＜栃木県＞

仮設安全監理者情報一覧
仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
1人 栃木県小山市乙女２-３０-８

TEL

FAX

0285-45-0072

0285-45-1419

阿久津建設 株式会社

1人 栃木県日光市高徳３２８

0288-76-8113

0288-76-0087

アズマ原総業 株式会社

2人 栃木県宇都宮市御幸ケ原町１４-３４

028-613-6288

028-663-0133

株式会社 阿部建設

1人 栃木県足利市伊勢町４丁目４-１７

0284-41-2323

0284-43-0884

株式会社 荒牧組

2人 栃木県さくら市草川６６の１

028-682-2735

028-682-8819

株式会社 イケダ工務店

1人 栃木県宇都宮市上横倉町３０９

028-665-3088

028-665-3006

株式会社 生駒組

1人 栃木県那須塩原市太夫塚５丁目２２１番地

0287-36-0648

0287-37-1466

石川建設 株式会社

5人 栃木県那須塩原市若葉町１-１

0287-62-0054

0287-63-8357

会社名
株式会社 青木組

株式会社 板橋組

株式会社 猪股建設

事業所名

2人 栃木県小山市城山町１丁目３番２６号

2人 栃木県大田原市中野内２１２６

0285-22-2255

0287-59-0114

0285-25-5226

0287-37-5515

所属仮設安全監理者名
小川 朝市

【10643】

池田 祐二

【12266】

近藤 秀幸

【10627】

関谷 寿

【10629】

室井 眞人

【10628】

押山 朗

【10595】

山﨑 孝男

【10596】

矢澤 一博

【10639】

綱川 和典

【10640】

岩澤建設 株式会社

3人 栃木県足利市久保田町５６４-１

0284-71-9574

0284-72-4655

伊藤 豊

【12278】

岩原産業 株式会社

1人 栃木県宇都宮市平出工業団地６-１２

028-662-8441

028-663-3091

溝口 滋

【12262】

宇都宮土建工業 株式会社

1人 栃木県宇都宮市屋板町５６８-１

028-656-1222

028-656-7569

榎本建設 株式会社

2人 栃木県日光市松原町２０-７

0288-54-0880

0288-53-0252

株式会社 岡建設

2人 栃木県栃木市梅沢町２６９

0282-31-2432

0282-31-1325

株式会社 岡ノ谷組

1人 栃木県足利市上渋垂町２２-１

0284-71-3165

0284-72-6813

奥原建設 株式会社

2人 栃木県真岡市長田１２７５番地

0285-82-5501

0285-82-5519

川上建設 株式会社

3人 栃木県上都賀郡西方町金崎２２５-５

0282-92-2811

0282-92-7683

斎藤 正男

【10632】

鈴木 光輝

【10633】

髙瀬 裕章

【10185】

株式会社 河原土建

1人 栃木県芳賀郡茂木町大字１６５６

0285-63-3121

0285-63-3175

株式会社 栗山山本建設

1人 栃木県日光市日向２４４

0288-97-1441

0288-97-1967

株式会社 興建

3人 栃木県宇都宮市陽東４-１９-１１

028-661-6146

028-662-2455

株式会社 巧建舎

1人 栃木県那須塩原市橋本町２番２２号

0287-60-7102

0287-60-7103

幸和工業

1人 栃木県小山市南小林４９４-２

0285-38-3037

0285-38-3037

株式会社 小金建設

2人 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井７６３-３

028-677-0293

028-677-0518

剋真建設 株式会社

2人 栃木県真岡市田町１５１５番地４号

0285-82-9311

0285-82-9313

小平興業 株式会社

1人 栃木県宇都宮市西川田町１１６４

028-658-1602

028-659-9358

仮設安全監理者センター
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＜栃木県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名
小平興業 株式会社
株式会社 斉藤組

事業所名

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
1人 栃木県宇都宮市西川田町１１６４

TEL

FAX

028-658-1612

028-659-9358

須黒 満

【10635】

2人 栃木県小山市飯塚４８４

0285-25-3860

0285-25-3820

町田 和久

【12271】

小林 秀臣

【12272】

須藤 祐一

【12267】

高橋 健太郎

【12268】

大塩 春男

【12293】

藤田 祐一

【10616】

田代 勝己

【10647】

工藤 実

【12277】

寺内 康典

【14823】

佐藤 由洋

【14824】

山﨑 孝明

【14826】

大湊 勉

【14913】

田嶌 勇

【14914】

大圖 好昭

【121625】

榎本 大輔

【15010】

上野 泰宏

【12258】

坂本 充生

【10623】

斉藤建設 株式会社

4人 栃木県日光市西川３９０

0288-98-0703

0288-98-0381

有限会社 栄建設

1人 栃木県芳賀郡茂木町増井９２-１

0285-63-0071

0285-63-5450

坂本産業 株式会社

1人 栃木県栃木市尻内町６９１-１

0282-31-0526

0282-31-0525

相良建設 株式会社

2人 栃木県日光市細尾町４０６番地

0288-54-1136

0288-53-2686

株式会社 佐藤組

1人 栃木県大田原市湯津上１１４０

0287-98-3782

0287-98-3763

佐野屋建設 株式会社

1人 栃木県鹿沼市鳥居跡町１００５-３

0289-65-3535

0289-62-9498

有限会社 上西組

1人 栃木県那須塩原市原町１０８６－９

0287-62-9120

0287-62-9121

菅谷建設 株式会社

3人 栃木県芳賀郡芳賀町西高橋３４８３-２

028-678-0412

028-678-1936

株式会社 高久組

1人 栃木県那須郡那須町寺子丙１

0287-72-0148

0287-72-5507

株式会社 髙橋建設

1人 栃木県佐野市仙波町５０９-２７

0283-86-2382

0283-86-2382

有限会社 高松総合建設

1人 栃木県芳賀郡益子町大字大沢１７

0285-72-3520

0285-72-3165

株式会社 谷黒組

2人 栃木県 那須塩原市塩原１１００

0287-32-2220

0287-32-2827

鶴見建設 株式会社

1人 栃木県芳賀郡二宮町久下田８８５

0285-74-0080

0285-74-0034

株式会社 テクノヤゲタ

4人 栃木県下野市下坪山１９６２-１

0285-48-5181

0285-48-5464

東綱橋梁 株式会社

7人 栃木県下野市下古山１４３

0285-53-5515

0285-37-6575

東武建設 株式会社
株式会社 巴コーポレーション

2人 栃木県日光市大桑町１３８
18人 栃木県小山市犬塚９９６

0288-21-8321

0288-21-8360

0285-27-2264

0285-27-3225

株式会社 長嶋組

1人 栃木県宇都宮市上小倉町１３９０

028-674-2265

028-674-2899

株式会社 中田建設

1人 栃木県鹿沼市茂呂６０５

0289-76-2826

0289-76-1478

有限会社 中林商事

1人 栃木県小山市若木町２-１０-１１

0285-22-0623

0285-21-3580

中村土建 株式会社

2人 栃木県宇都宮市大曽４-１０-１９

028-622-6581

028-622-6292

株式会社 中山建設

1人 栃木県那須烏山市田野倉８１７

0287-88-7145

0287-88-7147

仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/

2／4

所属仮設安全監理者名
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＜栃木県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

那須土木 株式会社

日建リース工業 株式会社

宇都宮支店

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
4人 栃木県大田原市中央１-１３-１０

3人 栃木県鹿沼市茂呂字前田８３６-１

TEL

FAX

0287-23-5678

0287-23-0355

0289-76-0433

0289-76-3993

（代表取締役社長 関山 正勝）

日綜ゴンドラ 株式会社
（代表取締役 比留間 純）
日綜産業 株式会社
（代表取締役会長 小野 辰雄）

岩間事業所

2人 茨城県笠間市安居３１３３-１

0299-45-6501

0299-45-2802

受付担当：前野
茨城支店

2人 茨城県笠間市安居３１３３-１

0299-45-0331

0299-45-0334

受付担当：山本・黒澤

岩間事業所

2人 茨城県笠間市安居３１３３-１

0299-45-6501

0299-45-2802

受付担当：山口・高橋

福島営業所

5人 福島県福島市三河北町１-８-３０３

024-536-4081

024-536-4084

受付担当：鈴木

北関東支店

3人 埼玉県さいたま市大宮区大成町１-４８１ 浅見ﾋﾞﾙ２０２

048-653-7912

048-653-7918

受付担当：藤井・松尾

群馬営業所

3人 群馬県高崎市八千代町１-１７-１５ 田島ﾋﾞﾙ３０７

027-328-0252

027-328-0258

受付担当：寺田

日豊工業 株式会社

4人 栃木県宇都宮市中戸祭１丁目１３番２７号

028-622-1911

028-624-1099

株式会社 庭野建設

2人 栃木県宇都宮市石井町３２５７番地

028-662-3357

028-661-4964

株式会社 野澤實業

3人 栃木県宇都宮市瑞穂３-７-９

028-656-2851

028-656-6422

株式会社 野村組

1人 栃木県那須塩原市中塩原１９８５-５

0287-32-3522

0287-32-2951

芳賀屋建設 株式会社

3人 栃木県宇都宮市簗瀬４－１２－２８

028-638-2000

028-638-2008

仮設安全監理者センター
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所属仮設安全監理者名
田村 和也

【12287】

坂堂 貞

【12288】

伊藤 幸二

【00132】

丹治 和典

【01056】

富樫 貞夫

【00078】

青木 儀和

【01188】

大和田 智宏

【01192】

木村 広美

【00166】

佐藤 淳一

【00186】

石﨑 貴之

【02080】

本田 昌弘

【02081】

飯田 和之

【01163】

井坂 浩

【01115】

郡司 誠一

【01121】

鈴木 一美

【00066】

安田 正人

【01139】

飯田 裕之

【00361】

岩間 一仁

【00136】

坂上 泰

【00179】

田中 信行

【01198】

寺田 就樹

【00207】

富田 雅則

【01199】

加藤 孝二

【10582】

谷中 芳成

【10583】

石井 尚

【12289】

手塚 光男

【12290】

古澤 栄次

【12284】

宮嶋 寛

【12285】

福冨 和典

【12296】

山岸 和明

【120872】

全国仮設安全事業協同組合

＜栃木県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所

TEL

FAX

所属仮設安全監理者名
山﨑 浩史

【120873】

萩原建設 株式会社

1人 栃木県矢板市乙畑１１９０-１

0287-48-1222

0287-48-1933

株式会社 浜屋組

1人 栃木県矢板市本町１２-６

0287-43-1183

0287-43-9869

藤井建設 株式会社

2人 栃木県宇都宮市星が丘２-９-２７

028-624-5371

028-624-5379

蛭田 和明

【10567】

藤井産業 株式会社

1人 栃木県宇都宮市平出工業団地４１-３

028-662-6022

028-660-9970

植木 一元

【12256】

株式会社 北杜建設

2人 栃木県宇都宮市氷室町１７３９－２９

028-667-1280

028-667-1311

玉城 正彦

【121151】

横塚 充

【121152】

株式会社 星野組

1人 栃木県河内郡上三川町上郷３９

0285-56-3492

0285-56-3875

星野 亘

【10588】

株式会社 本田工務店

1人 栃木県那須郡那須町湯本２０４

0287-76-2850

0287-76-2937

福田 浩之

【10601】

増山工業 株式会社

1人 栃木県真岡市西郷２２３５

0285-82-3610

0285-84-0909

株式会社 真進建設

2人 栃木県足利市本城２丁目１８１３

0284-41-1980

0284-41-3916

合資会社 鱒渕材木店

1人 栃木県宇都宮市中央３-１５-１３

028-633-3261

028-638-1564

宮沢建設 株式会社

2人 栃木県那須塩原市上赤田２３８

0287-36-0792

0287-36-8505

成澤 利雄

【10603】

嘉久和 初男

【10604】

ミユキ建設 株式会社

1人 栃木県宇都宮市御幸ケ原町１０８-３

028-662-6178

028-662-6180

株式会社 明和

1人 栃木県小山市横倉新田１７８-７５

0285-28-7416

0285-28-7416

株式会社 森田建設

1人 栃木県小山市松沼６７１-１

0285-37-1315

0285-37-2380

森田 英之

【10592】

山和技建 株式会社

2人 栃木県鹿沼市貝島町８３５-２

0289-62-6618

0289-62-6848

尾竹 和明

【10624】

堀田 衛

【10625】

遠井 勝巳

【10590】

渡邉 剛

【10589】

秋元 真一

【10569】

小池 栄次

【10621】

長濱 博之

【10641】

陽西建設 株式会社

横山建設 株式会社

2人 栃木県宇都宮市緑４丁目７番１３号

3人 栃木県宇都宮市吉野１-２-１

028-645-6423

028-633-0211

028-658-9140

028-633-0228

渡辺建設 株式会社

7人 栃木県宇都宮市今泉新町１８０

028-661-5551

028-664-0838

渡邊建設 株式会社

1人 栃木県那須烏山市金井２-７-１１

0287-82-2470

0287-83-0606

土屋 定夫

【12294】

株式会社 渡辺工務店

1人 栃木県矢板市下伊佐野７-２

0287-44-0517

0287-43-9928

渡辺 憲一

【10634】

有限会社 渡辺はつり工業

1人 栃木県塩谷郡高根沢町石末２１９８

028-675-0624

028-675-0924

渡辺 直行

【12257】

仮設安全監理者センター
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