根県松江市学園南２‐３‐７ 建

32002479 屋根 663 （株）安部建設 安部　正教 島根県仁多郡奥出雲町下横田４５２ 建

32004526 屋根 663 （有）佐藤邦芳建設 佐藤　芳男 島根県松江市西津田４‐４‐２５ 建

32007976 屋根 663 出雲土建（株） 石飛　裕司 島根県出雲市知井宮町１３８‐３ 建

32009098 屋根 662 （株）田中建設 田中　博 島根県大田市長久町長久ロ２６５‐２ 建

32000838 屋根 657 原田トレーディング（株） 原田　慎一 島根県松江市嫁島町２‐２７ 建

32007414 屋根 657 片石建設（有） 片石　宏憲 島根県雲南市掛合町松笠１０５９‐８ 建

32000282 屋根 650 （有）井口建設 井口　聰 島根県大田市大田町大田ロ９９１‐１１ 建

32000397 屋根 643 若林建設（株） 若林　豊 島根県松江市西津田２‐１‐２４ 建

32002803 屋根 636 （有）千原コーテック 千原　孝美 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３３‐３ 建

32003422 屋根 634 （株）中村組 中村　和男 島根県出雲市大津町６２０‐１ 建

32005839 屋根 622 （株）佐田建設 和田　國男 島根県出雲市佐田町須佐７４２‐６ 建

32001359 屋根 619 （有）うしお産業 藤原　充男 島根県雲南市大東町中湯石１４８８‐１ 建

32001841 屋根 616 岩成工業（株） 岩成　健治 島根県出雲市大社町杵築西１８９２ 建
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許可業種：屋根 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
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商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32002744 屋根 611 野上建設 野上　忠良 島根県浜田市三隅町古市場５６８ 建

32007654 屋根 601 （株）あおき 知野見　義博 島根県大田市大田町大田ロ９８４‐５ 建

32004821 屋根 595 三興建設（株） 池田　道成 島根県浜田市三隅町向野田６５９‐１ 建

32007348 屋根 589 協和建設（有） 洲浜　稔 島根県邑智郡邑南町下亀谷３２１‐２ 建

32006007 屋根 578 （有）平成住建 山形　誠 島根県出雲市大社町北荒木９３７‐１ 建

32005809 屋根 553 （有）渡部工務店 渡部　悟 島根県出雲市所原町１９１０‐２ 建

32003411 屋根 543 （有）今岡工務店 今岡　秀夫 島根県雲南市加茂町東谷４３‐１ 建

32007435 屋根 521 （有）伊藤製材所 伊藤　広司 島根県出雲市国富町４７‐４ 建

32006792 屋根 519 （有）金田建築 金田　慶三 島根県大田市祖式町５６３‐２ 建

32006971 屋根 504 （株）タケシバ建設 芝尾　公明 島根県出雲市小山町６７‐１ 建

32008855 屋根 471 ウガワ建築 宇川　健 島根県浜田市金城町下来原６６‐２ 建
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許可業種：電気 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

00004020 電気 1,304 島根電工（株） 荒木　恭司 島根県松江市東本町５‐６３ 維 電

32008797 電気 1,178 （株）内村電機工務店 内村　哲也 島根県出雲市今市町１１５４‐１０ 維 電

32002233 電気 1,109 三和電工（株） 渡部　久敬
島根県松江市宍道町佐々布２１３
‐３４

維 電

32001612 電気 1,049 サンベ電気（株） 安達　昌 島根県松江市玉湯町湯町２２‐１ 維 電

32007892 電気 1,044 大成電気水道工業（株） 日野　友晴 島根県出雲市大津新崎町５‐５０ 維 電

32000732 電気 1,014 北陽電気工事（株） 福原　千壽 島根県益田市遠田町１９１６‐４ 維 電

32001931 電気 996 一畑住設（株） 石原　浩
島根県松江市宍道町白石２２９‐２
３

維 電

32008716 電気 995 （株）八興電気 岸野　立彦 島根県出雲市浜町２４８‐３ 維 電

32007082 電気 983 山代電気工業（株） 山代　正隆 島根県松江市大庭町１５１６ 維 電

32002391 電気 980 （株）斐川電工 渡部　努志 島根県出雲市斐川町直江５１５３ 維 電

32004490 電気 978 神州電気（株） 矢田　信一 島根県出雲市渡橋町７５１‐１ 維 電

32001971 電気 975 （株）日新電工 山根　義人 島根県松江市古志原６‐２２‐２８ 維 電

32000499 電気 958 （株）佐藤組 佐藤　尚士 島根県松江市堂形町７３７‐３ 維 電

00010474 電気 952 山陰パナソニック（株） 渡部　佳之 島根県出雲市渡橋町４１６ 電

32003457 電気 949 日晃電設（株） 槇野　安浩 島根県出雲市稲岡町８２‐１ 維 電

00015195 電気 940 小松電機産業（株） 小松　昭夫
島根県松江市乃木福富町７３５‐１
８８

電
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建設業許可番号
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32004872 電気 938 （株）八束電工 大下　覚 島根県松江市比津町２８１‐１２ 維 電

32003919 電気 921 （株）電設サービス 渡辺　頼孝 島根県浜田市黒川町９７‐８ 維 電

32001606 電気 913 （株）三友電工 槇野　恒猪 島根県出雲市渡橋町１１２６‐１ 維 電

32000797 電気 912 浜田電気工事（株） 木屋　剛 島根県浜田市殿町５１‐２２ 維 電

00004541 電気 910 山陰クボタ水道用材（株） 杉谷　雅祥 島根県松江市平成町１８２‐１５ 電

32000272 電気 909 （株）三原電工 三原　久和
島根県松江市西川津町１５４２‐１
１

維 電

32002235 電気 907 宍道神州電気（株） 矢田　二三夫 島根県松江市乃木福富町３８８‐３ 維 電

32003756 電気 904 昭栄電気（株） 錦織　立志 島根県出雲市渡橋町７７‐１ 維 電

00009748 電気 881 日海通信工業（株） 青木　幹雄 島根県松江市古志原３‐１２‐３１ 電

32001622 電気 860 島根交通機材（株） 望月　光洋 島根県松江市西尾町４７７‐１ 維 電

32006398 電気 859 光青電気（有） 安達　貞則 島根県益田市乙吉町イ３３３‐１ 維 電

00010002 電気 858 和幸電通（株） 柿丸　薫
島根県松江市古志原２丁目２２‐１
４

維 電

32003588 電気 858 （有）渡部電気工事 渡部　三紀夫 島根県出雲市白枝町７９９‐４ 維 電

32006373 電気 839 協和通信工業（株） 石田　義信 島根県松江市平成町１８２‐３７ 電

32005596 電気 827 （有）日海電設 月森　秀樹
島根県大田市大田町大田ロ１１７
４‐１７

維 電

32006691 電気 821 （有）赤沼電工 赤沼　高男
島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩
口８４‐１１１

維 電
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00020928 電気 815 （株）山陰ディーゼル商事 河内　雄次 島根県松江市学園１‐１６‐４６ 維 電

32001608 電気 812 大栄電設（有） 米原　和子 島根県出雲市枝大津町１５‐５ 電

32003773 電気 798 （有）川跡電気設備 伊藤　誠 島根県出雲市武志町５４８‐３ 維 電

32006572 電気 795 （有）田畑電工 田畑　勝治 島根県浜田市長沢町３１０２‐３ 維 電

32009361 電気 791 山陰電工（株） 宮本　守 島根県出雲市常松町４０２ 維 電

00008613 電気 790 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 維 電

32008348 電気 789 （株）エース電工 荒木　敏弘 島根県松江市西嫁島３‐４‐２ 維 電

32004507 電気 786 （有）早川電機 早川　光江
島根県隠岐郡隠岐の島町東郷神
米鼻３１‐１

維 電

32008911 電気 786 平井建設（株） 平井　徹 島根県安来市安来町７６３‐３ 維 電

32008746 電気 781 ダイワエンジニアリング（株） 佐野　豊彦 島根県益田市中島町イ１９‐２ 維 電

32005666 電気 778 （有）平田電工 新宮　幸二 島根県出雲市西平田町２７０‐１ 維 電

32009455 電気 771 （有）池田電工 池田　伸介
島根県出雲市斐川町出西３５９７‐
１

維 電

32007501 電気 769 （株）大幸電設 廣江　浩二 島根県松江市西津田９‐３‐１８ 維 電

32001797 電気 758 渡部設備（株） 岸本　義之 島根県松江市東津田町１２０１‐４ 維 電

32001306 電気 754 島根水道（株） 田本　稔
島根県松江市宍道町佐々布２１３
‐２５

維 電

32008498 電気 753 （株）島根エレテック 矢田　信夫 島根県松江市西津田４‐８‐５０ 電
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32008518 電気 749 東洋ソーラー（株） 藤原　一美 島根県松江市北陵町４６‐５ 電

32002676 電気 748 （有）大原電気 案田　幸雄
島根県仁多郡奥出雲町横田１１７
２‐８

維 電

32005938 電気 745 島根中央マルヰ（株） 小林　実
島根県大田市長久町長久ロ２５３
‐１

維 電

32009300 電気 742 和幸（株） 山下　裕國 島根県松江市伊勢宮町５６４ 電

32007476 電気 741 （有）ミケン電設 秦　敏生 島根県雲南市加茂町東谷８８‐１８ 維 電

32003955 電気 732 （株）新英電工 佐藤　誠 島根県松江市矢田町４１４‐７ 維 電

32003413 電気 726 本多電気工事（有） 本多　恭嗣 島根県浜田市原町３６ 維 電

32009410 電気 724 （有）丸エム 槇原　顯 島根県松江市島根町大芦１４７０ 維 電

32007323 電気 718 （有）ダイイチ電工 岩田　貴史
島根県仁多郡奥出雲町三成２５１
‐２

電

32008506 電気 716 西日本設備（有） 伏谷　義幸 島根県益田市中吉田町３６４‐２ 維 電

32006991 電気 710 （有）三木電工 三木　貴博 島根県出雲市姫原１‐９‐２７ 電

32007055 電気 710 （株）ワークス 寺戸　昭夫 島根県益田市久城町１１２１‐９４ 電

32000130 電気 707 山陰温調工業（株） 石倉　一男 島根県松江市矢田町２５０‐１０５ 電

32009072 電気 707 山陰冷暖（株） 池田　輝明 島根県出雲市今市町８４０‐３ 電

32006427 電気 701 湘南電工（有） 渡邊　光男 島根県益田市あけぼの本町９‐５ 維 電

32004743 電気 700 大田電工（有） 川上　邦雄
島根県大田市大田町吉永１５６３‐
５

維 電
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32005538 電気 700 （株）陶山建設 陶山　義久 島根県雲南市木次町寺領４６８‐３ 維 電

32008767 電気 700 ＡＬＳＯＫ山陰（株） 永安　重治 島根県松江市朝日町４７７‐１７ 電

32006689 電気 697 （株）コダマ 兒玉　泰州 島根県松江市富士見町１‐３ 維 電

32000252 電気 690 斐川通信（株） 市居　典高 島根県出雲市斐川町直江２０９３ 電

32003929 電気 690 六日市商事（有） 中村　勲 島根県鹿足郡吉賀町六日市７７８ 維 電

32009186 電気 689 （株）高宮電気 高宮　智仁
島根県松江市東津田町１２１２‐１
６

維 電

32000059 電気 687 山陰電気工事（株） 深田　隆雄 島根県松江市浜乃木７‐７‐２ 維 電

32005145 電気 685 （株）協栄三和電工 原田　茂 島根県浜田市相生町３８７７‐１ 電

32006376 電気 685 （有）高田設備 高田　英一 島根県邑智郡美郷町都賀西２５７ 電

32005562 電気 679 中国環境（株） 柳樂　泰 島根県出雲市神西沖町２４８９‐２ 維 電

32000209 電気 674 （株）太陽電工 吉田　昌弘 島根県安来市南十神町２３‐３ 維 電

32000359 電気 670 石田電気水道（有） 石田　博義 島根県松江市東朝日町８２‐４ 維 電

32004635 電気 670 （有）春日電機工業 土江　春夫 島根県出雲市天神町２０９ 維 電

32006964 電気 670 セコムテック山陰（株） 佐藤　陽一 島根県松江市学園南２‐１０‐１４ 維 電

00018201 電気 663 福間商事（株） 福間　正純 島根県出雲市長浜町１３７２‐８ 電

32008076 電気 658 （有）小池電気設備 小池　正男 島根県松江市浜乃木１‐１６‐２１ 維 電
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32003667 電気 657 島根交設（株） 梅田　兼登 島根県浜田市下府町３２７‐６２ 維 電

32006754 電気 643 （有）旭電機 松本　剛幸
島根県隠岐郡隠岐の島町飯田矢
谷５‐１

維 電

32009162 電気 631 セコム山陰（株） 佐藤　陽一 島根県松江市北陵町３４ 電

32005123 電気 617 （有）美保電工 加納　光雄
島根県松江市美保関町森山７６５
‐５

維 電

32007497 電気 613 （有）田中電設 田中　壽 島根県江津市江津町２２０ 維 電

32008511 電気 610 （有）西ノ島電工 平野　弘 島根県隠岐郡西ノ島町浦郷３３‐１ 維 電

32007570 電気 583 （有）槙原商事 祝原　聰
島根県飯石郡飯南町頓原１５９２‐
１

維 電

32002337 電気 581 出雲防災商事（有） 渡邊　二郎 島根県出雲市平野町５０３ 維

32007386 電気 581 （有）松電 松井　英夫 島根県出雲市大津町６１７‐６ 電

32007238 電気 573 （有）森脇通信工業 森脇　功治 島根県松江市東津田町１１９８‐４ 維 電

32009193 電気 566 （株）シンデン 金坂　千歳
島根県松江市鹿島町佐陀宮内１
１９２‐１３

電

32006417 電気 563 コスモ電気通信工業（有） 福井　博久
島根県松江市東出雲町内馬１４０
３‐９

電

32006750 電気 545 （有）ウシオ設備 漆谷　久男 島根県邑智郡美郷町潮村２８４‐８ 維 電

32009275 電気 527 （有）鉄川電気工事 鉄川　豊 島根県浜田市旭町今市１０１３‐１ 維 電

32007249 電気 489 （有）船舶電機舎 柴田　佳門
島根県隠岐郡西ノ島町大字美田
３５８１‐１

維 電
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許可業種：管 平成２９年６月１日現在
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建設業許可番号
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00017515 管 1,112 シンセイ技研（株） 深田　修次 島根県松江市平成町１８２‐３７ 冷 管

00004020 管 1,095 島根電工（株） 荒木　恭司 島根県松江市東本町５‐６３ 冷 管

00004541 管 1,059 山陰クボタ水道用材（株） 杉谷　雅祥 島根県松江市平成町１８２‐１５ 冷 管

32001312 管 1,058 新和設備工業（株） 小玉　隆夫 島根県松江市平成町１８２‐２２ 冷 管

32000723 管 1,051 イマックス（株） 加藤　幹夫 島根県出雲市高岡町１６６‐１ 冷 管

32007918 管 1,014 アクアシステム（株） 三澤　孝志 島根県安来市安来町４３１ 冷 管

32003919 管 1,011 （株）電設サービス 渡辺　頼孝 島根県浜田市黒川町９７‐８ 冷 管

32009072 管 1,009 山陰冷暖（株） 池田　輝明 島根県出雲市今市町８４０‐３ 冷 管

32000130 管 994 山陰温調工業（株） 石倉　一男 島根県松江市矢田町２５０‐１０５ 冷 管

32000889 管 982 （株）太陽水道工事 福島　丈太郎 島根県松江市学園南１‐１６‐６ 冷 管

32001306 管 979 島根水道（株） 田本　稔 島根県松江市宍道町佐々布２１３‐２５ 冷 管

32000292 管 976 山陰酸素エンジニアリング（株） 櫛田　利道 島根県松江市平成町１８２‐２９ 冷 管

00017649 管 939 山陰水道工業（株） 坂根　智 島根県松江市母衣町８３‐６ 冷 管

00008613 管 936 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 冷 管

32004515 管 925 （株）豊和設備 門脇　俊彦 島根県松江市東津田町１２０５‐３ 冷 管

32000604 管 902 （株）吾郷設備 曽田　和弘 島根県出雲市今市町南本町３７ 冷 管

32000439 管 893 （株）技研設備 佐々木　良典 島根県益田市高津町イ２５５６‐１ 冷 管
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32008797 管 893 （株）内村電機工務店 内村　哲也 島根県出雲市今市町１１５４‐１０ 冷 管

32005562 管 891 中国環境（株） 柳樂　泰 島根県出雲市神西沖町２４８９‐２ 冷 管

32001969 管 883 林産業（株） 林　和弘 島根県出雲市灘分町２２８１‐２ 冷 管

32005938 管 877 島根中央マルヰ（株） 小林　実 島根県大田市長久町長久ロ２５３‐１ 冷 管

32003142 管 875 森田産業（株） 森田　公雄 島根県出雲市白枝町２３８ 冷 管

32001931 管 871 一畑住設（株） 石原　浩 島根県松江市宍道町白石２２９‐２３ 冷 管

32004613 管 871 小栄設備（株） 小林　孝文 島根県安来市新十神町１２２ 冷 管

32004810 管 871 （有）平田水道工業 曽田　敏康 島根県出雲市平田町１３２１ 冷 管

00000297 管 867 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 冷 管

32001152 管 866 （株）野村水道工業所 野村　竜平 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町１８０ 冷 管

00006059 管 863 （株）フクダ 長岡　秀治 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０ 冷 管

32004143 管 856 （株）シンコー工業 曽田　郁雄 島根県出雲市白枝町８３９‐２ 冷 管

32005127 管 856 （株）三隅ガスセンター 加納　誠 島根県浜田市三隅町向野田６３７‐７ 冷 管

32002361 管 854 （株）木次設備工業 吾郷　廣幸 島根県雲南市木次町里方１０８９‐１３ 冷 管

32002666 管 854 （株）八雲水機 金山　均 島根県出雲市塩冶有原町６‐１ 冷 管

32008494 管 854 徳畑建設（株） 徳畑　信夫
島根県隠岐郡隠岐の島町飯田津ノ井１
８

管

32003550 管 853 角田工業（株） 角田　賢二 島根県益田市横田町２００ 冷 管
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32005950 管 853 マルヰ設備（株） 小林　実 島根県浜田市熱田町１４５６ 冷 管

32000322 管 844 和幸冷温（株） 星野　富則 島根県松江市嫁島町１‐２９ 冷 管

00007823 管 842 （株）中筋組 中筋　豊通 島根県出雲市姫原町２９３ 冷 管

32006969 管 841 クリーン（株） 小倉　正敏 島根県大田市長久町長久イ２４９‐２ 冷 管

32008942 管 835 （株）金田建設 宮川　則男
島根県隠岐郡隠岐の島町港町大津ノ
ニ・１３‐４

冷 管

32003482 管 829 （株）園山設備 園山　博俊 島根県出雲市白枝町７９７‐１１ 冷 管

32001750 管 827 泉空調設備（有） 浅野　誠吾 島根県松江市東出雲町揖屋２１０５‐１７ 冷 管

32005757 管 827 （株）伯水工務店 岩崎　正紀 島根県安来市伯太町安田中１５０‐７ 冷 管

32008110 管 827 松江冷機（株） 永野　清美 島根県松江市東生馬町５４４‐１５ 冷

32000657 管 826 山陰菱冷（株） 小島　敏明 島根県松江市八幡町８８９‐２７ 冷 管

32007180 管 826 （株）大広設備 友末　修實 島根県浜田市長沢町３１３６ 冷 管

32002076 管 824 （有）斐川水道 井原　雅夫 島根県出雲市斐川町直江４０１８‐２ 冷 管

32003311 管 824 （株）大湖設備 武田　仲雄 島根県松江市浜乃木５‐１０‐３ 冷 管

32001612 管 822 サンベ電気（株） 安達　昌 島根県松江市玉湯町湯町２２‐１ 冷 管

32008746 管 821 ダイワエンジニアリング（株） 佐野　豊彦 島根県益田市中島町イ１９‐２ 冷 管

32004152 管 820 アルファ工業（株） 吉井　邦夫 島根県出雲市古志町８６８‐１ 冷 管

32004563 管 818 青木水道（有） 青木　繁 島根県出雲市大社町杵築西２２８８ 冷 管
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32003762 管 817 松栄設備（株） 曽田　修 島根県松江市東出雲町出雲郷１６４３ 冷 管

32002391 管 814 （株）斐川電工 渡部　努志 島根県出雲市斐川町直江５１５３ 冷 管

32005178 管 814 山洋工業（株） 錦織　鐵夫 島根県出雲市中野町６‐１ 冷 管

32006662 管 814 （株）イマスイ 若槻　靖志 島根県出雲市高岡町１５７ 冷 管

32000331 管 811 江津水道工事（有） 渡邊　秀 島根県江津市和木町６０９‐１４ 冷 管

32002704 管 811 新光プロパン瓦斯（株） 西村　進 島根県鹿足郡吉賀町朝倉１４５１‐１ 冷 管

32000286 管 807 （有）ホクヨウ 野津　太志 島根県松江市西忌部町３５‐２ 冷

00000083 管 804 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 冷 管

32000337 管 802 石州水道工事（株） 佐々木　裕美 島根県江津市嘉久志町イ１３１１‐３ 冷 管

32005583 管 801 （有）大畑管工 大畑　雅之 島根県益田市あけぼの西町２‐６ 冷 管

32005944 管 801 （有）大森設備 大森　信良 島根県出雲市塩冶原町１‐５‐１６ 冷 管

32000983 管 797 浜田ガス水道工事（株） 宇野　清貴 島根県浜田市港町２９６‐１ 冷 管

32003457 管 791 日晃電設（株） 槇野　安浩 島根県出雲市稲岡町８２‐１ 冷 管

32006689 管 789 （株）コダマ 兒玉　泰州 島根県松江市富士見町１‐３ 冷 管

32005737 管 784 （有）福間工務店 福間　秀武 島根県邑智郡美郷町酒谷７‐６ 管

32000699 管 783 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 冷 管

32000920 管 783 （株）植田建設 植田　耕志 島根県雲南市大東町飯田１３０‐２ 冷 管
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32002975 管 779 （有）福新工業 福島　泰夫 島根県出雲市斐川町荘原２１８１‐２ 冷 管

32000732 管 777 北陽電気工事（株） 福原　千壽 島根県益田市遠田町１９１６‐４ 冷

32000513 管 776 ハゼヤマ・エアコン（株） 山藤　幸一 島根県浜田市下府町３８８‐４１ 冷 管

32000176 管 775 大福工業（株） 福代　明正 島根県出雲市枝大津町２‐７ 冷 管

32000789 管 775 （株）出雲設備 吉田　晴行 島根県出雲市平野町６４６‐１ 冷

32002279 管 775 高橋建設（株） 高橋　宏聡 島根県益田市遠田町３８１５‐１ 冷 管

32002441 管 773 （株）後藤建設 後藤　幹司 島根県飯石郡飯南町頓原２１４４ 冷 管

32006273 管 772 （有）花本工業 花本　達雄 島根県松江市美保関町森山１６６８‐３ 冷 管

32000417 管 771 （有）福間工務店 福間　久八 島根県仁多郡奥出雲町三成７０３ 冷 管

32000359 管 770 石田電気水道（有） 石田　博義 島根県松江市東朝日町８２‐４ 冷 管

32006560 管 766 （有）勝部建材店 勝部　実 島根県出雲市西平田町１００ 冷 管

32008232 管 764 田村工業（有） 田村　昭雄 島根県飯石郡飯南町上来島３１８‐３ 冷 管

32000104 管 759 （資）石見水泉社 横田　貴史 島根県浜田市浅井町７９８‐４ 冷 管

32001189 管 758 森下建設（株） 森下　幸生 島根県江津市桜江町市山５４３‐１６ 冷 管

32001645 管 757 岡山産業（有） 岡山　勝樹 島根県邑智郡美郷町石原２５４‐１ 管

32002457 管 757 （有）安藤設備 安藤　悦之助 島根県浜田市高佐町３４２２‐１８ 冷 管

32007055 管 757 （株）ワークス 寺戸　昭夫 島根県益田市久城町１１２１‐９４ 管
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32000103 管 756 サンプラス（株） 海田　孝雄 島根県出雲市平野町７３５ 冷 管

32003539 管 756 太陽温調工業（有） 中岡　育夫 島根県益田市三宅町６‐１２ 冷 管

32003692 管 749 （有）松田水道 松田　信夫 島根県大田市大田町大田ハ３２２‐１ 冷 管

32003929 管 746 六日市商事（有） 中村　勲 島根県鹿足郡吉賀町六日市７７８ 冷 管

32005865 管 742 （有）サンレイ空調 寺戸　毅 島根県益田市高津４‐２２‐８ 冷 管

32005192 管 739 （有）宇都宮工業 宇都宮　正裕 島根県松江市竹矢町１２１２ 冷 管

32007182 管 739 西部温泉工業（株） 藤原　修一 島根県出雲市今市町北本町５‐５‐２７ 冷 管

32009389 管 738 （株）佐藤水道 佐藤　潔 島根県大田市川合町川合１４９１‐１ 冷 管

32002233 管 738 三和電工（株） 渡部　久敬 島根県松江市宍道町佐々布２１３‐３４ 冷 管

32007260 管 738 松江ガス供給（株） 石松　俊之 島根県松江市浜乃木６‐１０‐１ 冷 管

32006609 管 737 山陰フォーラム（株） 田中　修二 島根県出雲市東神西町９５‐２ 冷 管

32000134 管 735 （有）山根建設 山根　英利 島根県雲南市大東町中湯石９３６‐１ 冷 管

32002830 管 735 アクト（株） 三加茂　公之 島根県出雲市斐川町直江１３１１‐１ 管

32000610 管 733 （株）サンクラフト 中垣　健 島根県浜田市熱田町１５９８ 冷 管

32003877 管 733 （有）三原住設工業 三原　隆 島根県松江市東出雲町揖屋１５０‐４ 管

00015195 管 731 小松電機産業（株） 小松　昭夫 島根県松江市乃木福富町７３５‐１８８ 管

32002537 管 731 （株）藤原建設 藤原　昌一 島根県飯石郡飯南町都加賀６９ 冷 管
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32003078 管 730 飯古建設（有） 田仲　寿夫 島根県隠岐郡海士町大字福井３８７‐２ 管

32001199 管 729 （株）斎藤電機 鹿野　一政 島根県益田市須子町３２‐１６ 冷 管

32006606 管 729 昭和開発工業（株） 荒木　國夫 島根県出雲市西郷町３３４‐１ 冷 管

32004507 管 728 （有）早川電機 早川　光江
島根県隠岐郡隠岐の島町東郷神米鼻
３１‐１

冷

32006167 管 728 （株）島根サニタリ 丸山　茂 島根県出雲市神西沖町１３４９‐３ 冷 管

32006376 管 727 （有）高田設備 高田　英一 島根県邑智郡美郷町都賀西２５７ 冷 管

32001207 管 726 東洋設備（有） 松井　秀樹 島根県浜田市下府町３８８‐２３ 冷 管

00023121 管 725 石見工業（株） 小泉　賢咲 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６‐１ 冷 管

32000788 管 723 （株）山崎組 山崎　章弘 島根県出雲市平田町１１０１ 管

32000854 管 723 江津土建（株） 室谷　卓治 島根県江津市江津町１３３３ 冷

32000957 管 723 梅木建設（株） 梅木　秀昭 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２２‐１ 冷 管

32002701 管 722 （有）森山組 伊藤　俊郎 島根県出雲市稗原町２１２４‐７ 冷 管

32002471 管 721 （株）服部工業 服部　良之 島根県江津市和木町６０１‐２２ 管

32004172 管 721 （有）香川建設 香川　昇司 島根県雲南市掛合町掛合１８６８ 管

32005016 管 721 （有）ナガヨシ技建 永吉　伯亨 島根県鹿足郡津和野町高峯５６６‐１ 冷

32002077 管 720 ヒカワ工業（株） 福田　美樹 島根県出雲市斐川町沖洲９２２ 管

32002650 管 720 大湖工業（株） 岩浅　繁義 島根県出雲市多久町８９１ 冷 管
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00024524 管 719 石見銀山建設（株） 黒田　突義 島根県大田市鳥井町鳥井９６３‐２ 管

32002287 管 719 まるなか建設（株） 中筋　廣昭 島根県松江市玉湯町布志名７６７‐５２ 冷 管

32007104 管 719 柳楽技研（有） 小村　守夫 島根県松江市淞北台５‐２３ 冷 管

32000128 管 718 （株）渡辺工務店 渡辺　栄三 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町１１８８ 管

32006591 管 718 大原技研（有） 大原　正男 島根県浜田市下府町３２７‐６４ 冷 管

32007928 管 718 森島建設（株） 森島　功武 島根県飯石郡飯南町下赤名４７３‐１ 冷 管

32004568 管 717 （有）安部鉄工所 安部　英男 島根県仁多郡奥出雲町横田１１６０‐８ 冷

32004633 管 717 （株）吉村設備 吉村　祥一 島根県益田市乙吉町イ１０７‐６ 冷

32000458 管 716 （株）サンエイト 佐藤　和彦 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４‐１８ 管

32000797 管 716 浜田電気工事（株） 木屋　剛 島根県浜田市殿町５１‐２２ 冷 管

32008320 管 716 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 冷 管

32002110 管 714 大五建設（有） 尾崎　康治 島根県邑智郡美郷町乙原１６７‐１ 管

32005694 管 713 幸和建設（株） 周藤　浩二 島根県雲南市木次町新市１７６ 冷 管

32000395 管 711 （有）糸賀工務店 糸賀　寿夫 島根県仁多郡奥出雲町三成２８５ 管

32006874 管 711 （株）中島水道 中嶋　朝美 島根県浜田市港町２９９‐５ 冷 管

32002235 管 711 宍道神州電気（株） 矢田　二三夫 島根県松江市乃木福富町３８８‐３ 冷 管

32004751 管 707 八束設備工業（株） 柏木　昇 島根県松江市西尾町１１‐１ 冷 管

8/17



許可業種：管 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

32006420 管 707 （有）ジンザイサニテック 米山　二郎 島根県出雲市荒茅町４１９９‐１ 冷 管

32000996 管 706 （株）田中建設 田中　孝仁 島根県安来市西赤江町４７３‐１ 冷 管

32008911 管 706 平井建設（株） 平井　徹 島根県安来市安来町７６３‐３ 冷 管

32005538 管 703 （株）陶山建設 陶山　義久 島根県雲南市木次町寺領４６８‐３ 冷 管

32005578 管 703 五大設備（有） 佐々木　啓之 島根県江津市渡津町２８４‐４ 管

32007456 管 703 イワミ水道（有） 森下　勝義 島根県江津市桜江町市山５４３ 冷 管

32007484 管 703 （株）田中種苗 田中　充 島根県出雲市今市町北本町２－９－７ 管

32005086 管 701 （株）原田水道工業 原田　勉 島根県出雲市塩冶町８２６‐１２ 冷 管

32008883 管 701 （有）水道くん 近藤　政男 島根県益田市乙吉町イ３２３‐７ 冷

32002344 管 700 （株）岩崎建設 岩崎　哲也 島根県出雲市佐田町八幡原１０３‐１ 冷

32006648 管 700 （有）ダイヤ環境衛生 渡辺　サナ子 島根県浜田市黒川町１０８‐２２ 冷 管

32007883 管 700 （有）柳樂工業 柳樂　信昭 島根県出雲市東郷町８４２‐２ 冷 管

32007673 管 699 （有）協同サービス 吾郷　道夫 島根県出雲市江田町５５‐１ 冷 管

32009410 管 699 （有）丸エム 槇原　顯 島根県松江市島根町大芦１４７０ 冷 管

32001271 管 698 （株）中澤建設 中澤　豊和 島根県雲南市掛合町掛合２４２９‐２ 冷 管

32006120 管 698 （有）板持土木 板持　孝志 島根県雲南市木次町寺領３４１ 冷 管

32009287 管 698 （有）山崎組 山崎　敬子 島根県大田市久手町刺鹿２２９０‐５ 冷 管
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32006183 管 697 （有）柿田設備工業 柿田　眞澄 島根県出雲市大社町北荒木４６１‐３ 冷 管

32007570 管 696 （有）槙原商事 祝原　聰 島根県飯石郡飯南町頓原１５９２‐１ 冷 管

32003468 管 695 （有）岡田建設 岡田　治一 島根県雲南市吉田町吉田２７１０‐１２ 冷

32005845 管 693 （有）新宮設備 新宮　明男 島根県出雲市松寄下町１７１６‐３ 冷 管

32005256 管 692 須田産業（株） 秦　誠司 島根県松江市嫁島町８‐２１ 冷

32007976 管 692 出雲土建（株） 石飛　裕司 島根県出雲市知井宮町１３８‐３ 冷

32005934 管 690 三洋興産（株） 飯塚　明輝 島根県出雲市斐川町坂田１６６４‐８ 管

32000845 管 688 （有）日野建設 日野　敏夫 島根県雲南市大東町上佐世１３７９‐６ 管

32000366 管 687 （株）トガノ建設 栂野　直宏 島根県出雲市白枝町８３９‐２ 冷 管

32002458 管 687 横田建設（株） 大谷　誠二 島根県仁多郡奥出雲町下横田１０５‐５ 冷 管

32003318 管 687 （株）吉崎工務店 吉崎　博章
島根県隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻５‐
１

冷 管

32004200 管 687 （有）福原土木水道工業所 福原　一男 島根県松江市西津田５‐６‐１７ 管

32005340 管 687 （有）金築組 金築　清 島根県出雲市大社町入南１０８２ 冷 管

32006486 管 687 大田設備 祭田　宏
島根県大田市川合町川合１１３３‐５番
地

冷 管

32003285 管 686 （有）神門組 神門　敦 島根県大田市大田町吉永１６４８‐２ 冷

32002332 管 685 （株）今岡興産 今岡　裕統 島根県出雲市稗原町１４９‐４ 冷 管

32005182 管 685 （株）ヒロクニ建設 廣國　勝 島根県出雲市斐川町上直江１０３２‐１ 冷 管
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32000270 管 684 正栄工業（株） 日高　康雄 島根県益田市幸町４‐１４ 冷 管

00025253 管 683 （株）山本工務店 山本　恭則 島根県出雲市平田町７６６８ 冷 管

32004681 管 683 （有）花岡組 稲葉　良一 島根県隠岐郡隠岐の島町中村１５３３ 管

32005870 管 681 松田建設（株） 松田　馨 島根県飯石郡飯南町上来島３８４‐８ 管

32007414 管 681 片石建設（有） 片石　宏憲 島根県雲南市掛合町松笠１０５９‐８ 冷

32006522 管 680 （株）森確設備 森　清次 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町２０３ 冷

32008506 管 678 西日本設備（有） 伏谷　義幸 島根県益田市中吉田町３６４‐２ 冷 管

32001405 管 675 （株）倉橋工務店 倉橋　一喜 島根県出雲市野郷町１９００ 冷 管

32005666 管 675 （有）平田電工 新宮　幸二 島根県出雲市西平田町２７０‐１ 冷 管

32002566 管 674 松江管工（有） 石川　吉重 島根県松江市東朝日町２０７‐１ 冷 管

32004470 管 673 山陰建設工業（株） 磯田　真左一 島根県出雲市神西沖町２３３４‐３ 管

32004987 管 673 （有）町田土建 町田　修平 島根県邑智郡邑南町鱒渕２３６‐１ 管

32005636 管 673 （株）コーユー 田原　裕司 島根県大田市久手町刺鹿１８３１ 管

32006250 管 671 （有）勝山建設 勝山　学也 島根県仁多郡奥出雲町三成２２３ 冷 管

32001193 管 669 （株）小畑建設 小畑　亮二
島根県邑智郡川本町大字川本１０５４‐
１

冷 管

32003309 管 669 （株）竹田組 竹田　栄人
島根県隠岐郡隠岐の島町中町名田ノ
一７‐３

冷 管

32004349 管 668 （有）柿木土建 棟兼　清文
島根県鹿足郡吉賀町柿木村木部谷‐３
８７

管
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32004744 管 668 （株）青田建設 青田　塁
島根県隠岐郡隠岐の島町東郷宮田７８
‐１

管

32005806 管 668 （有）景山建設 景山　幹雄 島根県飯石郡飯南町上来島７４４ 管

32007761 管 668 松井土建（有） 松井　芳喜 島根県邑智郡川本町川下２７２４ 冷 管

32003552 管 667 （有）蔦川土木 蔦川　正夫
島根県仁多郡奥出雲町大馬木１９６６‐
３８

管

32001981 管 666 松和鉄工（株） 松尾　浩志 島根県松江市富士見町１‐１２ 管

32000330 管 665 （有）河野建材 河野　勝信 島根県邑智郡邑南町上亀谷４５６‐１ 冷 管

32005323 管 665 （有）三沢建設 三澤　善利 島根県仁多郡奥出雲町小馬木４３ 冷 管

32008651 管 663 （株）隠岐ガス 谷村　文男
島根県隠岐郡隠岐の島町中町名田の
３‐１７‐１

冷 管

32005034 管 662 （有）白川建設 白川　博幸 島根県邑智郡邑南町日貫３００１‐１ 冷 管

32000673 管 661 （株）山本組 久永　道明 島根県浜田市旭町市木３４５６‐４ 冷 管

32002507 管 660 （有）小畑土建 小畑　定義 島根県雲南市三刀屋町多久和１９６６ 管

32004961 管 660 （有）中田工務店 中田　哲徳 島根県浜田市金城町下来原１８５‐９ 管

32003475 管 659 （有）山下土木工事所 近藤武夫 島根県隠岐郡西ノ島町宇賀１１８ 管

32001311 管 657 松江電水工業（株） 浅野　耕司 島根県松江市矢田町２５０‐３９ 冷 管

32006750 管 657 （有）ウシオ設備 漆谷　久男 島根県邑智郡美郷町潮村２８４‐８ 冷 管

32003933 管 655 （有）横田水道 横田　惠 島根県江津市波子町イ１２５５‐３０３ 冷 管

32001785 管 653 （有）高見水道 江田　善紀 島根県安来市植田町９６５ 冷 管
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32001314 管 650 （株）増原産業建設 増原　修一 島根県松江市宍道町白石１８３３‐１ 冷 管

32001970 管 650 （有）南場工務店 南場　操 島根県出雲市坂浦町７３９ 冷 管

32001679 管 649 （有）増田住建 増田　新 島根県邑智郡邑南町山田７２‐３ 管

32002711 管 649 （有）宗正建設 宗正　仁 島根県鹿足郡吉賀町朝倉８７０ 冷 管

32005892 管 649 和汽産業（有） 本田　実 島根県安来市下坂田町２７４‐１ 冷

32007415 管 647 （有）山根水道 山根　鬨治 島根県大田市三瓶町志学ロ３８３‐６ 冷 管

32006189 管 646 （有）三島工業所 三島　輝久 島根県松江市八雲町日吉２８２‐１４ 管

32003873 管 645 若槻セメント工業（有） 若槻　幸雄 島根県雲南市三刀屋町粟谷５９‐１ 管

32000282 管 644 （有）井口建設 井口　聰 島根県大田市大田町大田ロ９９１‐１１ 冷 管

32008698 管 644 （株）ウエダ 植田　和人 島根県大田市仁摩町仁万１００６‐１ 冷 管

32001075 管 640 本川建設（株） 本川　満 島根県浜田市殿町１２４‐６ 冷 管

32006233 管 640 （有）間壁組 間壁　和弘 島根県出雲市大社町遙堪１４６０ 冷 管

32007711 管 638 （有）松原産業 松原　俊博 島根県雲南市木次町木次７８８‐１ 冷 管

32005214 管 637 豊生建設（株） 田中　賢悟 島根県浜田市三隅町三隅３１３‐４ 管

32001109 管 636 （有）森脇組 森脇　豊敏 島根県邑智郡邑南町下亀谷６９６‐４ 管

32001947 管 636 （有）隠岐設備 村上　武保
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町６６７‐
２

冷 管

32004446 管 636 （有）若槻建設工業 若槻　達夫 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１００‐９ 管
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許可業種：管 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

32005801 管 634 （有）伊藤建設 伊藤　收 島根県仁多郡奥出雲町中村１３６０ 管

32003150 管 631 （有）能美建設 能美　研志 島根県浜田市下府町１０３ 管

32008528 管 629 （有）広建産業 手角　正清 島根県安来市広瀬町広瀬７８３‐１ 冷 管

32000988 管 627 （有）三浦土木 三浦　浩 島根県鹿足郡吉賀町柿木村下須４２３ 管

32000791 管 626 （株）小畑建設 小畑　昭治 島根県出雲市大津町１１１５‐５ 冷 管

32002745 管 626 神崎建設（有） 神崎　達夫 島根県邑智郡美郷町粕渕３６０ 管

32001779 管 624 （株）井口組 吉川　和孝 島根県出雲市佐田町一窪田１７７７ 冷 管

32004653 管 621 松浦工務店 松浦　隆之 島根県大田市仁摩町馬路１２５８ 管

32005101 管 619 （有）斉藤土建 齋藤　卓男 島根県益田市美都町都茂８２１‐１ 管

32005839 管 619 （株）佐田建設 和田　國男 島根県出雲市佐田町須佐７４２‐６ 冷 管

32002587 管 617 （株）もりやま 森山　勝 島根県出雲市大社町菱根１０２５‐１ 冷 管

32006875 管 614 中国産業（株） 日高　素浩 島根県邑智郡邑南町下口羽５９９‐３ 管

32001841 管 613 岩成工業（株） 岩成　健治 島根県出雲市大社町杵築西１８９２ 冷 管

32004053 管 610 （株）岡貞組 岡本　貞人 島根県浜田市旭町今市４１２‐２ 冷 管

32008919 管 609 （有）坂口水道工業 坂口　賢治
島根県邑智郡川本町大字川本１０６５‐
４

冷 管

32002693 管 608 （有）小林建設 小林　憲治 島根県邑智郡邑南町下田所３６０‐３ 管

32007693 管 608 まる徳合材（株） 瀧本　泰隆
島根県隠岐郡隠岐の島町上西池ノ奥２
３‐１

管
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許可業種：管 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

32003184 管 607 （有）渡辺建設 岩本　弘一 島根県飯石郡飯南町野萱２２０２‐２ 管

32002610 管 606 （有）森山工務店 森山　昌子
島根県仁多郡奥出雲町小馬木１２４５‐
１

管

32007348 管 605 協和建設（有） 洲浜　稔 島根県邑智郡邑南町下亀谷３２１‐２ 管

32001359 管 604 （有）うしお産業 藤原　充男 島根県雲南市大東町中湯石１４８８‐１ 管

32001127 管 603 （有）三澤工業 三澤　明大
島根県仁多郡奥出雲町小馬木８０２ー
４

冷 管

32006026 管 599 （有）小谷建設 小谷　良司 島根県大田市三瓶町池田１５５ 管

32006181 管 599 田本建設（有） 田本　充 島根県雲南市木次町寺領７３２‐２ 管

32005297 管 598 （有）片山建設 片山　師三朗 島根県鹿足郡吉賀町六日市３５０ 冷 管

32008969 管 591 （株）ヒラスイ 曽田　厚子 島根県出雲市国富町８３４‐２ 冷 管

32000304 管 588 （有）増野商会 増野茂 島根県益田市あけぼの西町１７‐７ 冷 管

32009083 管 587 今岡工務店 今岡　光政 島根県出雲市乙立町３３０ 冷 管

32007249 管 586 （有）船舶電機舎 柴田　佳門
島根県隠岐郡西ノ島町大字美田３５８１
‐１

冷 管

32007752 管 585 （有）曽田重機 曽田　満 島根県出雲市平田町２４５５‐６ 冷 管

32009211 管 574 （株）正建工業 黒川　正 島根県松江市佐草町４３３‐１ 管

32007808 管 572 （有）佐々木資材 佐々木　裕二 島根県雲南市大東町清田２８９ 管

32005548 管 568 （有）横地建設 長谷川　聡 島根県隠岐郡隠岐の島町中村４１４‐２ 管

32005085 管 562 柴木建設（株） 柴木　愛子 島根県隠岐郡隠岐の島町北方３１４ 管
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許可業種：管 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

32006958 管 559 山陰興業（株） 山根　久志 島根県出雲市神西沖町２４８７‐５ 管

32007835 管 559 （有）マツジョウ 野津　勝男 島根県松江市上乃木２‐１４‐１２ 管

32004836 管 555 東和建設（株） 佐々木　了 島根県益田市あけぼの西町２‐３ 冷 管

32005073 管 555 （有）日伸水道 佐々木　尚久 島根県浜田市金城町下来原９８０‐２ 冷 管

32007314 管 550 （有）ミウラ住宅設備 三浦　保則 島根県邑智郡邑南町高見９９５ 冷 管

32001574 管 546 福波物産（有） 山形　忠義
島根県大田市温泉津町福光ハ１６２１‐
９１

管

32005280 管 541 （有）三共ブロック工業 三浦　登 島根県益田市中垣内町１１１６‐７ 管

32004054 管 525 （有）鎌田組 鎌田　実 島根県出雲市松寄下町１９６５ 管

32007081 管 508 （株）角建築 角　健次 島根県出雲市鹿園寺町２２６‐２ 管

32008990 管 508 （株）北陽エンジニアリング 竹内　正行 島根県飯石郡飯南町佐見１３９０‐６ 冷 管

32008046 管 504 （有）昌栄工業 小川　昌紀 島根県松江市東出雲町内馬１４１２‐１ 冷 管

32008861 管 503 三和ガス（株） 山根　兼三郎 島根県江津市都野津町２２７６ 冷 管

32007138 管 495 （有）アイテックいとがわ 糸川　伸二 島根県松江市宍道町東来待１９６６‐９ 管

32007223 管 495 楠見建築 楠見　節雄 島根県隠岐郡海士町海士１４２４‐２ 冷

32007157 管 492 （有）ダイチ工業 嘉藤　祐次 島根県出雲市斐川町上直江３４９‐１ 冷 管

32008308 管 487 道島屋左官 道前　淳治 島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷７０９ 管

32009080 管 484 石州金城設備 小川　孝二 島根県浜田市金城町下来原９９７‐６ 冷 管
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許可業種：タイル・れんが・ブロック 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

00000083
タイル・れんが・ブ
ロック

848 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 建

00000297
タイル・れんが・ブ
ロック

776 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 建

32000699
タイル・れんが・ブ
ロック

767 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 建

00013265
タイル・れんが・ブ
ロック

755 （株）ユニコン 小山　満 島根県松江市東朝日町２９ 建

32000176
タイル・れんが・ブ
ロック

739 大福工業（株） 福代　明正 島根県出雲市枝大津町２‐７ 建

00008613
タイル・れんが・ブ
ロック

725 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 建

32002287
タイル・れんが・ブ
ロック

710 まるなか建設（株） 中筋　廣昭 島根県松江市玉湯町布志名７６７‐５２ 建

32008320
タイル・れんが・ブ
ロック

710 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 建

32001408
タイル・れんが・ブ
ロック

701 一畑工業（株） 田村　陽介 島根県松江市千鳥町２４ 建

32000854
タイル・れんが・ブ
ロック

696 江津土建（株） 室谷　卓治 島根県江津市江津町１３３３ 建

32007837
タイル・れんが・ブ
ロック

676 （株）戸島工業所 戸島　要助 島根県松江市矢田町２５０‐６２ 建

32001113
タイル・れんが・ブ
ロック

668 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 建

32000648
タイル・れんが・ブ
ロック

666 松友建設（株） 障子　博美 島根県松江市学園南２‐３‐７ 建

32007976
タイル・れんが・ブ
ロック

662 出雲土建（株） 石飛　裕司 島根県出雲市知井宮町１３８‐３ 建

32004526
タイル・れんが・ブ
ロック

650 （有）佐藤邦芳建設 佐藤　芳男 島根県松江市西津田４‐４‐２５ 建
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許可業種：タイル・れんが・ブロック 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32000401
タイル・れんが・ブ
ロック

636 （株）中島工務店 中島　浩司 島根県大田市長久町長久ハ３６ 建

32001323
タイル・れんが・ブ
ロック

624 （株）島根建材公社 寺戸　隆文 島根県大田市大田町大田イ４３１‐７ 建

32001100
タイル・れんが・ブ
ロック

613 （株）大島工務所 大島　未久 島根県安来市西赤江町７４１‐３ 建

32007654
タイル・れんが・ブ
ロック

609 （株）あおき 知野見　義博 島根県大田市大田町大田ロ９８４‐５ 建

32001841
タイル・れんが・ブ
ロック

593 岩成工業（株） 岩成　健治 島根県出雲市大社町杵築西１８９２ 建

32006007
タイル・れんが・ブ
ロック

583 （有）平成住建 山形　誠 島根県出雲市大社町北荒木９３７‐１ 建

32006971
タイル・れんが・ブ
ロック

513 （株）タケシバ建設 芝尾　公明 島根県出雲市小山町６７‐１ 建
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許可業種：鋼構造物 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

鋼橋
上部工
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2 3 4 5

32002345 鋼構造物 996 804 内藤鉄工（株） 内藤　輝一 島根県出雲市湖陵町板津３６８ 土 機 維 建 鋼

00004541 鋼構造物 911 山陰クボタ水道用材（株） 杉谷　雅祥 島根県松江市平成町１８２‐１５ 土 機 維 建

32006689 鋼構造物 853 694 （株）コダマ 兒玉　泰州 島根県松江市富士見町１‐３ 土 機 維 建 鋼

00006059 鋼構造物 851 （株）フクダ 長岡　秀治 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０ 土 機 維 建

00000297 鋼構造物 825 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 土 機 維 建

00000083 鋼構造物 797 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 土 機 維 建

00020630 鋼構造物 789 徳栄建設（株） 安田　徳太 島根県益田市下本郷町４５４‐１ 建

32008006 鋼構造物 789 763 （株）藤原鐵工所 藤原　善夫 島根県松江市富士見町５‐４ 土 機 維 鋼

32000699 鋼構造物 773 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 土 維 建

32001969 鋼構造物 764 林産業（株） 林　和弘 島根県出雲市灘分町２２８１‐２ 土 機 維 建

32008036 鋼構造物 761 （有）新生鉄工 安田　徳太 島根県益田市大谷町２９３‐３ 機 維 建

32004482 鋼構造物 759 島根ハード（株） 東原　日出明
島根県出雲市上塩冶町２５３０‐１
６

建

00008613 鋼構造物 726 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 土 機 維 建

32006707 鋼構造物 723 723 （有）足立工業 足立　孝之 島根県安来市古川町１３５ 土 維 鋼

32003446 鋼構造物 721 638 （有）三昭技研 長谷川　健 島根県益田市隅村町６１０‐１ 建 鋼

32007976 鋼構造物 717 出雲土建（株） 石飛　裕司 島根県出雲市知井宮町１３８‐３ 建

32008320 鋼構造物 710 （株）都間土建 都間　正隆
島根県雲南市三刀屋町給下６２２
‐１

土 機 維 建

32001113 鋼構造物 702 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 土 維 建

32004526 鋼構造物 657 （有）佐藤邦芳建設 佐藤　芳男 島根県松江市西津田４‐４‐２５ 維

32001981 鋼構造物 650 松和鉄工（株） 松尾　浩志 島根県松江市富士見町１‐１２ 土 機 維 建

32001100 鋼構造物 619 （株）大島工務所 大島　未久 島根県安来市西赤江町７４１‐３ 土 機 維 建

32007072 鋼構造物 607 曽田鉄工（有） 曽田　直秀
島根県松江市東出雲町錦浜５８３
‐１７

機
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許可業種：鋼構造物 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

鋼橋
上部工
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2 3 4 5

32007654 鋼構造物 589 （株）あおき 知野見　義博
島根県大田市大田町大田ロ９８４
‐５

建

32004821 鋼構造物 581 三興建設（株） 池田　道成
島根県浜田市三隅町向野田６５９
‐１

建

32006958 鋼構造物 568 山陰興業（株） 山根　久志 島根県出雲市神西沖町２４８７‐５ 土

32007415 鋼構造物 542 （有）山根水道 山根　鬨治
島根県大田市三瓶町志学ロ３８３
‐６

土
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許可業種：鉄筋 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32002287 鉄筋 741 まるなか建設（株） 中筋　廣昭 島根県松江市玉湯町布志名７６７‐５２ 建
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許可業種：しゅんせつ 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

00007823 しゅんせつ 985 （株）中筋組 中筋　豊通 島根県出雲市姫原町２９３ 土 湾

00006059 しゅんせつ 924 （株）フクダ 長岡　秀治 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０ 土 湾

32009011 しゅんせつ 864 黒徳建設（株） 黒瀬　清司 島根県大田市大田町大田イ２８９‐３ 土 湾

00008613 しゅんせつ 859 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 土 湾

00002874 しゅんせつ 852 大畑建設（株） 大畑　勉 島根県益田市大谷町３６‐３ 土 湾

00000297 しゅんせつ 814 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 土 湾

00025330 しゅんせつ 801 祥洋建設（株） 今井　久晴 島根県浜田市下府町３２７‐４１ 土 湾

32006167 しゅんせつ 792 （株）島根サニタリ 丸山　茂 島根県出雲市神西沖町１３４９‐３ 土 湾

32006969 しゅんせつ 780 クリーン（株） 小倉　正敏 島根県大田市長久町長久イ２４９‐２ 土

32000610 しゅんせつ 755 （株）サンクラフト 中垣　健 島根県浜田市熱田町１５９８ 土 湾

32007976 しゅんせつ 742 出雲土建（株） 石飛　裕司 島根県出雲市知井宮町１３８‐３ 土

32008320 しゅんせつ 715 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 土

32000458 しゅんせつ 701 （株）サンエイト 佐藤　和彦 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４‐１８ 土

32008911 しゅんせつ 701 平井建設（株） 平井　徹 島根県安来市安来町７６３‐３ 土 湾

32004062 しゅんせつ 660 （有）石橋工務所 森田　憲幸 島根県隠岐郡隠岐の島町布施６３９‐２ 土

32005562 しゅんせつ 655 中国環境（株） 柳樂　泰 島根県出雲市神西沖町２４８９‐２ 土 湾

32009149 しゅんせつ 604 （株）フマイクリーンサービス 淺野　史裕 島根県松江市八幡町８８０‐８ 土

32004692 しゅんせつ 603 （有）伸洋工業 中村　睛彦 島根県松江市黒田町８７‐４ 湾
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許可業種：しゅんせつ 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

32007752 しゅんせつ 574 （有）曽田重機 曽田　満 島根県出雲市平田町２４５５‐６ 土 湾

32007835 しゅんせつ 567 （有）マツジョウ 野津　勝男 島根県松江市上乃木２‐１４‐１２ 土

32007794 しゅんせつ 524 拓洋建設（株） 中原　博士 島根県浜田市元浜町２３１‐１ 土
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許可業種：板金 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32004443 板金 864 （株）斐川板金 尾原　邦彦
島根県出雲市斐川町黒目１２８４‐
１

建

00000083 板金 820 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 建

32000699 板金 781 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 建

32008320 板金 706 （株）都間土建 都間　正隆
島根県雲南市三刀屋町給下６２２
‐１

建

32007905 板金 690 （有）喜多川板金 喜多川　一男 島根県安来市古川町７５５‐１ 建

32001408 板金 685 一畑工業（株） 田村　陽介 島根県松江市千鳥町２４ 建

32001113 板金 678 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 建

32000838 板金 672 原田トレーディング（株） 原田　慎一 島根県松江市嫁島町２‐２７ 建

32006394 板金 650 （株）日商 細田　年成
島根県大田市長久町長久イ２７３‐
１

建

32001841 板金 592 岩成工業（株） 岩成　健治
島根県出雲市大社町杵築西１８９
２

建

32000865 板金 553 （株）福田本店ＳＣ 福田　誠 島根県松江市西川津町２１０１‐１ 建
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許可業種：ガラス 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

00018201 ガラス 850 福間商事（株） 福間　正純 島根県出雲市長浜町１３７２‐８ 建

00000083 ガラス 790 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 建

00008613 ガラス 727 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 建

32004178 ガラス 701 （有）斎藤ガラス店 松本　幸雄 島根県益田市あけぼの本町８‐２ 建

32001113 ガラス 670 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 建

32000865 ガラス 544 （株）福田本店ＳＣ 福田　誠 島根県松江市西川津町２１０１‐１ 建

32003566 ガラス 515 林商事（株） 林　恭清 島根県大田市長久町長久イ５０６‐１ 建
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許可業種：塗装 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

32000731 塗装 923 寺戸工業（株） 寺戸　俊幸 島根県益田市高津８‐１１‐４ 塗 維

32000832 塗装 919 蔵本工業（株） 蔵本　洋介 島根県浜田市殿町８３‐８ 塗 維

32000783 塗装 918 （株）長岡塗装店 古志野　功 島根県松江市西嫁島１‐２‐１４ 塗 維

00002874 塗装 895 大畑建設（株） 大畑　勉 島根県益田市大谷町３６‐３ 塗 維

32008897 塗装 893 安島工業（株） 安島　壮 島根県松江市東津田町１２５６‐１ 塗 維

32003854 塗装 860 タナカ塗装システム（株） 田中　和実 島根県浜田市下府町３２７‐１２０ 塗 維

32005100 塗装 852 （株）佐藤企業 佐藤　昭典 島根県大田市長久町長久ロ１７６‐２ 塗 維

00006059 塗装 850 （株）フクダ 長岡　秀治 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０ 塗 維

00000297 塗装 844 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 塗 維

32004367 塗装 836 （有）板持塗装店 板持　伸一 島根県安来市安来町１２０７‐１４ 塗 維

32008973 塗装 836 （株）ホクト 平井　司 島根県松江市八幡町３４０‐４ 塗 維

00000083 塗装 822 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 塗 維

32001855 塗装 812 （有）フクダ塗装 福田　博
島根県松江市東出雲町下意東２０７１‐
１１

塗

32003995 塗装 808 雲南道路サービス（株） 常松　則義 島根県雲南市加茂町加茂中２９‐１ 塗 維

32003236 塗装 797 （有）伊藤塗研工業 伊藤　圭也 島根県出雲市上塩冶町２７２８‐３ 塗 維

32002803 塗装 790 （有）千原コーテック 千原　孝美 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３３‐３ 塗 維

32000699 塗装 788 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 塗 維
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許可業種：塗装 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

32007893 塗装 787 （株）北陽建装 橋本　克久 島根県松江市西嫁島１‐５‐９ 塗 維

00007823 塗装 777 （株）中筋組 中筋　豊通 島根県出雲市姫原町２９３ 塗

32000740 塗装 768 林谷工業（株） 林谷　信之 島根県松江市東津田町８０４‐１ 塗

32000393 塗装 766 （株）毛利組 毛利　栄就 島根県浜田市熱田町１４６１ 塗 維

32005740 塗装 764 （有）タカハシ建装 高橋　良男 島根県松江市佐草町１７８‐３ 塗

00008613 塗装 756 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 塗 維

00013265 塗装 755 （株）ユニコン 小山　満 島根県松江市東朝日町２９ 塗 維

32005479 塗装 748 （有）木下塗装店 木下　光夫 島根県雲南市大東町飯田１３３‐２ 塗

32008447 塗装 747 中国道路整備（株） 浅津　和人 島根県松江市宍道町佐々布１００‐１ 塗 維

00011100 塗装 744 和光工業（株） 岩見　雅治 島根県松江市矢田町２５０‐２１３ 維

32000920 塗装 743 （株）植田建設 植田　耕志 島根県雲南市大東町飯田１３０‐２ 塗 維

32006876 塗装 739 （有）桑原塗装店 玉川　卓 島根県松江市大庭町２７０‐１７ 塗 維

32002169 塗装 738 （有）西日本防水化学 柴田　朗 島根県浜田市浅井町１２２‐４０ 塗

32003667 塗装 737 島根交設（株） 梅田　兼登 島根県浜田市下府町３２７‐６２ 塗 維

32005776 塗装 735 （株）イトーケミカル 伊藤　栄 島根県出雲市斐川町直江４０２７‐１ 塗 維

00004541 塗装 734 山陰クボタ水道用材（株） 杉谷　雅祥 島根県松江市平成町１８２‐１５ 塗

32009384 塗装 730 （株）金見工務店 金見　誠司 島根県松江市上乃木２‐１８‐１ 塗
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許可業種：塗装 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

32004535 塗装 728 （株）サワダ 澤田　勝義 島根県出雲市斐川町併川６０８ 塗

32005971 塗装 728 （有）アサノ塗装店 淺野　良泉 島根県安来市大塚町６６３‐１６ 塗

32005787 塗装 727 （株）シグナル 山崎　耕二 島根県大田市長久町長久イ５５５ 塗 維

32006546 塗装 726 （株）岡田塗装工業 岡田　浩治 島根県大田市仁摩町仁万９９１‐２ 塗 維

32003318 塗装 724 （株）吉崎工務店 吉崎　博章 島根県隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻５‐１ 塗 維

32001113 塗装 721 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 塗 維

32001314 塗装 719 （株）増原産業建設 増原　修一 島根県松江市宍道町白石１８３３‐１ 塗 維

32002287 塗装 718 まるなか建設（株） 中筋　廣昭 島根県松江市玉湯町布志名７６７‐５２ 塗 維

32008320 塗装 718 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 塗 維

32000128 塗装 715 （株）渡辺工務店 渡辺　栄三 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町１１８８ 塗

32001408 塗装 710 一畑工業（株） 田村　陽介 島根県松江市千鳥町２４ 塗

32003607 塗装 710 （有）石西塗装店 内藤　隆志 島根県益田市横田町１３７８‐２ 塗 維

32008084 塗装 707 （有）喜島塗装 喜島　孫市 島根県出雲市荒茅町１３４７‐１０ 塗 維

32004247 塗装 705 （株）ロードメンテナンス 赤木　嗣道 島根県出雲市西林木町２‐５ 塗 維

32005906 塗装 705 （有）朝日防水工業 平野　洋一 島根県松江市上東川津町１２００‐３ 塗 維

32006969 塗装 704 クリーン（株） 小倉　正敏 島根県大田市長久町長久イ２４９‐２ 塗 維

32007694 塗装 703 サンコー安全（株） 高木　達也 島根県松江市東津田町１８８７‐２５ 塗 維
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許可業種：塗装 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

32000957 塗装 701 梅木建設（株） 梅木　秀昭 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２２‐１ 塗 維

32000902 塗装 700 永井建設（株） 永井　武彦 島根県江津市江津町１３４５‐１ 維

32008385 塗装 699 （有）ＳＢ工業 蒼座　誠 島根県松江市東出雲町揖屋７２４‐９ 塗

32000158 塗装 698 第一建設工業（株） 大場　修司 島根県浜田市三隅町三隅１５２８‐７ 維

32003839 塗装 698 （有）江津塗装 嘉戸　建治 島根県江津市江津町１２８７‐１２ 塗 維

32006494 塗装 697 （株）建新化工 建部　成彦 島根県松江市大庭町８９‐１ 塗

00020630 塗装 696 徳栄建設（株） 安田　徳太 島根県益田市下本郷町４５４‐１ 塗

32000166 塗装 696 （株）木下工務店 木下　聡 島根県安来市安来町９１７‐３ 塗 維

32006041 塗装 695 （有）進和防水工業 伊達山　明男 島根県松江市東津田町１８３３‐６ 塗

32001271 塗装 690 （株）中澤建設 中澤　豊和 島根県雲南市掛合町掛合２４２９‐２ 塗

32001117 塗装 686 （有）森田塗装店 赤木　慎一 島根県松江市西嫁島１‐５‐９ 塗 維

32004470 塗装 684 山陰建設工業（株） 磯田　真左一 島根県出雲市神西沖町２３３４‐３ 塗 維

32000282 塗装 680 （有）井口建設 井口　聰 島根県大田市大田町大田ロ９９１‐１１ 塗 維

32005367 塗装 679 山陰防水建材（有） 堀内　満 島根県松江市宍道町東来待８０９‐２８ 塗

32000330 塗装 678 （有）河野建材 河野　勝信 島根県邑智郡邑南町上亀谷４５６‐１ 塗 維

32005340 塗装 678 （有）金築組 金築　清 島根県出雲市大社町入南１０８２ 塗 維

32006451 塗装 668 （有）三共塗装 山本　健 島根県浜田市国分町１８２０‐３９５ 塗 維

4/6



許可業種：塗装 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

00025253 塗装 662 （株）山本工務店 山本　恭則 島根県出雲市平田町７６６８ 塗 維

32008746 塗装 659 ダイワエンジニアリング（株） 佐野　豊彦 島根県益田市中島町イ１９‐２ 塗

32005562 塗装 655 中国環境（株） 柳樂　泰 島根県出雲市神西沖町２４８９‐２ 塗 維

32003150 塗装 640 （有）能美建設 能美　研志 島根県浜田市下府町１０３ 塗 維

32001679 塗装 636 （有）増田住建 増田　新 島根県邑智郡邑南町山田７２‐３ 塗

32000397 塗装 626 若林建設（株） 若林　豊 島根県松江市西津田２‐１‐２４ 塗

32007684 塗装 622 （有）アシスト 松本　隆 島根県松江市竹矢町１２１２ 塗 維

32003475 塗装 620 （有）山下土木工事所 近藤武夫 島根県隠岐郡西ノ島町宇賀１１８ 塗

32001402 塗装 619 （有）オリオン工芸社 富田　秀則 島根県松江市西尾町４７７‐１ 塗 維

32007654 塗装 614 （株）あおき 知野見　義博 島根県大田市大田町大田ロ９８４‐５ 塗

32007693 塗装 608 まる徳合材（株） 瀧本　泰隆
島根県隠岐郡隠岐の島町上西池ノ奥２
３‐１

塗 維

32009149 塗装 600 （株）フマイクリーンサービス 淺野　史裕 島根県松江市八幡町８８０‐８ 維

32007699 塗装 598 （有）佐藤塗装店 佐藤　秀一 島根県出雲市園町１２２２‐１ 塗

32009260 塗装 597 かめい塗工（株） 亀井　稔雄 島根県出雲市小山町５７１‐１１ 塗 維

32007348 塗装 595 協和建設（有） 洲浜　稔 島根県邑智郡邑南町下亀谷３２１‐２ 塗 維

32007006 塗装 592 （有）ムトウ道路工業 武藤　匡光 島根県出雲市上塩冶町２６８１‐６ 塗 維

32002477 塗装 584 クサカ建設（株） 日下　雅彦 島根県出雲市矢野町８０８ー１ 塗
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32009341 塗装 561 大石塗装（株） 大石　勇夫 島根県益田市下本郷町２３７ 塗 維

32002495 塗装 532 （有）タカオ 高尾　実 島根県出雲市荻杼町６９８‐７ 塗 維

32007767 塗装 530 （有）釜屋塗装 釜屋　幸二 島根県出雲市国富町８２５‐１ 塗 維

32006036 塗装 527 （有）常松建設 常松　栄 島根県出雲市平野町２０‐３ 塗

32001986 塗装 526 （有）森田塗工店 森田　進 島根県安来市安来町１３４７ 塗 維
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許可業種：防水 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
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00011100 防水 888 和光工業（株） 岩見　雅治 島根県松江市矢田町２５０‐２１３ 建

00000297 防水 844 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 建

00000083 防水 841 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 建

32000699 防水 831 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 建

32000832 防水 820 蔵本工業（株） 蔵本　洋介 島根県浜田市殿町８３‐８ 建

32006041 防水 815 （有）進和防水工業 伊達山　明男 島根県松江市東津田町１８３３‐６ 建

32003854 防水 813 タナカ塗装システム（株） 田中　和実 島根県浜田市下府町３２７‐１２０ 建

32000731 防水 812 寺戸工業（株） 寺戸　俊幸 島根県益田市高津８‐１１‐４ 建

32002169 防水 808 （有）西日本防水化学 柴田　朗 島根県浜田市浅井町１２２‐４０ 建

32005100 防水 804 （株）佐藤企業 佐藤　昭典 島根県大田市長久町長久ロ１７６‐２ 建

00006059 防水 790 （株）フクダ 長岡　秀治 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０ 建

00008613 防水 789 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 建

32000783 防水 784 （株）長岡塗装店 古志野　功 島根県松江市西嫁島１‐２‐１４ 建

32005906 防水 778 （有）朝日防水工業 平野　洋一 島根県松江市上東川津町１２００‐３ 建

00002874 防水 772 大畑建設（株） 大畑　勉 島根県益田市大谷町３６‐３ 建

32005367 防水 750 山陰防水建材（有） 堀内　満 島根県松江市宍道町東来待８０９‐２８ 建
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32000902 防水 742 永井建設（株） 永井　武彦 島根県江津市江津町１３４５‐１ 建

32001113 防水 733 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 建

32000166 防水 727 （株）木下工務店 木下　聡 島根県安来市安来町９１７‐３ 建

32001314 防水 727 （株）増原産業建設 増原　修一 島根県松江市宍道町白石１８３３‐１ 建

32008897 防水 724 安島工業（株） 安島　壮 島根県松江市東津田町１２５６‐１ 建

32009384 防水 722 （株）金見工務店 金見　誠司 島根県松江市上乃木２‐１８‐１ 建

32008320 防水 721 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 建

32000920 防水 716 （株）植田建設 植田　耕志 島根県雲南市大東町飯田１３０‐２ 建

32002287 防水 713 まるなか建設（株） 中筋　廣昭 島根県松江市玉湯町布志名７６７‐５２ 建

32003236 防水 713 （有）伊藤塗研工業 伊藤　圭也 島根県出雲市上塩冶町２７２８‐３ 建

32003318 防水 711 （株）吉崎工務店 吉崎　博章 島根県隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻５‐１ 建

32001408 防水 710 一畑工業（株） 田村　陽介 島根県松江市千鳥町２４ 建

32004367 防水 705 （有）板持塗装店 板持　伸一 島根県安来市安来町１２０７‐１４ 建

32008385 防水 704 （有）ＳＢ工業 蒼座　誠 島根県松江市東出雲町揖屋７２４‐９ 建

32001851 防水 698 （株）御船組 金築　邦彦 島根県出雲市今市町３１１‐９ 建

32001855 防水 698 （有）フクダ塗装 福田　博
島根県松江市東出雲町下意東２０７１‐１
１

建
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00025253 防水 697 （株）山本工務店 山本　恭則 島根県出雲市平田町７６６８ 建

32000740 防水 694 林谷工業（株） 林谷　信之 島根県松江市東津田町８０４‐１ 建

32002803 防水 694 （有）千原コーテック 千原　孝美 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３３‐３ 建

32000319 防水 680 （株）伊原組 伊原　憲吾 島根県浜田市京町６１ 建

32004470 防水 670 山陰建設工業（株） 磯田　真左一 島根県出雲市神西沖町２３３４‐３ 建

32006546 防水 660 （株）岡田塗装工業 岡田　浩治 島根県大田市仁摩町仁万９９１‐２ 建

32005740 防水 646 （有）タカハシ建装 高橋　良男 島根県松江市佐草町１７８‐３ 建

32005479 防水 639 （有）木下塗装店 木下　光夫 島根県雲南市大東町飯田１３３‐２ 建

32008084 防水 633 （有）喜島塗装 喜島　孫市 島根県出雲市荒茅町１３４７‐１０ 建

32005776 防水 631 （株）イトーケミカル 伊藤　栄 島根県出雲市斐川町直江４０２７‐１ 建

32000397 防水 630 若林建設（株） 若林　豊 島根県松江市西津田２‐１‐２４ 建

32003839 防水 628 （有）江津塗装 嘉戸　建治 島根県江津市江津町１２８７‐１２ 建

32006876 防水 626 （有）桑原塗装店 玉川　卓 島根県松江市大庭町２７０‐１７ 建

32003607 防水 613 （有）石西塗装店 内藤　隆志 島根県益田市横田町１３７８‐２ 建

32006494 防水 607 （株）建新化工 建部　成彦 島根県松江市大庭町８９‐１ 建

32008428 防水 601 ワタナベ工業 渡部　栄二 島根県松江市八束町寺津３４‐１ 建
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32008726 防水 595 （株）三友防水 伏谷　季敏 島根県益田市幸町２‐２２ 建

32001841 防水 593 岩成工業（株） 岩成　健治 島根県出雲市大社町杵築西１８９２ 建

32006451 防水 593 （有）三共塗装 山本　健 島根県浜田市国分町１８２０‐３９５ 建

32001117 防水 575 （有）森田塗装店 赤木　慎一 島根県松江市西嫁島１‐５‐９ 建

32007021 防水 550 伸栄産業（有） 影山　典子 島根県松江市上乃木５‐５‐３ 建

32009260 防水 535 かめい塗工（株） 亀井　稔雄 島根県出雲市小山町５７１‐１１ 建
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00000297 内装仕上 922 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 建

00000083 内装仕上 904 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 建

00008613 内装仕上 884 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 建

00006059 内装仕上 867 （株）フクダ 長岡　秀治 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０ 建

00013265 内装仕上 848 （株）ユニコン 小山　満 島根県松江市東朝日町２９ 建

00020630 内装仕上 803 徳栄建設（株） 安田　徳太 島根県益田市下本郷町４５４‐１ 建

32002287 内装仕上 800 まるなか建設（株） 中筋　廣昭 島根県松江市玉湯町布志名７６７‐５２ 建

32000699 内装仕上 791 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 建

32001556 内装仕上 790 内藤建設工業（株） 平井　昇 島根県出雲市大津町５８５ 建

32000740 内装仕上 781 林谷工業（株） 林谷　信之 島根県松江市東津田町８０４‐１ 建

32008942 内装仕上 779 （株）金田建設 宮川　則男
島根県隠岐郡隠岐の島町港町大津ノニ・
１３‐４

建

32002344 内装仕上 758 （株）岩崎建設 岩崎　哲也 島根県出雲市佐田町八幡原１０３‐１ 建

00018201 内装仕上 757 福間商事（株） 福間　正純 島根県出雲市長浜町１３７２‐８ 建

32001323 内装仕上 744 （株）島根建材公社 寺戸　隆文 島根県大田市大田町大田イ４３１‐７ 建

32005399 内装仕上 744 （有）シマケン内装 渡邊　順一 島根県松江市上乃木４‐３３‐１３ 建
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32001113 内装仕上 719 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 建

32001408 内装仕上 716 一畑工業（株） 田村　陽介 島根県松江市千鳥町２４ 建

32000902 内装仕上 712 永井建設（株） 永井　武彦 島根県江津市江津町１３４５‐１ 建

32008320 内装仕上 710 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 建

32003235 内装仕上 702 （有）藤井工務店 藤井　克己 島根県大田市大田町大田イ１２６３‐１ 建

32005076 内装仕上 700 （株）堀工務店 堀　博彦 島根県大田市波根町６６５ 建

32000317 内装仕上 696 （株）渡部工務店 渡部　義三 島根県安来市飯島町４１２‐１ 建

32005466 内装仕上 694 （有）おおさき内装 大崎　宏 島根県浜田市長沢町３１８９ 建

32005264 内装仕上 688 岩見建設（有） 岩見　智行 島根県益田市高津８‐１‐２４ 建

32007837 内装仕上 686 （株）戸島工業所 戸島　要助 島根県松江市矢田町２５０‐６２ 建

32004526 内装仕上 683 （有）佐藤邦芳建設 佐藤　芳男 島根県松江市西津田４‐４‐２５ 建

32003951 内装仕上 675 （株）はたの産業 波多野　瑠璃子 島根県大田市大田町大田イ６６０‐１３ 建

32000648 内装仕上 673 松友建設（株） 障子　博美 島根県松江市学園南２‐３‐７ 建

32003500 内装仕上 668 （株）深田建設 深田　真二 島根県松江市東朝日町２７９‐２ 建

32007976 内装仕上 668 出雲土建（株） 石飛　裕司 島根県出雲市知井宮町１３８‐３ 建
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許可業種：内装仕上 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32004476 内装仕上 665 （有）美康 金坂　康夫 島根県松江市八雲台２‐１‐３２ 建

32002803 内装仕上 654 （有）千原コーテック 千原　孝美 島根県雲南市三刀屋町三刀屋３３‐３ 建

32000838 内装仕上 653 原田トレーディング（株） 原田　慎一 島根県松江市嫁島町２‐２７ 建

32008746 内装仕上 651 ダイワエンジニアリング（株） 佐野　豊彦 島根県益田市中島町イ１９‐２ 建

32004682 内装仕上 650 （有）装栄 三島　正治 島根県松江市東朝日町　２１５‐２ 建

00020118 内装仕上 649 中央建設（株） 足立　一生 島根県出雲市塩冶善行町１０‐１ 建

32001314 内装仕上 647 （株）増原産業建設 増原　修一 島根県松江市宍道町白石１８３３‐１ 建

32007414 内装仕上 642 片石建設（有） 片石　宏憲 島根県雲南市掛合町松笠１０５９‐８ 建

32006394 内装仕上 622 （株）日商 細田　年成 島根県大田市長久町長久イ２７３‐１ 建

32007654 内装仕上 618 （株）あおき 知野見　義博 島根県大田市大田町大田ロ９８４‐５ 建

32008698 内装仕上 617 （株）ウエダ 植田　和人 島根県大田市仁摩町仁万１００６‐１ 建

32004294 内装仕上 616 （株）井上建設 井上　孝喜 島根県松江市雑賀町６２８ 建

32003426 内装仕上 612 （株）松文オフテック 古川　一雄 島根県松江市苧町６ 建

32007347 内装仕上 610 （有）アールズシステム 金築　知夫 島根県出雲市国富町７１６‐１ 建

32004369 内装仕上 603 （株）藤原木材産業 藤原　徹 島根県出雲市白枝町７９０‐３ 建
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許可業種：内装仕上 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32001841 内装仕上 599 岩成工業（株） 岩成　健治 島根県出雲市大社町杵築西１８９２ 建

32002477 内装仕上 588 クサカ建設（株） 日下　雅彦 島根県出雲市矢野町８０８ー１ 建

32004821 内装仕上 585 三興建設（株） 池田　道成 島根県浜田市三隅町向野田６５９‐１ 建

32003968 内装仕上 574 （有）山田工務店 山田　豊 島根県出雲市斐川町荘原２８５０‐２ 建

32006036 内装仕上 571 （有）常松建設 常松　栄 島根県出雲市平野町２０‐３ 建

32007159 内装仕上 569 （有）キドデザイン 木戸　良美 島根県松江市上乃木４‐３０‐３７ 建

32006699 内装仕上 563 （有）大広建設 大畑　輝記 島根県益田市高津６‐１‐１８ 建

32006803 内装仕上 563 （株）太閤堂 宮廻　英夫 島根県松江市東津田町３９８‐１ 建

32007217 内装仕上 563 勝部表装（有） 勝部　義弘
島根県隠岐郡隠岐の島町有木クラミ口４
６‐２８

建

32007435 内装仕上 561 （有）伊藤製材所 伊藤　広司 島根県出雲市国富町４７‐４ 建

32006007 内装仕上 555 （有）平成住建 山形　誠 島根県出雲市大社町北荒木９３７‐１ 建

32008377 内装仕上 526 （株）イトガ 糸賀　雅樹 島根県出雲市神西沖町１６８７‐１１ 建

32006971 内装仕上 494 （株）タケシバ建設 芝尾　公明 島根県出雲市小山町６７‐１ 建
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許可業種：機械器具設置 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

00004541 機械器具設置 956 山陰クボタ水道用材（株） 杉谷　雅祥 島根県松江市平成町１８２‐１５ 機

00008613 機械器具設置 908 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 機

00000297 機械器具設置 849 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 機

32006689 機械器具設置 849 （株）コダマ 兒玉　泰州 島根県松江市富士見町１‐３ 機

00020928 機械器具設置 844 （株）山陰ディーゼル商事 河内　雄次 島根県松江市学園１‐１６‐４６ 機

32001969 機械器具設置 830 林産業（株） 林　和弘 島根県出雲市灘分町２２８１‐２ 機

32008746 機械器具設置 785 ダイワエンジニアリング（株） 佐野　豊彦 島根県益田市中島町イ１９‐２ 機

00015195 機械器具設置 754 小松電機産業（株） 小松　昭夫
島根県松江市乃木福富町７３５‐１
８８

機

32007918 機械器具設置 754 アクアシステム（株） 三澤　孝志 島根県安来市安来町４３１ 機

32004515 機械器具設置 741 （株）豊和設備 門脇　俊彦 島根県松江市東津田町１２０５‐３ 機

32003919 機械器具設置 735 （株）電設サービス 渡辺　頼孝 島根県浜田市黒川町９７‐８ 機

32001306 機械器具設置 728 島根水道（株） 田本　稔
島根県松江市宍道町佐々布２１３
‐２５

機

32008629 機械器具設置 726 出雲水機工業（株） 中尾　美樹 島根県出雲市神門町１３９７ 機

32000130 機械器具設置 713 山陰温調工業（株） 石倉　一男 島根県松江市矢田町２５０‐１０５ 機

32001981 機械器具設置 692 松和鉄工（株） 松尾　浩志 島根県松江市富士見町１‐１２ 機

1/2



許可業種：機械器具設置 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32009300 機械器具設置 691 和幸（株） 山下　裕國 島根県松江市伊勢宮町５６４ 機

32007501 機械器具設置 683 （株）大幸電設 廣江　浩二 島根県松江市西津田９‐３‐１８ 機

32005562 機械器具設置 674 中国環境（株） 柳樂　泰 島根県出雲市神西沖町２４８９‐２ 機

32007836 機械器具設置 668 （有）愛伸ポンプ商会 飯塚　勝 島根県松江市宍道町西来待４３４ 機

32002830 機械器具設置 664 アクト（株） 三加茂　公之
島根県出雲市斐川町直江１３１１‐
１

機

32000103 機械器具設置 652 サンプラス（株） 海田　孝雄 島根県出雲市平野町７３５ 機

32001381 機械器具設置 629 （株）研電社 石飛　龍一 島根県出雲市長浜町１３７２‐１５ 機

32007072 機械器具設置 612 曽田鉄工（有） 曽田　直秀
島根県松江市東出雲町錦浜５８３
‐１７

機

32006900 機械器具設置 489 （有）キョウワビルト工業 宅和　里美 島根県松江市比津町２９６‐１ 機

32007932 機械器具設置 473 （株）ミライエ 島田　義久 島根県松江市矢田町２５０‐１６７ 機
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許可業種：熱絶縁 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

00011100 熱絶縁 706 和光工業（株） 岩見　雅治 島根県松江市矢田町２５０‐２１３ 冷

32000783 熱絶縁 704 （株）長岡塗装店 古志野　功 島根県松江市西嫁島１‐２‐１４ 冷

32003566 熱絶縁 492 林商事（株） 林　恭清 島根県大田市長久町長久イ５０６‐１ 冷
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許可業種：電気通信 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
(経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

00004020 電気通信 928 島根電工（株） 荒木　恭司 島根県松江市東本町５‐６３ 通

32008797 電気通信 922 （株）内村電機工務店 内村　哲也 島根県出雲市今市町１１５４‐１０ 通

00010002 電気通信 912 和幸電通（株） 柿丸　薫 島根県松江市古志原２丁目２２‐１４ 通

32009300 電気通信 898 和幸（株） 山下　裕國 島根県松江市伊勢宮町５６４ 通

00009748 電気通信 878 日海通信工業（株） 青木　幹雄 島根県松江市古志原３‐１２‐３１ 通

32002233 電気通信 851 三和電工（株） 渡部　久敬 島根県松江市宍道町佐々布２１３‐３４ 通

32000732 電気通信 848 北陽電気工事（株） 福原　千壽 島根県益田市遠田町１９１６‐４ 通

32007892 電気通信 845 大成電気水道工業（株） 日野　友晴 島根県出雲市大津新崎町５‐５０ 通

32001612 電気通信 836 サンベ電気（株） 安達　昌 島根県松江市玉湯町湯町２２‐１ 通

32007082 電気通信 821 山代電気工業（株） 山代　正隆 島根県松江市大庭町１５１６ 通

00010474 電気通信 799 山陰パナソニック（株） 渡部　佳之 島根県出雲市渡橋町４１６ 通

32006373 電気通信 799 協和通信工業（株） 石田　義信 島根県松江市平成町１８２‐３７ 通

32002235 電気通信 797 宍道神州電気（株） 矢田　二三夫 島根県松江市乃木福富町３８８‐３ 通

32003773 電気通信 786 （有）川跡電気設備 伊藤　誠 島根県出雲市武志町５４８‐３ 通

32003764 電気通信 775 （株）大田通信 吉原　功 島根県大田市久手町波根西２０７６ 通

32004490 電気通信 765 神州電気（株） 矢田　信一 島根県出雲市渡橋町７５１‐１ 通
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許可業種：電気通信 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
(経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32000499 電気通信 747 （株）佐藤組 佐藤　尚士 島根県松江市堂形町７３７‐３ 通

32002279 電気通信 741 高橋建設（株） 高橋　宏聡 島根県益田市遠田町３８１５‐１ 通

00015195 電気通信 739 小松電機産業（株） 小松　昭夫 島根県松江市乃木福富町７３５‐１８８ 通

32001606 電気通信 739 （株）三友電工 槇野　恒猪 島根県出雲市渡橋町１１２６‐１ 通

32000252 電気通信 732 斐川通信（株） 市居　典高 島根県出雲市斐川町直江２０９３ 通

32002391 電気通信 722 （株）斐川電工 渡部　努志 島根県出雲市斐川町直江５１５３ 通

32009162 電気通信 720 セコム山陰（株） 佐藤　陽一 島根県松江市北陵町３４ 通

32000249 電気通信 714 山陰防災電機（株） 布野　浩之 島根県出雲市西園町２０６‐１ 通

32008716 電気通信 708 （株）八興電気 岸野　立彦 島根県出雲市浜町２４８‐３ 通

32004872 電気通信 701 （株）八束電工 大下　覚 島根県松江市比津町２８１‐１２ 通

32008767 電気通信 689 ＡＬＳＯＫ山陰（株） 永安　重治 島根県松江市朝日町４７７‐１７ 通

32006964 電気通信 683 セコムテック山陰（株） 佐藤　陽一 島根県松江市学園南２‐１０‐１４ 通

32007231 電気通信 678 （株）吉谷 伊藤　康晃 島根県松江市東朝日町２３３‐４ 通

32005925 電気通信 674 （株）出雲ポンプ 出雲　正樹 島根県益田市あけぼの東町１４‐１５ 通

32009175 電気通信 668 北陽警備保障（株） 幡　好明 島根県松江市袖師町９‐３５ 通

32006496 電気通信 667 ティ・ディ・エス（株） 内田　正俊 島根県松江市東本町４‐９０ 通
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許可業種：電気通信 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
(経審時のもの）

許可業種
客観
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商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32000318 電気通信 651 （有）松屋電機 松本　毅 島根県出雲市白枝町５４３‐６ 通

32007024 電気通信 630 柳井無線パーツ（株） 柳井　正之 島根県益田市下本郷町９９９‐１ 通

32009361 電気通信 609 山陰電工（株） 宮本　守 島根県出雲市常松町４０２ 通

32008348 電気通信 609 （株）エース電工 荒木　敏弘 島根県松江市西嫁島３‐４‐２ 通

32007238 電気通信 573 （有）森脇通信工業 森脇　功治 島根県松江市東津田町１１９８‐４ 通

32002337 電気通信 571 出雲防災商事（有） 渡邊　二郎 島根県出雲市平野町５０３ 通

32007446 電気通信 530 コスモ電設工業（有） 田中　潔 島根県出雲市松寄下町４５９‐３ 通
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許可業種：造園 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32000911 造園 912 （株）庭の川島 多々納　敏 島根県松江市菅田町２１８ 園

32008914 造園 904 （株）もちだ園芸 持田　正樹 島根県出雲市渡橋町３９８ 園

00002874 造園 892 大畑建設（株） 大畑　勉 島根県益田市大谷町３６‐３ 園

32006067 造園 878 松浦造園（株） 松浦　隆介 島根県松江市大庭町７２８‐６ 園

32004747 造園 866 藤田緑化産業（株） 藤田　稔幸 島根県浜田市後野町２３８８‐２ 園

00000083 造園 847 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 園

32005015 造園 845 （株）タケダ造園 竹田　和彦 島根県出雲市下横町４０２ 園

32007976 造園 804 出雲土建（株） 石飛　裕司 島根県出雲市知井宮町１３８‐３ 園

32004215 造園 803 （株）福島造園 福島　修治 島根県出雲市斐川町荘原２２１０‐５ 園

00000297 造園 776 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 園

32000699 造園 770 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 園

32005224 造園 768 （有）みどり建設 持田　幸代 島根県松江市東津田町１７２７ 園

32008005 造園 765 （株）田部 田部　長右衛門 島根県松江市米子町５５ 園

32008494 造園 753 徳畑建設（株） 徳畑　信夫 島根県隠岐郡隠岐の島町飯田津ノ井１８ 園

32000244 造園 746 （株）原工務所 原　諭 島根県江津市敬川町１３０６‐３ 園

32000499 造園 741 （株）佐藤組 佐藤　尚士 島根県松江市堂形町７３７‐３ 園
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許可業種：造園 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32004172 造園 733 （有）香川建設 香川　昇司 島根県雲南市掛合町掛合１８６８ 園

32002580 造園 732 （有）斎藤造園 斎藤　太加道 島根県益田市乙吉町イ９８‐１４ 園

00008613 造園 727 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 園

32002471 造園 724 （株）服部工業 服部　良之 島根県江津市和木町６０１‐２２ 園

32009165 造園 720 （株）玉木園芸 玉木　邦博 島根県出雲市平田町５６３１ 園

32001189 造園 715 森下建設（株） 森下　幸生 島根県江津市桜江町市山５４３‐１６ 園

32000920 造園 714 （株）植田建設 植田　耕志 島根県雲南市大東町飯田１３０‐２ 園

32000854 造園 712 江津土建（株） 室谷　卓治 島根県江津市江津町１３３３ 園

32002287 造園 712 まるなか建設（株） 中筋　廣昭 島根県松江市玉湯町布志名７６７‐５２ 園

32002814 造園 709 （有）澄谷造園 澄谷　保 島根県益田市乙吉町イ４４９‐１ 園

32008911 造園 709 平井建設（株） 平井　徹 島根県安来市安来町７６３‐３ 園

32004300 造園 708 （株）三原組 三原　惇志 島根県出雲市佐田町反辺２３０‐３ 園

32002635 造園 707 （株）土井豆組 土井豆　勝磨 島根県出雲市佐田町八幡原１２２５‐４ 園

32004302 造園 707 （株）祥好建設 仁宮　末雄 島根県松江市下東川津町２９２‐１ 園

32000458 造園 704 （株）サンエイト 佐藤　和彦 島根県仁多郡奥出雲町三成４４４‐１８ 園

32006857 造園 701 （有）足立農園 足立　洋 島根県松江市石橋町１８４ 園
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許可業種：造園 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32002561 造園 684 （株）松和 安達　好夫 島根県松江市下東川津町１５０‐８ 園

32006120 造園 684 （有）板持土木 板持　孝志 島根県雲南市木次町寺領３４１ 園

32002441 造園 683 （株）後藤建設 後藤　幹司 島根県飯石郡飯南町頓原２１４４ 園

32000319 造園 680 （株）伊原組 伊原　憲吾 島根県浜田市京町６１ 園

32001212 造園 680 （株）山重組 藤本　龍次 島根県浜田市長沢町１８５‐１ 園

32004319 造園 680 （株）三浦工務店 三浦　英俊 島根県浜田市天満町２‐１ 園

32004470 造園 674 山陰建設工業（株） 磯田　真左一 島根県出雲市神西沖町２３３４‐３ 園

32000619 造園 664 （株）日成建設 坂崎　和義 島根県鹿足郡津和野町瀧元５８‐１ 園

32004359 造園 662 （有）三浦グリーンガーデン 田原　勝人 島根県益田市乙吉町イ３２５‐１ 園

32002524 造園 657 緑化建設興業（有） 落合　大輔 島根県出雲市大島町２８３ 園

32005106 造園 657 （有）福井建設 福井　竜夫 島根県邑智郡邑南町市木７３８‐３ 園

32005914 造園 654 （有）中村緑化建設 中村　龍三 島根県鹿足郡津和野町瀧元２６４‐１ 園

32005351 造園 650 （株）大田緑地 福間　耕二 島根県大田市長久町長久ロ３９２‐１ 園

32002711 造園 649 （有）宗正建設 宗正　仁 島根県鹿足郡吉賀町朝倉８７０ 園

32001314 造園 647 （株）増原産業建設 増原　修一 島根県松江市宍道町白石１８３３‐１ 園

32001970 造園 646 （有）南場工務店 南場　操 島根県出雲市坂浦町７３９ 園
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許可業種：造園 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32004492 造園 646 グリーン産業（株） 平井　司 島根県安来市安来町７６３‐３ 園

32004754 造園 643 （有）緑化センター八雲園 角　隆司 島根県松江市東出雲町出雲郷５７０‐３ 園

32007349 造園 641 （有）かねもとグリーン 西手　徳雨 島根県浜田市金城町七条イ９７４‐１ 園

32005961 造園 639 （有）大国造園土木 井原　克人 島根県大田市久手町波根西１８５２‐８ 園

32006551 造園 639 （有）永野造園 永野　栄一 島根県松江市外中原町２４８‐３ 園

32004349 造園 633 （有）柿木土建 棟兼　清文 島根県鹿足郡吉賀町柿木村木部谷‐３８７ 園

32007105 造園 627 （有）もちだ造園 持田　篤稔 島根県松江市東津田町１７０１ 園

32005017 造園 625 （有）田島組 田中　謙吾 島根県隠岐郡隠岐の島町都万２３６３‐１ 園

32005801 造園 620 （有）伊藤建設 伊藤　收 島根県仁多郡奥出雲町中村１３６０ 園

32003715 造園 612 （有）浅野建設 浅野　知宏 島根県江津市都治町９３‐２ 園

32002339 造園 610 （有）梶谷建設 梶谷　隆 島根県出雲市小境町５１４ 園

32007693 造園 609 まる徳合材（株） 瀧本　泰隆
島根県隠岐郡隠岐の島町上西池ノ奥２３‐
１

園

32007766 造園 608 出雲地区森林組合 手銭　白三郎 島根県出雲市塩冶町９６７‐１ 園

32006181 造園 601 田本建設（有） 田本　充 島根県雲南市木次町寺領７３２‐２ 園

32006905 造園 597 （株）野津緑化園 野津　和雄 島根県松江市上乃木４‐１３‐１６ 園

32008253 造園 591 （有）小立造園 小立　靖 島根県松江市上乃木４‐１０‐１１ 園
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許可業種：造園 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32000276 造園 589 （株）山下工務所 山下　安夫 島根県出雲市多伎町口田儀６４７番地 園

32000650 造園 578 宍道湖建設（株） 増原　眞一 島根県松江市宍道町白石１４０８‐７ 園

32008257 造園 575 （有）渡部造園 渡部　純一 島根県出雲市佐田町大呂２４０‐７ 園

32004843 造園 565 大國造園 大國　仁也 島根県出雲市知井宮町５１９ 園

32006914 造園 563 （有）池田造園 池田　幸一郎 島根県出雲市大社町北荒木３７０ 園

32006775 造園 558 （有）永田造園 永田　昇 島根県松江市邑生町３０９‐１ 園

32007419 造園 544 （有）塚谷三方園 塚谷　仁志 島根県松江市東出雲町出雲郷１０７７‐１ 園

32005483 造園 543 松浦造園 松浦　隆 島根県出雲市平田町２４９ 園

32007396 造園 541 （有）鹿島緑化 吉原　基樹 島根県松江市鹿島町上講武１２５０‐１ 園

32005280 造園 524 （有）三共ブロック工業 三浦　登 島根県益田市中垣内町１１１６‐７ 園

32008977 造園 496 南風園 岡　慎也 島根県出雲市斐川町荘原２９３８‐２ 園

32007887 造園 492 （有）池田園芸 池田　信也 島根県安来市広瀬町広瀬８４‐２ 園

32006658 造園 430 （有）滝本緑化建設 滝本　弘明 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町石畑８０‐１ 園

32007871 造園 413 （有）サザンクロス 宇賀　雅春 島根県大田市長久町土江５３４‐３ 園

32009510 造園 320 （株）石見造園 野村　大輔 島根県益田市美都町都茂１９４２‐１ 園
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許可業種：さく井 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32000431 さく井 807 （株）日西テクノプラン 田中　賢一 島根県松江市東津田町１３２９‐１ 井

32001538 さく井 805 （株）コスモ建設コンサルタント 高島　俊司 島根県出雲市斐川町荘原２２２６‐１ 井

32005424 さく井 781 （株）日本海技術コンサルタンツ 中田　昭彦 島根県松江市宍道町西来待２５７０‐１ 井

00005532 さく井 780 （株）シマダ技術コンサルタント 美谷　俊二 島根県安来市飯島町２２８ 井

32000248 さく井 760 島建コンサルタント（株） 小田　基明 島根県出雲市大社町入南１３０７‐４５ 井

32007264 さく井 748 山陰開発コンサルタント（株） 陶山　勤 島根県松江市乃木福富町７３５‐３３ 井

32006606 さく井 741 昭和開発工業（株） 荒木　國夫 島根県出雲市西郷町３３４‐１ 井

32001309 さく井 733 （株）淞南ダイア 三原　晴治 島根県出雲市下古志町１６８４‐１ 井

32000308 さく井 717 出雲グリーン（株） 吾郷　直之 島根県出雲市矢野町８１０ 井

32003919 さく井 703 （株）電設サービス 渡辺　頼孝 島根県浜田市黒川町９７‐８ 井

32004693 さく井 689 北陽技建（株） 高橋　敏夫 島根県出雲市荻杼町５３‐２ 井

32002807 さく井 669 協和地建コンサルタント（株） 石倉　昭和 島根県松江市東津田町１３２６‐１ 井

32002669 さく井 668 （株）ノリコー 高橋　修一 島根県松江市東出雲町意宇南２‐５‐２ 井

32001168 さく井 665 勝田土地開発（株） 砂田　輝 島根県浜田市佐野町イ３２８ 井

32006873 さく井 648 （有）日栄工業 田中　和實
島根県隠岐郡隠岐の島町岬町岬１８５３‐３
８

井

32007761 さく井 635 松井土建（有） 松井　芳喜 島根県邑智郡川本町川下２７２４ 井
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許可業種：さく井 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32005016 さく井 604 （有）ナガヨシ技建 永吉　伯亨 島根県鹿足郡津和野町高峯５６６‐１ 井

32008038 さく井 577 （株）大田技術コンサルタント 山根　和昭 島根県大田市長久町稲用２１９‐２ 井

32008990 さく井 425 （株）北陽エンジニアリング 竹内　正行 島根県飯石郡飯南町佐見１３９０‐６ 井
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許可業種：建具 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

00018201 建具 909 福間商事（株） 福間　正純 島根県出雲市長浜町１３７２‐８ 建

00000083 建具 830 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 建

32000699 建具 819 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 建

32004178 建具 809 （有）斎藤ガラス店 松本　幸雄 島根県益田市あけぼの本町８‐２ 建

00000297 建具 805 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２‐３‐５ 建

32000740 建具 738 林谷工業（株） 林谷　信之 島根県松江市東津田町８０４‐１ 建

00008613 建具 735 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 建

32002414 建具 733 三和興業（株） 江田　朋之 島根県出雲市古志町１５０８ 建

00013265 建具 724 （株）ユニコン 小山　満 島根県松江市東朝日町２９ 建

32002287 建具 724 まるなか建設（株） 中筋　廣昭 島根県松江市玉湯町布志名７６７‐５２ 建

32001408 建具 717 一畑工業（株） 田村　陽介 島根県松江市千鳥町２４ 建

32000902 建具 716 永井建設（株） 永井　武彦 島根県江津市江津町１３４５‐１ 建

32008320 建具 710 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 建

32004271 建具 702 （株）隠岐三協サッシセンター 鳥井　一憲 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町１８３ 建

32003235 建具 695 （有）藤井工務店 藤井　克己 島根県大田市大田町大田イ１２６３‐１ 建
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許可業種：建具 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32001113 建具 684 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９‐８ 建

32005340 建具 678 （有）金築組 金築　清 島根県出雲市大社町入南１０８２ 建

32007837 建具 674 （株）戸島工業所 戸島　要助 島根県松江市矢田町２５０‐６２ 建

32000330 建具 664 （有）河野建材 河野　勝信 島根県邑智郡邑南町上亀谷４５６‐１ 建

32000838 建具 661 原田トレーディング（株） 原田　慎一 島根県松江市嫁島町２‐２７ 建

32005562 建具 655 中国環境（株） 柳樂　泰 島根県出雲市神西沖町２４８９‐２ 建

32000865 建具 654 （株）福田本店ＳＣ 福田　誠 島根県松江市西川津町２１０１‐１ 建

32001314 建具 651 （株）増原産業建設 増原　修一 島根県松江市宍道町白石１８３３‐１ 建

32008746 建具 646 ダイワエンジニアリング（株） 佐野　豊彦 島根県益田市中島町イ１９‐２ 建

32000282 建具 638 （有）井口建設 井口　聰 島根県大田市大田町大田ロ９９１‐１１ 建

32001841 建具 599 岩成工業（株） 岩成　健治 島根県出雲市大社町杵築西１８９２ 建

32003566 建具 591 林商事（株） 林　恭清 島根県大田市長久町長久イ５０６‐１ 建

32004682 建具 585 （有）装栄 三島　正治 島根県松江市東朝日町　２１５‐２ 建
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00004541 水道施設 1,076 山陰クボタ水道用材（株） 杉谷　雅祥 島根県松江市平成町１８２‐１５ 管

32007918 水道施設 952 アクアシステム（株） 三澤　孝志 島根県安来市安来町４３１ 管

00006059 水道施設 946 （株）フクダ 長岡　秀治 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０ 管

32000723 水道施設 946 イマックス（株） 加藤　幹夫 島根県出雲市高岡町１６６‐１ 管

00017515 水道施設 939 シンセイ技研（株） 深田　修次 島根県松江市平成町１８２‐３７ 管

00008613 水道施設 921 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 管

00004020 水道施設 918 島根電工（株） 荒木　恭司 島根県松江市東本町５‐６３ 管

32004143 水道施設 906 （株）シンコー工業 曽田　郁雄 島根県出雲市白枝町８３９‐２ 管

32000292 水道施設 892 山陰酸素エンジニアリング（株） 櫛田　利道 島根県松江市平成町１８２‐２９ 管

32001312 水道施設 871 新和設備工業（株） 小玉　隆夫 島根県松江市平成町１８２‐２２ 管

00000083 水道施設 868 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２‐１ 管

32003919 水道施設 867 （株）電設サービス 渡辺　頼孝 島根県浜田市黒川町９７‐８ 管

32007976 水道施設 867 出雲土建（株） 石飛　裕司 島根県出雲市知井宮町１３８‐３ 管

32004515 水道施設 863 （株）豊和設備 門脇　俊彦 島根県松江市東津田町１２０５‐３ 管

32000176 水道施設 862 大福工業（株） 福代　明正 島根県出雲市枝大津町２‐７ 管
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32002279 水道施設 855 高橋建設（株） 高橋　宏聡 島根県益田市遠田町３８１５‐１ 管

32000920 水道施設 854 （株）植田建設 植田　耕志 島根県雲南市大東町飯田１３０‐２ 管

32001306 水道施設 854 島根水道（株） 田本　稔 島根県松江市宍道町佐々布２１３‐２５ 管

32000134 水道施設 845 （有）山根建設 山根　英利 島根県雲南市大東町中湯石９３６‐１ 管

32000788 水道施設 842 （株）山崎組 山崎　章弘 島根県出雲市平田町１１０１ 管

32009072 水道施設 842 山陰冷暖（株） 池田　輝明 島根県出雲市今市町８４０‐３ 管

32001969 水道施設 833 林産業（株） 林　和弘 島根県出雲市灘分町２２８１‐２ 管

32004810 水道施設 831 （有）平田水道工業 曽田　敏康 島根県出雲市平田町１３２１ 管

32000889 水道施設 826 （株）太陽水道工事 福島　丈太郎 島根県松江市学園南１‐１６‐６ 管

32001271 水道施設 826 （株）中澤建設 中澤　豊和 島根県雲南市掛合町掛合２４２９‐２ 管

00017649 水道施設 817 山陰水道工業（株） 坂根　智 島根県松江市母衣町８３‐６ 管

32000474 水道施設 812 堀建設（株） 堀　大地 島根県鹿足郡津和野町枕瀬５７５‐９ 管

32005950 水道施設 812 マルヰ設備（株） 小林　実 島根県浜田市熱田町１４５６ 管

32000366 水道施設 810 （株）トガノ建設 栂野　直宏 島根県出雲市白枝町８３９‐２ 管

32006606 水道施設 809 昭和開発工業（株） 荒木　國夫 島根県出雲市西郷町３３４‐１ 管
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32008797 水道施設 807 （株）内村電機工務店 内村　哲也 島根県出雲市今市町１１５４‐１０ 管

32001931 水道施設 806 一畑住設（株） 石原　浩 島根県松江市宍道町白石２２９‐２３ 管

32005086 水道施設 804 （株）原田水道工業 原田　勉 島根県出雲市塩冶町８２６‐１２ 管

32005178 水道施設 803 山洋工業（株） 錦織　鐵夫 島根県出雲市中野町６‐１ 管

32007104 水道施設 800 柳楽技研（有） 小村　守夫 島根県松江市淞北台５‐２３ 管

32000957 水道施設 799 梅木建設（株） 梅木　秀昭 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２２‐１ 管

32000983 水道施設 798 浜田ガス水道工事（株） 宇野　清貴 島根県浜田市港町２９６‐１ 管

32005562 水道施設 798 中国環境（株） 柳樂　泰 島根県出雲市神西沖町２４８９‐２ 管

32002332 水道施設 795 （株）今岡興産 今岡　裕統 島根県出雲市稗原町１４９‐４ 管

32007180 水道施設 791 （株）大広設備 友末　修實 島根県浜田市長沢町３１３６ 管

32001750 水道施設 790 泉空調設備（有） 浅野　誠吾 島根県松江市東出雲町揖屋２１０５‐１７ 管

32002537 水道施設 790 （株）藤原建設 藤原　昌一 島根県飯石郡飯南町都加賀６９ 管

32003550 水道施設 788 角田工業（株） 角田　賢二 島根県益田市横田町２００ 管

32002076 水道施設 786 （有）斐川水道 井原　雅夫 島根県出雲市斐川町直江４０１８‐２ 管

32002666 水道施設 786 （株）八雲水機 金山　均 島根県出雲市塩冶有原町６‐１ 管
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32000104 水道施設 779 （資）石見水泉社 横田　貴史 島根県浜田市浅井町７９８‐４ 管

00025253 水道施設 778 （株）山本工務店 山本　恭則 島根県出雲市平田町７６６８ 管

32000604 水道施設 776 （株）吾郷設備 曽田　和弘 島根県出雲市今市町南本町３７ 管

32000699 水道施設 776 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１‐１３ 管

32002391 水道施設 774 （株）斐川電工 渡部　努志 島根県出雲市斐川町直江５１５３ 管

32003311 水道施設 767 （株）大湖設備 武田　仲雄 島根県松江市浜乃木５‐１０‐３ 管

32000130 水道施設 766 山陰温調工業（株） 石倉　一男 島根県松江市矢田町２５０‐１０５ 管

32004563 水道施設 766 青木水道（有） 青木　繁 島根県出雲市大社町杵築西２２８８ 管

32002975 水道施設 764 （有）福新工業 福島　泰夫 島根県出雲市斐川町荘原２１８１‐２ 管

32004172 水道施設 764 （有）香川建設 香川　昇司 島根県雲南市掛合町掛合１８６８ 管

00006983 水道施設 762 今岡工業（株） 今岡　余一良 島根県出雲市塩冶神前２‐８‐１６ 管

32001612 水道施設 760 サンベ電気（株） 安達　昌 島根県松江市玉湯町湯町２２‐１ 管

00024524 水道施設 758 石見銀山建設（株） 黒田　突義 島根県大田市鳥井町鳥井９６３‐２ 管

32005127 水道施設 758 （株）三隅ガスセンター 加納　誠 島根県浜田市三隅町向野田６３７‐７ 管

32000439 水道施設 756 （株）技研設備 佐々木　良典 島根県益田市高津町イ２５５６‐１ 管
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32001152 水道施設 753 （株）野村水道工業所 野村　竜平 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町１８０ 管

32002361 水道施設 751 （株）木次設備工業 吾郷　廣幸 島根県雲南市木次町里方１０８９‐１３ 管

32000337 水道施設 749 石州水道工事（株） 佐々木　裕美 島根県江津市嘉久志町イ１３１１‐３ 管

32005944 水道施設 749 （有）大森設備 大森　信良 島根県出雲市塩冶原町１‐５‐１６ 管

00020630 水道施設 748 徳栄建設（株） 安田　徳太 島根県益田市下本郷町４５４‐１ 管

00015195 水道施設 745 小松電機産業（株） 小松　昭夫 島根県松江市乃木福富町７３５‐１８８ 管

32003142 水道施設 745 森田産業（株） 森田　公雄 島根県出雲市白枝町２３８ 管

32005583 水道施設 744 （有）大畑管工 大畑　雅之 島根県益田市あけぼの西町２‐６ 管

32001970 水道施設 740 （有）南場工務店 南場　操 島根県出雲市坂浦町７３９ 管

32002566 水道施設 739 松江管工（有） 石川　吉重 島根県松江市東朝日町２０７‐１ 管

32000619 水道施設 737 （株）日成建設 坂崎　和義 島根県鹿足郡津和野町瀧元５８‐１ 管

32005757 水道施設 737 （株）伯水工務店 岩崎　正紀 島根県安来市伯太町安田中１５０‐７ 管

32003692 水道施設 733 （有）松田水道 松田　信夫 島根県大田市大田町大田ハ３２２‐１ 管

32000359 水道施設 732 石田電気水道（有） 石田　博義 島根県松江市東朝日町８２‐４ 管

32001405 水道施設 732 （株）倉橋工務店 倉橋　一喜 島根県出雲市野郷町１９００ 管
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32008911 水道施設 732 平井建設（株） 平井　徹 島根県安来市安来町７６３‐３ 管

32004681 水道施設 730 （有）花岡組 稲葉　良一 島根県隠岐郡隠岐の島町中村１５３３ 管

32005340 水道施設 729 （有）金築組 金築　清 島根県出雲市大社町入南１０８２ 管

32005694 水道施設 729 幸和建設（株） 周藤　浩二 島根県雲南市木次町新市１７６ 管

32000331 水道施設 728 江津水道工事（有） 渡邊　秀 島根県江津市和木町６０９‐１４ 管

32002471 水道施設 727 （株）服部工業 服部　良之 島根県江津市和木町６０１‐２２ 管

32001193 水道施設 726 （株）小畑建設 小畑　亮二
島根県邑智郡川本町大字川本１０５４‐
１

管

32008320 水道施設 726 （株）都間土建 都間　正隆 島根県雲南市三刀屋町給下６２２‐１ 管

32002110 水道施設 725 大五建設（有） 尾崎　康治 島根県邑智郡美郷町乙原１６７‐１ 管

32002815 水道施設 724 （有）寺本建設 寺本　豪 島根県邑智郡邑南町原村５６１‐１ 管

32002344 水道施設 720 （株）岩崎建設 岩崎　哲也 島根県出雲市佐田町八幡原１０３‐１ 管

32006273 水道施設 720 （有）花本工業 花本　達雄 島根県松江市美保関町森山１６６８‐３ 管

32001580 水道施設 718 （株）江ノ川開発 山口　嘉夫
島根県邑智郡川本町大字谷戸２９０８‐
７

管

32002458 水道施設 718 横田建設（株） 大谷　誠二 島根県仁多郡奥出雲町下横田１０５‐５ 管

32004613 水道施設 717 小栄設備（株） 小林　孝文 島根県安来市新十神町１２２ 管
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32002711 水道施設 715 （有）宗正建設 宗正　仁 島根県鹿足郡吉賀町朝倉８７０ 管

32007883 水道施設 715 （有）柳樂工業 柳樂　信昭 島根県出雲市東郷町８４２‐２ 管

32001207 水道施設 714 東洋設備（有） 松井　秀樹 島根県浜田市下府町３８８‐２３ 管

32001967 水道施設 714 河野建設（株） 河野　千加子 島根県浜田市三隅町下古和１０００‐６ 管

32006662 水道施設 714 （株）イマスイ 若槻　靖志 島根県出雲市高岡町１５７ 管

32003468 水道施設 713 （有）岡田建設 岡田　治一 島根県雲南市吉田町吉田２７１０‐１２ 管

32005934 水道施設 713 三洋興産（株） 飯塚　明輝 島根県出雲市斐川町坂田１６６４‐８ 管

32002701 水道施設 712 （有）森山組 伊藤　俊郎 島根県出雲市稗原町２１２４‐７ 管

32000791 水道施設 711 （株）小畑建設 小畑　昭治 島根県出雲市大津町１１１５‐５ 管

32005192 水道施設 710 （有）宇都宮工業 宇都宮　正裕 島根県松江市竹矢町１２１２ 管

32005538 水道施設 710 （株）陶山建設 陶山　義久 島根県雲南市木次町寺領４６８‐３ 管

32005429 水道施設 707 真砂土木（株） 澄川　邦男 島根県益田市馬谷町イ２６０ 管

32008629 水道施設 706 出雲水機工業（株） 中尾　美樹 島根県出雲市神門町１３９７ 管

32008232 水道施設 704 田村工業（有） 田村　昭雄 島根県飯石郡飯南町上来島３１８‐３ 管

00025330 水道施設 703 祥洋建設（株） 今井　久晴 島根県浜田市下府町３２７‐４１ 管
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32000789 水道施設 703 （株）出雲設備 吉田　晴行 島根県出雲市平野町６４６‐１ 管

32004200 水道施設 702 （有）福原土木水道工業所 福原　一男 島根県松江市西津田５‐６‐１７ 管

32000505 水道施設 700 田中工業（株） 田中　浩二 島根県雲南市木次町下熊谷１０９８‐８ 管

32009389 水道施設 698 （株）佐藤水道 佐藤　潔 島根県大田市川合町川合１４９１‐１ 管

32002457 水道施設 697 （有）安藤設備 安藤　悦之助 島根県浜田市高佐町３４２２‐１８ 管

32002650 水道施設 697 大湖工業（株） 岩浅　繁義 島根県出雲市多久町８９１ 管

32003482 水道施設 697 （株）園山設備 園山　博俊 島根県出雲市白枝町７９７‐１１ 管

32000286 水道施設 696 （有）ホクヨウ 野津　太志 島根県松江市西忌部町３５‐２ 管

32006233 水道施設 696 （有）間壁組 間壁　和弘 島根県出雲市大社町遙堪１４６０ 管

32007761 水道施設 696 松井土建（有） 松井　芳喜 島根県邑智郡川本町川下２７２４ 管

32006120 水道施設 695 （有）板持土木 板持　孝志 島根県雲南市木次町寺領３４１ 管

32000370 水道施設 694 内田建設（株） 内田　勝久 島根県鹿足郡津和野町枕瀬５４５‐１ 管

32003461 水道施設 694 上原土木（有） 上原　謙二 島根県邑智郡美郷町上川戸２９４‐１ 管

32002441 水道施設 693 （株）後藤建設 後藤　幹司 島根県飯石郡飯南町頓原２１４４ 管

32004633 水道施設 693 （株）吉村設備 吉村　祥一 島根県益田市乙吉町イ１０７‐６ 管
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32006003 水道施設 691 （有）協和工業 永田　丈二 島根県松江市下東川津町６２０ 管

32006591 水道施設 691 大原技研（有） 大原　正男 島根県浜田市下府町３２７‐６４ 管

32006874 水道施設 690 （株）中島水道 中嶋　朝美 島根県浜田市港町２９９‐５ 管

32000103 水道施設 688 サンプラス（株） 海田　孝雄 島根県出雲市平野町７３５ 管

32003702 水道施設 685 （株）新井建設 新井　龍水 島根県出雲市佐田町上橋波１０１‐３ 管

32003877 水道施設 682 （有）三原住設工業 三原　隆 島根県松江市東出雲町揖屋１５０‐４ 管

32003762 水道施設 681 松栄設備（株） 曽田　修 島根県松江市東出雲町出雲郷１６４３ 管

32003539 水道施設 680 太陽温調工業（有） 中岡　育夫 島根県益田市三宅町６‐１２ 管

32003776 水道施設 680 （有）黒川工務所 黒川　一夫 島根県江津市波子町イ１００６ 管

32005218 水道施設 680 （有）コタニ 鍜冶　知之 島根県松江市鹿島町御津６７０‐５ 管

32003951 水道施設 676 （株）はたの産業 波多野　瑠璃子 島根県大田市大田町大田イ６６０‐１３ 管

32005938 水道施設 676 島根中央マルヰ（株） 小林　実 島根県大田市長久町長久ロ２５３‐１ 管

32002896 水道施設 675 昌和道路（株） 中谷　保宣 島根県鹿足郡津和野町枕瀬５４１‐２ 管

32001199 水道施設 674 （株）斎藤電機 鹿野　一政 島根県益田市須子町３２‐１６ 管

32003933 水道施設 673 （有）横田水道 横田　惠 島根県江津市波子町イ１２５５‐３０３ 管
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32005870 水道施設 673 松田建設（株） 松田　馨 島根県飯石郡飯南町上来島３８４‐８ 管

32001421 水道施設 672 （株）常松土建 常松　則義 島根県雲南市加茂町神原１３８２‐１ 管

32002507 水道施設 672 （有）小畑土建 小畑　定義 島根県雲南市三刀屋町多久和１９６６ 管

32007928 水道施設 672 森島建設（株） 森島　功武 島根県飯石郡飯南町下赤名４７３‐１ 管

32004349 水道施設 671 （有）柿木土建 棟兼　清文
島根県鹿足郡吉賀町柿木村木部谷‐３
８７

管

32005806 水道施設 670 （有）景山建設 景山　幹雄 島根県飯石郡飯南町上来島７４４ 管

32005016 水道施設 668 （有）ナガヨシ技建 永吉　伯亨 島根県鹿足郡津和野町高峯５６６‐１ 管

32008883 水道施設 668 （有）水道くん 近藤　政男 島根県益田市乙吉町イ３２３‐７ 管

32000813 水道施設 665 （有）細貝組 細貝　義雄 島根県雲南市大東町東阿用１１１‐１ 管

32006376 水道施設 663 （有）高田設備 高田　英一 島根県邑智郡美郷町都賀西２５７ 管

32007752 水道施設 659 （有）曽田重機 曽田　満 島根県出雲市平田町２４５５‐６ 管

32006648 水道施設 653 （有）ダイヤ環境衛生 渡辺　サナ子 島根県浜田市黒川町１０８‐２２ 管

32005845 水道施設 651 （有）新宮設備 新宮　明男 島根県出雲市松寄下町１７１６‐３ 管

32006183 水道施設 650 （有）柿田設備工業 柿田　眞澄 島根県出雲市大社町北荒木４６１‐３ 管

32006189 水道施設 650 （有）三島工業所 三島　輝久 島根県松江市八雲町日吉２８２‐１４ 管
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32006522 水道施設 650 （株）森確設備 森　清次 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町２０３ 管

32002587 水道施設 647 （株）もりやま 森山　勝 島根県出雲市大社町菱根１０２５‐１ 管

32007456 水道施設 644 イワミ水道（有） 森下　勝義 島根県江津市桜江町市山５４３ 管

00023121 水道施設 643 石見工業（株） 小泉　賢咲 島根県邑智郡邑南町矢上７４８６‐１ 管

32007199 水道施設 641 （有）木村組 木村　光邦 島根県出雲市小山町５６２ 管

32001075 水道施設 639 本川建設（株） 本川　満 島根県浜田市殿町１２４‐６ 管

32004054 水道施設 639 （有）鎌田組 鎌田　実 島根県出雲市松寄下町１９６５ 管

32004751 水道施設 638 八束設備工業（株） 柏木　昇 島根県松江市西尾町１１‐１ 管

32009410 水道施設 638 （有）丸エム 槇原　顯 島根県松江市島根町大芦１４７０ 管

32009083 水道施設 636 今岡工務店 今岡　光政 島根県出雲市乙立町３３０ 管

32002830 水道施設 632 アクト（株） 三加茂　公之 島根県出雲市斐川町直江１３１１‐１ 管

32004568 水道施設 630 （有）安部鉄工所 安部　英男 島根県仁多郡奥出雲町横田１１６０‐８ 管

32003150 水道施設 629 （有）能美建設 能美　研志 島根県浜田市下府町１０３ 管

32001779 水道施設 626 （株）井口組 吉川　和孝 島根県出雲市佐田町一窪田１７７７ 管

32001109 水道施設 622 （有）森脇組 森脇　豊敏 島根県邑智郡邑南町下亀谷６９６‐４ 管
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32005085 水道施設 622 柴木建設（株） 柴木　愛子 島根県隠岐郡隠岐の島町北方３１４ 管

32004011 水道施設 621 （有）協栄建設 山下　新吾 島根県鹿足郡吉賀町抜月２１８番地 管

32005839 水道施設 621 （株）佐田建設 和田　國男 島根県出雲市佐田町須佐７４２‐６ 管

32006609 水道施設 613 山陰フォーラム（株） 田中　修二 島根県出雲市東神西町９５‐２ 管

32000270 水道施設 609 正栄工業（株） 日高　康雄 島根県益田市幸町４‐１４ 管

32006875 水道施設 608 中国産業（株） 日高　素浩 島根県邑智郡邑南町下口羽５９９‐３ 管

32008506 水道施設 608 西日本設備（有） 伏谷　義幸 島根県益田市中吉田町３６４‐２ 管

32001841 水道施設 607 岩成工業（株） 岩成　健治 島根県出雲市大社町杵築西１８９２ 管

32001359 水道施設 604 （有）うしお産業 藤原　充男 島根県雲南市大東町中湯石１４８８‐１ 管

32005578 水道施設 604 五大設備（有） 佐々木　啓之 島根県江津市渡津町２８４‐４ 管

32000704 水道施設 602 （有）平野建設 平野　均 島根県鹿足郡津和野町青原１５２ 管

32006486 水道施設 601 大田設備 祭田　宏
島根県大田市川合町川合１１３３‐５番
地

管

32007182 水道施設 599 西部温泉工業（株） 藤原　修一 島根県出雲市今市町北本町５‐５‐２７ 管

32006026 水道施設 598 （有）小谷建設 小谷　良司 島根県大田市三瓶町池田１５５ 管

32001947 水道施設 594 （有）隠岐設備 村上　武保
島根県隠岐郡隠岐の島町城北町６６７‐
２

管

12/13



許可業種：水道施設 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1

32007415 水道施設 590 （有）山根水道 山根　鬨治 島根県大田市三瓶町志学ロ３８３‐６ 管

32006181 水道施設 589 田本建設（有） 田本　充 島根県雲南市木次町寺領７３２‐２ 管

32008969 水道施設 588 （株）ヒラスイ 曽田　厚子 島根県出雲市国富町８３４‐２ 管

32000562 水道施設 585 開盛建設（株） 村上　英司
島根県鹿足郡吉賀町柿木村大野原５０
８

管

32007673 水道施設 580 （有）協同サービス 吾郷　道夫 島根県出雲市江田町５５‐１ 管

32009211 水道施設 564 （株）正建工業 黒川　正 島根県松江市佐草町４３３‐１ 管

32005280 水道施設 559 （有）三共ブロック工業 三浦　登 島根県益田市中垣内町１１１６‐７ 管

32005073 水道施設 546 （有）日伸水道 佐々木　尚久 島根県浜田市金城町下来原９８０‐２ 管

32007138 水道施設 533 （有）アイテックいとがわ 糸川　伸二 島根県松江市宍道町東来待１９６６‐９ 管

32005415 水道施設 529 （有）マルイチ工業 満田　友樹 島根県松江市大野町２３２ 管

32000304 水道施設 528 （有）増野商会 増野茂 島根県益田市あけぼの西町１７‐７ 管

32008919 水道施設 524 （有）坂口水道工業 坂口　賢治
島根県邑智郡川本町大字川本１０６５‐
４

管

32001337 水道施設 450 （有）小川組 田浦　重美 島根県益田市美都町仙道４９１ 管

32007171 水道施設 433 （有）旭設備 岩田　直久 島根県浜田市旭町丸原７０‐１ 管

13/13



許可業種：消防施設 平成２９年６月１日現在

格付 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種
客観
点数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 1 2

00004020 消防施設 985 島根電工（株） 荒木　恭司 島根県松江市東本町５‐６３ 電

00010002 消防施設 889 和幸電通（株） 柿丸　薫 島根県松江市古志原２丁目２２‐１４ 電

32008797 消防施設 870 （株）内村電機工務店 内村　哲也 島根県出雲市今市町１１５４‐１０ 電

32000723 消防施設 818 イマックス（株） 加藤　幹夫 島根県出雲市高岡町１６６‐１ 冷

00017515 消防施設 811 シンセイ技研（株） 深田　修次 島根県松江市平成町１８２‐３７ 冷

32007231 消防施設 794 （株）吉谷 伊藤　康晃 島根県松江市東朝日町２３３‐４ 冷

32006373 消防施設 773 協和通信工業（株） 石田　義信 島根県松江市平成町１８２‐３７ 電

32000249 消防施設 767 山陰防災電機（株） 布野　浩之 島根県出雲市西園町２０６‐１ 電

32002233 消防施設 763 三和電工（株） 渡部　久敬 島根県松江市宍道町佐々布２１３‐３４ 電

32009175 消防施設 751 北陽警備保障（株） 幡　好明 島根県松江市袖師町９‐３５ 電

00004541 消防施設 746 山陰クボタ水道用材（株） 杉谷　雅祥 島根県松江市平成町１８２‐１５ 冷

32000732 消防施設 745 北陽電気工事（株） 福原　千壽 島根県益田市遠田町１９１６‐４ 電

32002391 消防施設 737 （株）斐川電工 渡部　努志 島根県出雲市斐川町直江５１５３ 冷 電

32000797 消防施設 734 浜田電気工事（株） 木屋　剛 島根県浜田市殿町５１‐２２ 冷 電

00009748 消防施設 733 日海通信工業（株） 青木　幹雄 島根県松江市古志原３‐１２‐３１ 冷

32007892 消防施設 733 大成電気水道工業（株） 日野　友晴 島根県出雲市大津新崎町５‐５０ 冷 電

32004490 消防施設 732 神州電気（株） 矢田　信一 島根県出雲市渡橋町７５１‐１ 冷 電
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32003919 消防施設 728 （株）電設サービス 渡辺　頼孝 島根県浜田市黒川町９７‐８ 冷 電

32008716 消防施設 723 （株）八興電気 岸野　立彦 島根県出雲市浜町２４８‐３ 冷 電

32007918 消防施設 711 アクアシステム（株） 三澤　孝志 島根県安来市安来町４３１ 冷

32005925 消防施設 706 （株）出雲ポンプ 出雲　正樹 島根県益田市あけぼの東町１４‐１５ 電

32008767 消防施設 705 ＡＬＳＯＫ山陰（株） 永安　重治 島根県松江市朝日町４７７‐１７ 電

32003142 消防施設 703 森田産業（株） 森田　公雄 島根県出雲市白枝町２３８ 冷

32004143 消防施設 699 （株）シンコー工業 曽田　郁雄 島根県出雲市白枝町８３９‐２ 冷

32009072 消防施設 698 山陰冷暖（株） 池田　輝明 島根県出雲市今市町８４０‐３ 冷

32004152 消防施設 696 アルファ工業（株） 吉井　邦夫 島根県出雲市古志町８６８‐１ 冷

32001306 消防施設 692 島根水道（株） 田本　稔 島根県松江市宍道町佐々布２１３‐２５ 冷 電

32000889 消防施設 690 （株）太陽水道工事 福島　丈太郎 島根県松江市学園南１‐１６‐６ 冷 電

32003762 消防施設 681 松栄設備（株） 曽田　修 島根県松江市東出雲町出雲郷１６４３ 冷

32002337 消防施設 679 出雲防災商事（有） 渡邊　二郎 島根県出雲市平野町５０３ 電

32000604 消防施設 677 （株）吾郷設備 曽田　和弘 島根県出雲市今市町南本町３７ 冷

32001152 消防施設 677 （株）野村水道工業所 野村　竜平 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町１８０ 冷

32002666 消防施設 677 （株）八雲水機 金山　均 島根県出雲市塩冶有原町６‐１ 冷

32000331 消防施設 666 江津水道工事（有） 渡邊　秀 島根県江津市和木町６０９‐１４ 冷
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32005562 消防施設 663 中国環境（株） 柳樂　泰 島根県出雲市神西沖町２４８９‐２ 冷 電

32000322 消防施設 655 和幸冷温（株） 星野　富則 島根県松江市嫁島町１‐２９ 冷

32006662 消防施設 652 （株）イマスイ 若槻　靖志 島根県出雲市高岡町１５７ 冷

00017649 消防施設 649 山陰水道工業（株） 坂根　智 島根県松江市母衣町８３‐６ 冷

32009162 消防施設 643 セコム山陰（株） 佐藤　陽一 島根県松江市北陵町３４ 電

32009361 消防施設 631 山陰電工（株） 宮本　守 島根県出雲市常松町４０２ 電

32008348 消防施設 615 （株）エース電工 荒木　敏弘 島根県松江市西嫁島３‐４‐２ 電

32007501 消防施設 608 （株）大幸電設 廣江　浩二 島根県松江市西津田９‐３‐１８ 冷 電

32006964 消防施設 598 セコムテック山陰（株） 佐藤　陽一 島根県松江市学園南２‐１０‐１４ 電

32007323 消防施設 593 （有）ダイイチ電工 岩田　貴史 島根県仁多郡奥出雲町三成２５１‐２ 電

32004633 消防施設 577 （株）吉村設備 吉村　祥一 島根県益田市乙吉町イ１０７‐６ 冷

32001207 消防施設 574 東洋設備（有） 松井　秀樹 島根県浜田市下府町３８８‐２３ 冷

32007446 消防施設 572 コスモ電設工業（有） 田中　潔 島根県出雲市松寄下町４５９‐３ 電

32006522 消防施設 570 （株）森確設備 森　清次 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町２０３ 冷 電

32007497 消防施設 518 （有）田中電設 田中　壽 島根県江津市江津町２２０ 冷 電
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00008613 清掃施設 732 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 建
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