＜徳島県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名
アイサワ工業 株式会社

事業所名

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
2人 徳島県鳴門市大麻町桧コモガ池１１－４

TEL

FAX

088-689-0836

088-689-0846

赤松土建 株式会社

1人 徳島県徳島市富田浜３丁目１３番地

088-622-9101

088-654-7117

安芸産業 有限会社

2人 徳島県名東郡佐那河内村上字奥野２９

088-679-2603

088-679-2168

株式会社 旭建設

1人 徳島県徳島市不動東町三丁目８２５

0886-32-1813

0886-32-2167

株式会社 アズマ建設

2人 徳島県徳島市川内町小松東５８－１１

088-665-2100

088-665-5911

088-686-5145

088-686-5596

井上建設 株式会社

11人 徳島県鳴門市撫養町小桑島前組１６－１２

所属仮設安全監理者名
土橋 拓人

【14729】

掛水 英樹

【14730】

戸島 諭

【10935】

松尾 有二

【10947】

鈴江 栄基

【10948】

井上 雅史

【10949】

藤川 佳男

【10950】

浅野 博史

【17123】

佐藤 陽宣

【17124】

矢部 一人

【17125】

仁科 智

【17126】

桒原 誠

【17127】

滝根 博之

【16983】

岩崎 洋一

【121383】

有限会社 岩崎建設

1人 徳島県那賀郡那賀町白石字サデ山１２－１

0884-67-0919

0884-67-0909

株式会社 梅津建設

2人 徳島県美馬市木屋平川上８９３－１

0883-68-3344

0883-68-3345

株式会社 岡田組

2人 徳島県徳島市幸町１丁目４７－３

088-622-5185

088-624-3080

有限会社 岡山建設

1人 徳島県名東郡佐那河内村上字田中８３－１

088-679-2506

088-679-2493

有限会社 折目産業

1人 徳島県徳島市国府町矢野２７－１

088-643-2650

088-643-2699

兼子建設 株式会社

1人 徳島県板野郡松茂町長原１３６

088-699-2219

088-699-9147

株式会社 金原工務店

1人 徳島県徳島市仲之町３－３８－１

088-611-1515

088-611-1080

株式会社 亀井組

2人 徳島県徳島市万代町６丁目２０－２

088-625-2100

088-625-2102

河野建設 株式会社

1人 徳島県徳島市昭和町5丁目２３－３

088-623-9833

088-625-2244

河野 浩仁

【14716】

株式会社 北岡組

3人 徳島県美馬市美馬町字妙見６７番地２

0883-63-3155

0883-63-4940

藤田 賢二

【10964】

上田 義行

【10965】

吉田 和博

【10966】

北川産業 有限会社

1人 徳島県那賀郡那賀町木頭北川字不んでん３１番地

0884-69-2107

0884-69-2373

株式会社 北島組

2人 徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保１６－１

088-698-2311

088-698-7231

仮設安全監理者センター
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＜徳島県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名
株式会社 北島コーポレーション

事業所名

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
2人 徳島県徳島市金沢１丁目２番３号

TEL

FAX

088-664-2141

088-664-0484

所属仮設安全監理者名
三村 裕司

【121374】

木頭開発 株式会社

1人 徳島県那賀郡那賀町木頭西宇字北野１０４番地２

0884-68-2216

0884-68-2979

佐々木開発工業 株式会社

1人 徳島県徳島市新浜町１丁目１番３０号

088-662-1066

088-662-1087

佐々木建設 株式会社

3人 徳島県阿波市吉野町柿原字原１６７

088-696-3121

088-696-3034

三工建設 株式会社

1人 徳島県三好市池田町マチ２１６１番地４

0883-72-1233

0883-72-2331

小松 清孝

【10939】

宍喰建設工業 株式会社

1人 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字松原８１－２

0884-76-2023

0884-76-3428

池田 知也

【10984】

株式会社 品山組

2人 徳島県徳島市応神町東貞方字西川淵２２－３

088-641-0038

088-641-0032

株式会社 島谷建設

5人 徳島県徳島市富田橋７丁目１７

088-623-2131

088‐623-2132

富永 稔

【10962】

湯浅 公男

【10961】

藤川 貴司

【121377】

佐藤 栄治

【121376】

阿部 泰之

【121375】

迅翔興業

1人 徳島県徳島市南昭和町１丁目２３三谷 第一ビル６Ｆ３

088-676-2192

088-677-3042

関口 翔太

【121389】

有限会社 助野組

1人 徳島県阿南市椿町高岸１９－１

0884-33-1024

0884-33-1025

助野 達朗

【10982】

株式会社 スバル設計

1人 徳島県三好市三野町太刀野５－６

0883-77-3466

0883-77-3112

黒江 泰由

【13041】

株式会社 セイア工業

2人 徳島県三好市池田町シマ８８３番地１１

0883-72-1108

0883-72-3615

黒川 吉則

【10922】

株式会社 セノオ

4人 徳島県徳島市金沢１－５－１１

088-664-6555

088-664-6556

大岡田建設 株式会社

1人 徳島県徳島市不動東町５丁目７２７-１

088-632-5139

088-632-6175

井原 信一

【10945】

大徳建設 株式会社

2人 徳島県板野郡藍住町矢上字原２５０－１

088-692-2244

088-692-7749

森本 茉莉花

【121372】

安藝 竜士

【121371】

山下 俊洋

【10983】

上野 武俊

【12465】

石川 善通

【12466】

株式会社 高鉾建設

1人 徳島県勝浦郡上勝町傍示字西峯１５３番地

0885-45-0326

0885-45-0086

株式会社 多田組

1人 徳島県徳島市南昭和町３－２３－４

088-625-4005

088-655-3528

多田工業 株式会社

3人 徳島県海部郡海陽町久保字松本１１１番地１

0884-76-3171

0884-76-3674

株式会社 田村組

4人 徳島県美馬市木屋平字川井２８７-３

0883-68-2216

0883-68-2601

田村工業有限会社

2人 徳島県徳島市不動西町4丁目２３３４－１

088-634-1280

088-634-1281

手城建設 株式会社

1人 徳島県徳島市北沖洲２丁目３－４４

088-664-0055

088-664-3205

渡 博一

【10928】

東上建設 有限会社

1人 徳島県那賀郡那賀町仁宇字学原２３８－４

0884-62-1180

0884-62-1081

東上 和弘

【10946】

戸田建設 株式会社

1人 徳島県徳島市川内町鶴島２－１

088-679-4781

088-679-4782

田中 慎吾

【15667】

仮設安全監理者センター
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＜徳島県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

南部建設 株式会社
日綜産業 株式会社

四国支店

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
2人 徳島県美馬市穴吹町口山字宮内１３０-１
6人 香川県丸亀市川西町北１８２

TEL

FAX

0883-56-1190

0883-56-1177

0877-58-7270

0877-58-7271

（代表取締役会長 小野 辰雄） 受付担当：桐原

株式会社 姫野組

8人 徳島県徳島市佐古八番町５番７号

088-623-3211

088-623-3233

所属仮設安全監理者名

浅野 修

【00928】

池内 弘

【00570】

大谷 正二

【01025】

大政 聖

【01844】

尾白 篤志

【01031】

桐原 一郎

【00332】

松本 哲

【10932】

大西 貴丈

【16289】

北山 達也

【16290】

種ヶ島 厚

【16291】

井藤 信行

【16292】

有限会社 平田組

2人 徳島県美馬市穴吹町古宮字長尾１－１

0883-56-0333

0883-56-0828

株式会社 松本建設

4人 徳島県小松島市和田島町松田新田１８２－２

0885-37-2538

0885-37-2711

株式会社 ミトモ製作所

1人 徳島県徳島市昭和町８丁目２７－７

088-655-4851

088-623-8708

南建設 株式会社

1人 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字江ノ脇５０－２

0883-62-2066

0883-62-2827

古本 豊美

【10963】

宮本鉄工建設 株式会社

1人 徳島県阿南市那賀川町中島５８３番地

0884-42-0505

0884-42-0532

村上 修二

【10923】

株式会社 山全

1人 徳島県三好市池田町白地井ノ久保９２９－２

0883-74-1670

0883-74-5852

牛尾 有作

【16304】

株式会社 吉岡組

1人 徳島県板野郡藍住町徳命前須東３８－１

088-692-7111

088-692-7777

土井 昌宏

【10924】

吉成建設 株式会社

2人 徳島県鳴門市撫養町小桑島前浜２５９番地１

088-685-3101

088-685-3101

有限会社 若木建設

1人 徳島県徳島市津田海岸町１１３６-２

088-663-5177

088-663-5133

株式会社 ワン・ライン

4人 徳島県徳島市佐古一番町１３番６

088-678-9954

088-654-6228

犬伏 誠也

【120663】

川村 嘉孝

【120664】

前田 博文

【120665】

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