
番号 事業所等名 所　在　地 初回認定月 更新認定月 更新回数

1 有限会社 内大久保建設 鹿児島市坂之上六丁目１９番３１号 平成20年6月 令和2年6月 6

2 株式会社 野添土木 鹿児島市持木町４０番地 平成20年6月 令和3年2月 6

3 鹿児島みらい農業協同組合 鹿児島市小川町２７番１７号 平成20年6月 令和3年2月 6

4 株式会社 大迫組 鹿児島市郡山町２１０９番地 平成20年6月 令和2年6月 6

5 鹿児島道路サ－ビス株式会社 鹿児島市吉野町４８４９－６ 平成20年6月 令和2年6月 6

6 株式会社　村山組 鹿児島市桜島赤水町１４３１－３ 平成20年9月 令和2年2月 5

7 濱元建設有限会社 鹿児島市野尻町３２９－１ 平成21年4月 平成31年4月 5

8 株式会社　中馬建設 鹿児島市直木町４５３３番地 平成21年12月 令和1年12月 5

9 公益社団法人鹿児島県薬剤師会 鹿児島市与次郎二丁目８番１５号 平成21年12月 令和1年12月 5

10 有限会社 川路工務店 鹿児島市伊敷八丁目８番１号 平成21年12月 令和1年12月 5

11 株式会社　大隅機工 鹿児島市田上台四丁目１６番１８号 平成22年6月 令和2年6月 5

12 ほんじょう建設株式会社 鹿児島市東佐多町１９３４番地３ 平成22年8月 令和2年7月 5

13 株式会社　内山武組 鹿児島市下福元町３７１８－２ 平成22年10月 令和2年10月 5

14 株式会社　南日本総合サ－ビス 鹿児島市小川町１５番１号 平成22年12月 令和2年12月 5

15 有限会社 竹之内組 鹿児島市入佐町９７２番地 平成23年2月 令和3年1月 4

16 国治建設　株式会社 鹿児島市武岡三丁目２７番地９ 平成24年1月 令和1年12月 4

17 島津ゴルフ倶楽部 鹿児島市宮之浦町４０９２番２ 平成24年1月 令和2年2月 4

18 株式会社　新栄 鹿児島市谷山港二丁目３番地８ 平成24年2月 令和2年2月 4

19 有限会社　西川建設 鹿児島市光山二丁目４番１１号 平成24年2月 令和2年2月 4

20 株式会社 ビルメン鹿児島 鹿児島市泉町４番６号 平成24年2月 令和2年2月 4

21 有限会社　池田商会 鹿児島市桜島赤水町１３６４番地 平成24年3月 令和2年2月 4

22 有限会社 西園商会 鹿児島市皆与志町２３８９番地１ 平成25年3月 平成31年2月 3

23 株式会社 吉屋組 鹿児島市吉野町５５５６番地１ 平成25年11月 令和1年10月 3

24 株式会社 桜島養魚　 鹿児島市黒神町２５８７番地４３ 平成26年2月 令和2年3月 2

25 郷栄工業株式会社 鹿児島市唐湊一丁目１４番６７号 平成26年2月 令和2年2月 3

26 株式会社 岩本建設 鹿児島市喜入生見町２８３３番地 平成26年2月 令和2年1月 3

27 株式会社 三竹工業 鹿児島市伊敷六丁目１２番３２号 平成26年3月 令和2年3月 3

28 清輝建設株式会社 鹿児島市西谷山三丁目２６番６号 平成26年10月 令和2年10月 3

29 株式会社 河野工業所 鹿児島市喜入中名町１０００－３２ 平成26年12月 令和2年12月 3

30 株式会社 横瀬造園土木 鹿児島市川田町３２５番地１ 平成27年3月 令和3年2月 3

31 有限会社 松元建設 鹿児島市東桜島町７６１番地５ 平成27年5月 令和2年2月 3

32 有限会社 竹元工務店 鹿児島市桜島藤野町１５１０番地５ 平成28年3月 令和2年2月 2

33 萩原建設株式会社 鹿児島市加治屋町１６番地１９ 平成28年7月 令和2年6月 2

34 こうかき建設株式会社 鹿児島市新栄町１９番３号 平成28年9月 令和2年2月 2

35 有限会社　追立造園 鹿児島市喜入瀬々串町３４５６番地 平成28年11月 令和2年11月 2

36 株式会社　中原建設 鹿児島市下荒田三丁目２９番６号 平成29年2月 令和3年2月 2

37 株式会社　誠晃 鹿児島市小野町５０６６番地 平成29年4月 平成31年4月 1

38 茂建設株式会社 鹿児島市錦江町１１番３３号 平成29年4月 平成31年4月 1

39 三輝開発工業株式会社 鹿児島市光山二丁目２３番２１号 平成29年6月 令和1年5月 1

40 株式会社　増田勇建設 鹿児島市清和二丁目１２番１６号 平成29年7月 令和1年6月 1

41 株式会社　榎田組 鹿児島市小山田町１１６番地 平成30年3月 令和2年3月 1

42 福村石材工業株式会社 鹿児島市小山田町１０４７２番地 平成30年3月 令和2年3月 1

43 株式会社　久保技建 鹿児島市吉野町２１１９番地１ 平成30年9月 令和2年9月 1

44 社会医療法人緑泉会　米盛病院 鹿児島市与次郎一丁目７番１号 平成30年12月 令和2年12月 1

45 末吉建設　株式会社 鹿児島市田上八丁目３番５号 平成31年2月 令和3年2月 1

46 株式会社　ムラタ印刷 鹿児島市西坂元町２８番１号 平成31年3月 明治33年1月 0

47 株式会社　冨迫組 鹿児島市東谷山四丁目１３番５号 平成31年3月 明治33年1月 0

48 株式会社　吉丸組 鹿児島市玉里町２０番４０号 平成31年3月 明治33年1月 0

49 上村海運建設株式会社 鹿児島市荒田一丁目２１番２１号 平成31年3月 明治33年1月 0

50 株式会社　アクアヴィッテ 鹿児島市新屋敷町２８番３号 令和1年11月 明治33年1月 0

51 有限会社　道下土建 鹿児島市郡山町６３０７番地１ 令和2年9月 明治33年1月 0

52 株式会社　即応開発 鹿児島市喜入瀬々串町５２７８番地３ 令和2年11月 明治33年1月 0

53 株式会社　東野添建設 鹿児島市持木町６５０番地３ 令和3年1月 明治33年1月 0

54 株式会社　カーネギー産業 鹿児島市東桜島町２４番地１ 令和3年2月 明治33年1月 0

55 南生建設株式会社 鹿児島市平之町８番１３号 令和3年2月 明治33年1月 0

鹿児島市消防団協力事業所
令和3年2月1日現在　55事業所


