
令和４年度市内建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名 格付

アオイ管材株式会社 荒木　靖生 福知山市昭和新町１５４番地 管 B 

株式会社赤井土木 赤井  正人 福知山市字立原８ー４ 土木一式 A 

株式会社赤井土木 赤井  正人 福知山市字立原８ー４ 建築一式 B 

株式会社赤井土木 赤井  正人 福知山市字立原８ー４ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社赤井土木 赤井  正人 福知山市字立原８ー４ 法面処理 B 

株式会社赤井土木 赤井  正人 福知山市字立原８ー４ 管 B 

株式会社赤井土木 赤井  正人 福知山市字立原８ー４ 舗　　装 B 

株式会社赤井土木 赤井  正人 福知山市字立原８ー４ 造　　園 B 

株式会社赤井土木 赤井  正人 福知山市字立原８ー４ 水道施設 A 

株式会社赤井土木 赤井  正人 福知山市字立原８ー４ 解　　体 B 

株式会社アクアテック 三穂　恭規 福知山市字西７ー１ 土木一式 B 

株式会社アクアテック 三穂　恭規 福知山市字西７ー１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社アクアテック 三穂　恭規 福知山市字西７ー１ 管 B 

株式会社アクアテック 三穂　恭規 福知山市字西７ー１ 水道施設 B 

株式会社アシダ組 芦田　秀人 福知山市厚中町２１９番地の１ 土木一式 A1

株式会社アシダ組 芦田　秀人 福知山市厚中町２１９番地の１ 建築一式 B 

株式会社アシダ組 芦田　秀人 福知山市厚中町２１９番地の１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社アシダ組 芦田　秀人 福知山市厚中町２１９番地の１ 舗　　装 A 

株式会社アシダ組 芦田　秀人 福知山市厚中町２１９番地の１ 解　　体 A 

株式会社芦田産業 芦田　忍 福知山市字堀高畑７８２ 土木一式 A 

株式会社芦田産業 芦田　忍 福知山市字堀高畑７８２ 建築一式 B 

株式会社芦田産業 芦田　忍 福知山市字堀高畑７８２ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社芦田産業 芦田　忍 福知山市字堀高畑７８２ 舗　　装 B 

株式会社芦田産業 芦田　忍 福知山市字堀高畑７８２ 塗　　装 A 

株式会社芦田産業 芦田　忍 福知山市字堀高畑７８２ 水道施設 A 

株式会社芦田産業 芦田　忍 福知山市字堀高畑７８２ 解　　体 A 

あしだ土木 芦田　忠武 福知山市夜久野町額田３４１番地の５ 土木一式 C 

あしだ土木 芦田　忠武 福知山市夜久野町額田３４１番地の５ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

あしだ土木 芦田　忠武 福知山市夜久野町額田３４１番地の５ 解　　体 C 

足立建機株式会社 足立　篤弘 福知山市字荒河小字声田和１２番地の４３ 土木一式 B 

足立建機株式会社 足立　篤弘 福知山市字荒河小字声田和１２番地の４３ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

足立建機株式会社 足立　篤弘 福知山市字荒河小字声田和１２番地の４３ 塗　　装 B 

株式会社ｅ－ｃｏｍｍｉｔ 土橋　英司 福知山市字大門１８８５番地の１ 土木一式 C 

株式会社ｅ－ｃｏｍｍｉｔ 土橋　英司 福知山市字大門１８８５番地の１ 建築一式 C 

株式会社ｅ－ｃｏｍｍｉｔ 土橋　英司 福知山市字大門１８８５番地の１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

株式会社ｅ－ｃｏｍｍｉｔ 土橋　英司 福知山市字大門１８８５番地の１ 法面処理 C 

株式会社飯尾設備 飯尾　逸雄 福知山市夜久野町直見２１８７ 管 B 

株式会社飯尾設備 飯尾　逸雄 福知山市夜久野町直見２１８７ 水道施設 B 

池田電気株式会社 池田　憲治 宮津市字滝馬７０５番地 池田電気株式会社福知山営業所 大同　泰政 福知山市岩井東町６９番 土木一式 A1

池田電気株式会社 池田　憲治 宮津市字滝馬７０５番地 池田電気株式会社福知山営業所 大同　泰政 福知山市岩井東町６９番 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

池田電気株式会社 池田　憲治 宮津市字滝馬７０５番地 池田電気株式会社福知山営業所 大同　泰政 福知山市岩井東町６９番 電　　気 A 

池田電気株式会社 池田　憲治 宮津市字滝馬７０５番地 池田電気株式会社福知山営業所 大同　泰政 福知山市岩井東町６９番 管 A 

池田電気株式会社 池田　憲治 宮津市字滝馬７０５番地 池田電気株式会社福知山営業所 大同　泰政 福知山市岩井東町６９番 舗　　装 A 

池田電気株式会社 池田　憲治 宮津市字滝馬７０５番地 池田電気株式会社福知山営業所 大同　泰政 福知山市岩井東町６９番 水道施設 A 

池田電気株式会社 池田　憲治 宮津市字滝馬７０５番地 池田電気株式会社福知山営業所 大同　泰政 福知山市岩井東町６９番 解　　体 A 

株式会社石田創建 石田　正志 福知山市夜久野町直見５８３６－１ 土木一式 B 

株式会社石田創建 石田　正志 福知山市夜久野町直見５８３６－１ 建築一式 B 

株式会社石田創建 石田　正志 福知山市夜久野町直見５８３６－１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

株式会社石丸浄水センター 石丸　雄之助 福知山市三和町千束６３９ 土木一式 B 
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株式会社石丸浄水センター 石丸　雄之助 福知山市三和町千束６３９ 管 B 

株式会社石丸浄水センター 石丸　雄之助 福知山市三和町千束６３９ 機械器具設置 B 

株式会社イチケン 川島　一弘 福知山市内記一丁目４２番地の８ 建築一式 A1

株式会社イチケン 川島　一弘 福知山市内記一丁目４２番地の８ 解　　体 B 

株式会社いとう 伊東　英紀 福知山市字立原１０番地 土木一式 A 

株式会社いとう 伊東　英紀 福知山市字立原１０番地 建築一式 A 

株式会社いとう 伊東　英紀 福知山市字立原１０番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社いとう 伊東　英紀 福知山市字立原１０番地 管 B 

株式会社いとう 伊東　英紀 福知山市字立原１０番地 舗　　装 B 

株式会社いとう 伊東　英紀 福知山市字立原１０番地 解　　体 B 

井上株式会社 井上　大輔 福知山市篠尾新町３－３ 電　　気 A 

井上株式会社 井上　大輔 福知山市篠尾新町３－３ 管 A 

井上株式会社 井上　大輔 福知山市篠尾新町３－３ 機械器具設置 A 

井上株式会社 井上　大輔 福知山市篠尾新町３－３ 電気通信 A 

井上株式会社 井上　大輔 福知山市篠尾新町３－３ 消防施設 A 

株式会社井上工業 井上　誠 福知山市駒場新町３丁目５９番地 土木一式 B 

株式会社猪野工務店 猪野　正樹 福知山市字大呂７０４番地 土木一式 B 

株式会社猪野工務店 猪野　正樹 福知山市字大呂７０４番地 建築一式 B 

株式会社今井工務店 今井　孝夫 福知山市字天田小字西長戸１１８番地 土木一式 B 

株式会社今井工務店 今井　孝夫 福知山市字天田小字西長戸１１８番地 建築一式 A 

岩田建設株式会社 岩田  昭浩 福知山市字堀１６５７番地の３ 土木一式 A 

岩田建設株式会社 岩田  昭浩 福知山市字堀１６５７番地の３ 建築一式 B 

岩田建設株式会社 岩田  昭浩 福知山市字堀１６５７番地の３ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

岩田建設株式会社 岩田  昭浩 福知山市字堀１６５７番地の３ 舗　　装 A 

岩田建設株式会社 岩田  昭浩 福知山市字堀１６５７番地の３ 塗　　装 B 

岩田建設株式会社 岩田  昭浩 福知山市字堀１６５７番地の３ 水道施設 A 

岩田建設株式会社 岩田  昭浩 福知山市字堀１６５７番地の３ 解　　体 B 

株式会社インテリアマルミ 岡部　正嗣 福知山市土師新町３－１２３ 内装仕上 B 

上田土建株式会社 佐々谷　博司 福知山市三和町菟原下８６６ 土木一式 A 

上田土建株式会社 佐々谷　博司 福知山市三和町菟原下８６６ 舗　　装 B 

上田土建株式会社 佐々谷　博司 福知山市三和町菟原下８６６ 水道施設 B 

株式会社梅田組 梅田　芳宏 福知山市字野花２４３番地１ 土木一式 A 

株式会社梅田組 梅田　芳宏 福知山市字野花２４３番地１ 建築一式 B 

株式会社梅田組 梅田　芳宏 福知山市字野花２４３番地１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社梅田組 梅田　芳宏 福知山市字野花２４３番地１ 舗　　装 B 

株式会社梅田組 梅田　芳宏 福知山市字野花２４３番地１ 解　　体 B 

株式会社Ａ－ＰＲＯ 足立　省吾 福知山市和久市町２２番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

株式会社Ａ－ＰＲＯ 足立　省吾 福知山市和久市町２２番地 解　　体 B 

株式会社エアーテックソリューション 上之脇　敏彦 福知山市東羽合３５ 建築一式 C 

株式会社エアーテックソリューション 上之脇　敏彦 福知山市東羽合３５ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

株式会社エアーテックソリューション 上之脇　敏彦 福知山市東羽合３５ 管 C 

株式会社エアーテックソリューション 上之脇　敏彦 福知山市東羽合３５ 内装仕上 C 

栄真工業株式会社 江崎　忠孝 福知山市字天田１０５番地の２４ 土木一式 B 

栄真工業株式会社 江崎　忠孝 福知山市字天田１０５番地の２４ 舗　　装 B 

株式会社エイテクノ 田中　宏明 福知山市字長田２０７４番地 建築一式 C 

株式会社エイテクノ 田中　宏明 福知山市字長田２０７４番地 屋　　根 C 

有限会社エコシティ 柏　成久 福知山市字長尾３９番地の１ 土木一式 C 

有限会社エコシティ 柏　成久 福知山市字長尾３９番地の１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

有限会社エコシティ 柏　成久 福知山市字長尾３９番地の１ 解　　体 C 
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有限会社大下工務店 大下　哲也 福知山市土師新町１丁目２２３番地の２ 建築一式 B 

有限会社大下工務店 大下　哲也 福知山市土師新町１丁目２２３番地の２ 大　　工 B 

有限会社大下工務店 大下　哲也 福知山市土師新町１丁目２２３番地の２ 解　　体 C 

有限会社大谷設備 大谷　道男 福知山市篠尾新町４丁目１３番３ 管 C 

大谷塗装工業株式会社 大谷　武志 宮津市字吉原２６０５番地 大谷塗装工業株式会社福知山支店 清水　信彦 福知山市字天田小字西川９５番地の１ 土木一式 B 

大谷塗装工業株式会社 大谷　武志 宮津市字吉原２６０５番地 大谷塗装工業株式会社福知山支店 清水　信彦 福知山市字天田小字西川９５番地の１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

大谷塗装工業株式会社 大谷　武志 宮津市字吉原２６０５番地 大谷塗装工業株式会社福知山支店 清水　信彦 福知山市字天田小字西川９５番地の１ 法面処理 B 

大谷塗装工業株式会社 大谷　武志 宮津市字吉原２６０５番地 大谷塗装工業株式会社福知山支店 清水　信彦 福知山市字天田小字西川９５番地の１ 舗　　装 B 

大谷塗装工業株式会社 大谷　武志 宮津市字吉原２６０５番地 大谷塗装工業株式会社福知山支店 清水　信彦 福知山市字天田小字西川９５番地の１ 塗　　装 A 

大槻ポンプ工業株式会社 大槻　浩平 綾部市本町７丁目６７番地の２ 大槻ポンプ工業株式会社福知山営業所 砂野　哲平 福知山市字観音寺１７９番地の４ 消防施設 A 

大槻冷熱設備有限会社 大槻　幸一 福知山市篠尾新町４－１００ 電　　気 B 

大槻冷熱設備有限会社 大槻　幸一 福知山市篠尾新町４－１００ 管 A 

大槻冷熱設備有限会社 大槻　幸一 福知山市篠尾新町４－１００ 熱　絶　縁 B 

有限会社岡田塗装 岡田　徳治 福知山市字堀２６００－３３ 塗　　装 B 

株式会社岡野組 岡野　真之 京都市左京区岡崎円勝寺町８５番地の４ 株式会社岡野組福知山営業所 中嶋　常夫 福知山市厚中町４８番地 土木一式 A1

オカモトデンキ株式会社 岡本　裕一郎 福知山市大江町金屋５４２番地 電　　気 B 

オカモトデンキ株式会社 岡本　裕一郎 福知山市大江町金屋５４２番地 管 C 

有限会社長田電工 大槻　和人 福知山市字長田２０６５ 電　　気 B 

株式会社柏原工務店 柏原　崇史 福知山市字観音寺３０４番地の１６ 土木一式 A 

株式会社柏原工務店 柏原　崇史 福知山市字観音寺３０４番地の１６ 建築一式 A1

株式会社柏原工務店 柏原　崇史 福知山市字観音寺３０４番地の１６ 解　　体 A 

加藤建設株式会社 加藤　淳 福知山市字天田３０－１ 土木一式 A 

加藤建設株式会社 加藤　淳 福知山市字天田３０－１ 建築一式 B 

加藤建設株式会社 加藤　淳 福知山市字天田３０－１ 管 B 

加藤建設株式会社 加藤　淳 福知山市字天田３０－１ 機械器具設置 B 

株式会社門野組 門野　繁 福知山市字下天津６３３－１ 土木一式 A1

株式会社門野組 門野　繁 福知山市字下天津６３３－１ 建築一式 A1

株式会社門野組 門野　繁 福知山市字下天津６３３－１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社門野組 門野　繁 福知山市字下天津６３３－１ 法面処理 A 

株式会社門野組 門野　繁 福知山市字下天津６３３－１ 舗　　装 A 

株式会社門野組 門野　繁 福知山市字下天津６３３－１ 塗　　装 A 

株式会社門野組 門野　繁 福知山市字下天津６３３－１ 水道施設 A 

株式会社門野組 門野　繁 福知山市字下天津６３３－１ 解　　体 A 

金下建設株式会社 金下　昌司 宮津市字須津４７１－１ 金下建設株式会社福知山営業所 狩野　辰美 福知山市篠尾新町１－１０４ 土木一式 A1

金下建設株式会社 金下　昌司 宮津市字須津４７１－１ 金下建設株式会社福知山営業所 狩野　辰美 福知山市篠尾新町１－１０４ 建築一式 A1

金下建設株式会社 金下　昌司 宮津市字須津４７１－１ 金下建設株式会社福知山営業所 狩野　辰美 福知山市篠尾新町１－１０４ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

金下建設株式会社 金下　昌司 宮津市字須津４７１－１ 金下建設株式会社福知山営業所 狩野　辰美 福知山市篠尾新町１－１０４ 法面処理 A 

金下建設株式会社 金下　昌司 宮津市字須津４７１－１ 金下建設株式会社福知山営業所 狩野　辰美 福知山市篠尾新町１－１０４ 鋼構造物 A 

金下建設株式会社 金下　昌司 宮津市字須津４７１－１ 金下建設株式会社福知山営業所 狩野　辰美 福知山市篠尾新町１－１０４ 舗　　装 A 

金下建設株式会社 金下　昌司 宮津市字須津４７１－１ 金下建設株式会社福知山営業所 狩野　辰美 福知山市篠尾新町１－１０４ 塗　　装 A 

金下建設株式会社 金下　昌司 宮津市字須津４７１－１ 金下建設株式会社福知山営業所 狩野　辰美 福知山市篠尾新町１－１０４ 防　　水 A 

金下建設株式会社 金下　昌司 宮津市字須津４７１－１ 金下建設株式会社福知山営業所 狩野　辰美 福知山市篠尾新町１－１０４ 水道施設 A 

金下建設株式会社 金下　昌司 宮津市字須津４７１－１ 金下建設株式会社福知山営業所 狩野　辰美 福知山市篠尾新町１－１０４ 解　　体 A 

株式会社カネヤ 足立　弥 福知山市字長田２０９３－３９ 土木一式 B 

株式会社カネヤ 足立　弥 福知山市字長田２０９３－３９ 建築一式 B 

株式会社鎌田電器 鎌田　昌司 綾部市広小路３丁目５５ 株式会社鎌田電器福知山支店 木村　和正 福知山市厚中町１８８番地 電　　気 C 

株式会社鎌田電器 鎌田　昌司 綾部市広小路３丁目５５ 株式会社鎌田電器福知山支店 木村　和正 福知山市厚中町１８８番地 管 C 

河田建材 河田　知幸 福知山市大江町金屋１６１－１ 土木一式 B 

河田建材 河田　知幸 福知山市大江町金屋１６１－１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 
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河田建材 河田　知幸 福知山市大江町金屋１６１－１ 法面処理 C 

河田建材 河田　知幸 福知山市大江町金屋１６１－１ 解　　体 C 

株式会社かんとーす 塩谷　徹 福知山市字牧小字狭間２２８ー２７ 土木一式 B 

株式会社かんとーす 塩谷　徹 福知山市字牧小字狭間２２８ー２７ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社かんとーす 塩谷　徹 福知山市字牧小字狭間２２８ー２７ 電　　気 B 

株式会社かんとーす 塩谷　徹 福知山市字牧小字狭間２２８ー２７ 管 A 

株式会社かんとーす 塩谷　徹 福知山市字牧小字狭間２２８ー２７ しゅんせつ B 

株式会社かんとーす 塩谷　徹 福知山市字牧小字狭間２２８ー２７ 機械器具設置 A 

株式会社かんとーす 塩谷　徹 福知山市字牧小字狭間２２８ー２７ 清掃施設 A 

岸下建設株式会社 吉井　千智 福知山市字立原９８番地 土木一式 A 

岸下建設株式会社 吉井　千智 福知山市字立原９８番地 建築一式 A 

岸下建設株式会社 吉井　千智 福知山市字立原９８番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

岸下建設株式会社 吉井　千智 福知山市字立原９８番地 舗　　装 B 

岸下建設株式会社 吉井　千智 福知山市字立原９８番地 水道施設 B 

岸下建設株式会社 吉井　千智 福知山市字立原９８番地 解　　体 B 

北近畿電気システム株式会社 青山　秀樹 福知山市字和久市小字清水３１５－１ 電　　気 A 

株式会社北山組 北山　武利 福知山市字篠尾４３番地 土木一式 B 

株式会社北山組 北山　武利 福知山市字篠尾４３番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社北山組 北山　武利 福知山市字篠尾４３番地 法面処理 B 

株式会社北山組 北山　武利 福知山市字篠尾４３番地 舗　　装 B 

株式会社北山組 北山　武利 福知山市字篠尾４３番地 解　　体 B 

北山建設株式会社 北山　為吉 福知山市三和町台頭１６６番地 土木一式 B 

北山建設株式会社 北山　為吉 福知山市三和町台頭１６６番地 建築一式 B 

北山建設株式会社 北山　為吉 福知山市三和町台頭１６６番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

北山建設株式会社 北山　為吉 福知山市三和町台頭１６６番地 管 B 

北山建設株式会社 北山　為吉 福知山市三和町台頭１６６番地 舗　　装 B 

北山建設株式会社 北山　為吉 福知山市三和町台頭１６６番地 解　　体 B 

北山工業 北山　寿 福知山市三和町台頭１６６ 土木一式 C 

株式会社衣川組 衣川　倫夫 福知山市夜久野町末７１８－１ 土木一式 A1

株式会社衣川組 衣川　倫夫 福知山市夜久野町末７１８－１ 建築一式 A1

株式会社衣川組 衣川　倫夫 福知山市夜久野町末７１８－１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社衣川組 衣川　倫夫 福知山市夜久野町末７１８－１ 法面処理 B 

株式会社衣川組 衣川　倫夫 福知山市夜久野町末７１８－１ 管 A 

株式会社衣川組 衣川　倫夫 福知山市夜久野町末７１８－１ 舗　　装 A 

株式会社衣川組 衣川　倫夫 福知山市夜久野町末７１８－１ 造　　園 B 

株式会社衣川組 衣川　倫夫 福知山市夜久野町末７１８－１ 水道施設 A 

株式会社衣川組 衣川　倫夫 福知山市夜久野町末７１８－１ 解　　体 B 

株式会社衣川製材所 衣川　敦士 福知山市夜久野町額田１４０６番地 建築一式 C 

株式会社衣川鉄工所 森　壽美子 福知山市和久市町２３２ 機械器具設置 B 

畿北コンサル 古口　文英 福知山市字堀２２５２番地の１ 管 B 

株式会社畿北スキル 山本　和博 福知山市字堀小字雁田５０１番地 土木一式 B 

株式会社畿北スキル 山本　和博 福知山市字堀小字雁田５０１番地 建築一式 B 

株式会社畿北スキル 山本　和博 福知山市字堀小字雁田５０１番地 塗　　装 B 

株式会社畿北スキル 山本　和博 福知山市字堀小字雁田５０１番地 解　　体 C 

畿北冷熱株式会社 深谷　聡 福知山市字堀２２５２番地の１ 管 A 

畿北冷熱株式会社 深谷　聡 福知山市字堀２２５２番地の１ 板　　金 B 

畿北冷熱株式会社 深谷　聡 福知山市字堀２２５２番地の１ 機械器具設置 A 

有限会社キョウギ建設 橋本　義男 福知山市字土２８－７ 土木一式 B 

有限会社キョウギ建設 橋本　義男 福知山市字土２８－７ 建築一式 C 
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有限会社キョウギ建設 橋本　義男 福知山市字土２８－７ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

有限会社キョウギ建設 橋本　義男 福知山市字土２８－７ 舗　　装 B 

有限会社キョウギ建設 橋本　義男 福知山市字土２８－７ 解　　体 C 

京都電業株式会社 神舎　佳代子 京都市右京区西院六反田町５３ 京都電業株式会社福知山支店 奈良井　修 福知山市土師宮町２丁目１８ 電　　気 B 

共立工業株式会社 北山　和章 福知山市字田野３２番地 土木一式 B 

共立工業株式会社 北山　和章 福知山市字田野３２番地 舗　　装 B 

共立工業株式会社 北山　和章 福知山市字田野３２番地 解　　体 A 

協和管工株式会社 衣川　聖規 福知山市字新庄５７３－１ 管 A 

協和管工株式会社 衣川　聖規 福知山市字新庄５７３－１ 水道施設 A 

株式会社近畿商事 北岡　博樹 福知山市字土師２３６番地の４０ 土木一式 C 

株式会社近畿商事 北岡　博樹 福知山市字土師２３６番地の４０ 解　　体 C 

近畿ニチレキ工事株式会社 林田　恒策 滋賀県守山市勝部四丁目２番１７号 近畿ニチレキ工事株式会社京都営業所 横山　正 福知山市末広町１丁目３１　オフィスハウス２０２号室土木一式 A1

近畿ニチレキ工事株式会社 林田　恒策 滋賀県守山市勝部四丁目２番１７号 近畿ニチレキ工事株式会社京都営業所 横山　正 福知山市末広町１丁目３１　オフィスハウス２０２号室とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

近畿ニチレキ工事株式会社 林田　恒策 滋賀県守山市勝部四丁目２番１７号 近畿ニチレキ工事株式会社京都営業所 横山　正 福知山市末広町１丁目３１　オフィスハウス２０２号室舗　　装 A 

近畿ニチレキ工事株式会社 林田　恒策 滋賀県守山市勝部四丁目２番１７号 近畿ニチレキ工事株式会社京都営業所 横山　正 福知山市末広町１丁目３１　オフィスハウス２０２号室塗　　装 A 

株式会社きんでん 上坂　隆勇 大阪市北区本庄東２丁目３番４１号 株式会社きんでん福知山営業所 福島　誠 福知山市字土師小字沢居山１７４番４１ 電　　気 A 

株式会社くさか 日下　英明 福知山市字前田１８７８番地の２９６ 建築一式 B 

株式会社くさか 日下　英明 福知山市字前田１８７８番地の２９６ 管 A 

株式会社日下部春光堂 日下部　安隆 福知山市字天田１２６番地 内装仕上 C 

久世電気工業株式会社 久世　純也 福知山市字牧１３４０番地の５ 電　　気 A 

久世電気工業株式会社 久世　純也 福知山市字牧１３４０番地の５ 消防施設 B 

熊谷建設 熊谷　信嗣 福知山市字猪崎１２０４番地の４ 土木一式 C 

熊谷建設 熊谷　信嗣 福知山市字猪崎１２０４番地の４ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

熊谷建設 熊谷　信嗣 福知山市字猪崎１２０４番地の４ 舗　　装 C 

熊谷建設 熊谷　信嗣 福知山市字猪崎１２０４番地の４ 解　　体 C 

株式会社クリア 山口　弘喜 福知山市夜久野町額田３７３番地 管 B 

株式会社クリア 山口　弘喜 福知山市夜久野町額田３７３番地 機械器具設置 B 

栗原工業株式会社 横井　正温 大阪市北区南森町１丁目４番２４号 栗原工業株式会社福知山営業所 下醉尾　聡 福知山市字堀小字今宮２２５２番地の１ 電　　気 A 

栗原工業株式会社 横井　正温 大阪市北区南森町１丁目４番２４号 栗原工業株式会社福知山営業所 下醉尾　聡 福知山市字堀小字今宮２２５２番地の１ 電気通信 A 

桑原建設株式会社 桑原　宏一 福知山市字猪崎１３５５番地 土木一式 A1

桑原建設株式会社 桑原　宏一 福知山市字猪崎１３５５番地 舗　　装 A 

桑原建設株式会社 桑原　宏一 福知山市字猪崎１３５５番地 造　　園 A 

桑原建設株式会社 桑原　宏一 福知山市字猪崎１３５５番地 水道施設 B 

桑原建設株式会社 桑原　宏一 福知山市字猪崎１３５５番地 解　　体 A 

有限会社グリーン工業 奥野　高正 福知山市駒場新町２－７６ 土木一式 B 

有限会社グリーン工業 奥野　高正 福知山市駒場新町２－７６ 造　　園 B 

株式会社グリーンテック 池田　朱美 福知山市岩井東町６９番 電　　気 B 

グリーンテック合同会社 田中　貴久 福知山市夜久野町直見７８５ 土木一式 A 

グリーンテック合同会社 田中　貴久 福知山市夜久野町直見７８５ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

グリーンテック合同会社 田中　貴久 福知山市夜久野町直見７８５ 解　　体 B 

株式会社景福工業 中島　勇士 福知山市前田新町３４８番地の２ 土木一式 B 

株式会社景福工業 中島　勇士 福知山市前田新町３４８番地の２ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

株式会社景福工業 中島　勇士 福知山市前田新町３４８番地の２ 舗　　装 B 

株式会社ケンデンキ 橋本　憲 福知山市かしの木台二丁目７５ 電　　気 B 

株式会社コークス 日出木　良一 福知山市土師宮町２丁目１３３番地 土木一式 B 

コアラデグリーン株式会社 中田　康裕 福知山市新庄小字本庄河原７９４番地１ 土木一式 B 

コアラデグリーン株式会社 中田　康裕 福知山市新庄小字本庄河原７９４番地１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

コアラデグリーン株式会社 中田　康裕 福知山市新庄小字本庄河原７９４番地１ 法面処理 A 

広成建設株式会社 廣田　辰蔵 福知山市字堀１７６ 土木一式 B 
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広成建設株式会社 廣田　辰蔵 福知山市字堀１７６ 左　　官 C 

広成建設株式会社 廣田　辰蔵 福知山市字堀１７６ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

広成建設株式会社 廣田　辰蔵 福知山市字堀１７６ 舗　　装 C 

広成建設株式会社 廣田　辰蔵 福知山市字堀１７６ 解　　体 C 

公正産業株式会社 衣川　浩二 福知山市夜久野町額田６３３－１ 土木一式 A1

公正産業株式会社 衣川　浩二 福知山市夜久野町額田６３３－１ 建築一式 A1

公正産業株式会社 衣川　浩二 福知山市夜久野町額田６３３－１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

公正産業株式会社 衣川　浩二 福知山市夜久野町額田６３３－１ 舗　　装 A 

公正産業株式会社 衣川　浩二 福知山市夜久野町額田６３３－１ 塗　　装 B 

公正産業株式会社 衣川　浩二 福知山市夜久野町額田６３３－１ 水道施設 A 

公正産業株式会社 衣川　浩二 福知山市夜久野町額田６３３－１ 解　　体 B 

有限会社広大工業 松田　一矢 福知山市字天田５０２番地１ 土木一式 B 

有限会社広大工業 松田　一矢 福知山市字天田５０２番地１ 建築一式 C 

河守工業株式会社 河田　克巳 福知山市大江町河守３５０番地 土木一式 A1

河守工業株式会社 河田　克巳 福知山市大江町河守３５０番地 建築一式 A1

河守工業株式会社 河田　克巳 福知山市大江町河守３５０番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

河守工業株式会社 河田　克巳 福知山市大江町河守３５０番地 舗　　装 A 

河守工業株式会社 河田　克巳 福知山市大江町河守３５０番地 解　　体 B 

株式会社国栄建工 越智  大輔 福知山市字前田１８７８番地の１３１ 土木一式 B 

株式会社国栄建工 越智  大輔 福知山市字前田１８７８番地の１３１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社国栄建工 越智  大輔 福知山市字前田１８７８番地の１３１ 舗　　装 B 

株式会社国栄建工 越智  大輔 福知山市字前田１８７８番地の１３１ 水道施設 C 

株式会社国栄建工 越智  大輔 福知山市字前田１８７８番地の１３１ 解　　体 B 

株式会社コトネットエンジニアリング 外内　孝 京都市南区上鳥羽菅田町５番地 株式会社コトネットエンジニアリング北京都営業所塩見　明秀 福知山市字堀小字雁田５００番地５ 電気通信 A 

有限会社コン・スタイル 秋本　康宏 福知山市字堀２６２２－１ 土木一式 A 

有限会社コン・スタイル 秋本　康宏 福知山市字堀２６２２－１ 建築一式 B 

有限会社コン・スタイル 秋本　康宏 福知山市字堀２６２２－１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

有限会社コン・スタイル 秋本　康宏 福知山市字堀２６２２－１ 舗　　装 B 

有限会社コン・スタイル 秋本　康宏 福知山市字堀２６２２－１ 水道施設 B 

有限会社コン・スタイル 秋本　康宏 福知山市字堀２６２２－１ 解　　体 B 

後藤工業株式会社 後藤　貴則 福知山市字荒河小字声田和１２番地３５ 土木一式 A 

株式会社佐藤商事 佐藤　貴文 福知山市字堀２６３６ 電　　気 B 

有限会社さわ辰工務店 澤田　辰也 福知山市字前田１０９３番地の１ 建築一式 B 

有限会社さわ辰工務店 澤田　辰也 福知山市字前田１０９３番地の１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

株式会社山成建設 山瀬　成 福知山市石原三丁目５番地 土木一式 B 

三丹開発株式会社 塩見　渉 福知山市字奥野部３５番地１ 土木一式 A1

三丹開発株式会社 塩見　渉 福知山市字奥野部３５番地１ 建築一式 A1

三丹開発株式会社 塩見　渉 福知山市字奥野部３５番地１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

三丹開発株式会社 塩見　渉 福知山市字奥野部３５番地１ 屋　　根 A 

三丹開発株式会社 塩見　渉 福知山市字奥野部３５番地１ 管 A 

三丹開発株式会社 塩見　渉 福知山市字奥野部３５番地１ 舗　　装 A 

三丹開発株式会社 塩見　渉 福知山市字奥野部３５番地１ 防　　水 A 

三丹開発株式会社 塩見　渉 福知山市字奥野部３５番地１ 造　　園 A 

三丹開発株式会社 塩見　渉 福知山市字奥野部３５番地１ 水道施設 A 

三丹開発株式会社 塩見　渉 福知山市字奥野部３５番地１ 解　　体 A 

三和シヤッター工業株式会社 髙山　盟司 東京都板橋区新河岸２丁目３番５号 三和シヤッター工業株式会社福知山営業所 石神　博 福知山市厚中町１１７ 内装仕上 A 

三和シヤッター工業株式会社 髙山　盟司 東京都板橋区新河岸２丁目３番５号 三和シヤッター工業株式会社福知山営業所 石神　博 福知山市厚中町１１７ 建　　具　 A 

株式会社シービル 福田　芳樹 福知山市字半田２０３７－３ 土木一式 B 

株式会社シービル 福田　芳樹 福知山市字半田２０３７－３ 建築一式 B 



令和４年度市内建設工事業者名簿

業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者氏名 委任先住所 業種名 格付

株式会社シービル 福田　芳樹 福知山市字半田２０３７－３ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社シービル 福田　芳樹 福知山市字半田２０３７－３ 舗　　装 B 

有限会社四方電工 四方　昭生 福知山市字土１１１７番地の３２５ 電　　気 A 

有限会社柴田建設 柴田　充弘 福知山市字三俣３４５番地の５ 土木一式 B 

有限会社柴田建設 柴田　充弘 福知山市字三俣３４５番地の５ 建築一式 C 

有限会社柴田建設 柴田　充弘 福知山市字三俣３４５番地の５ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

有限会社柴田建設 柴田　充弘 福知山市字三俣３４５番地の５ 舗　　装 C 

有限会社柴田建設 柴田　充弘 福知山市字三俣３４５番地の５ 解　　体 C 

株式会社翔英 居相　英児 福知山市篠尾新町四丁目８２番地 土木一式 C 

株式会社翔英 居相　英児 福知山市篠尾新町四丁目８２番地 舗　　装 C 

ＳＨＯ・ＤＡＩ 中嶋　淳哉 福知山市字堀５３３番地 土木一式 B 

城谷建設株式会社 城谷　正行 福知山市大江町二箇２５２４番地 土木一式 A 

城谷建設株式会社 城谷　正行 福知山市大江町二箇２５２４番地 建築一式 B 

城谷建設株式会社 城谷　正行 福知山市大江町二箇２５２４番地 舗　　装 B 

城谷建設株式会社 城谷　正行 福知山市大江町二箇２５２４番地 水道施設 B 

新庄土建株式会社 前田　健介 福知山市字新庄４１番地 土木一式 B 

新庄土建株式会社 前田　健介 福知山市字新庄４１番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

新庄土建株式会社 前田　健介 福知山市字新庄４１番地 法面処理 B 

新庄土建株式会社 前田　健介 福知山市字新庄４１番地 舗　　装 C 

辰正開発株式会社 四方　辰治 福知山市字正明寺１番地の３６ 土木一式 C 

辰正開発株式会社 四方　辰治 福知山市字正明寺１番地の３６ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

辰正開発株式会社 四方　辰治 福知山市字正明寺１番地の３６ 舗　　装 C 

辰正開発株式会社 四方　辰治 福知山市字正明寺１番地の３６ 解　　体 C 

新誠興業 近藤　誠 福知山市今安１６０７ 土木一式 B 

新誠興業 近藤　誠 福知山市今安１６０７ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

新誠興業 近藤　誠 福知山市今安１６０７ 法面処理 C 

株式会社ジェイアール西日本ビルト 土田　克己 大阪市北区梅田３丁目４番５号 株式会社ジェイアール西日本ビルト福知山支店 源　徹郎 福知山市字天田小字生念塚309番地3 建築一式 C 

株式会社ジェイアール西日本ビルト 土田　克己 大阪市北区梅田３丁目４番５号 株式会社ジェイアール西日本ビルト福知山支店 源　徹郎 福知山市字天田小字生念塚309番地3 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

株式会社ジェイアール西日本ビルト 土田　克己 大阪市北区梅田３丁目４番５号 株式会社ジェイアール西日本ビルト福知山支店 源　徹郎 福知山市字天田小字生念塚309番地3 屋　　根 C 

株式会社ジェイアール西日本ビルト 土田　克己 大阪市北区梅田３丁目４番５号 株式会社ジェイアール西日本ビルト福知山支店 源　徹郎 福知山市字天田小字生念塚309番地3 管 C 

株式会社ジェイアール西日本ビルト 土田　克己 大阪市北区梅田３丁目４番５号 株式会社ジェイアール西日本ビルト福知山支店 源　徹郎 福知山市字天田小字生念塚309番地3 鋼構造物 C 

株式会社ジェイアール西日本ビルト 土田　克己 大阪市北区梅田３丁目４番５号 株式会社ジェイアール西日本ビルト福知山支店 源　徹郎 福知山市字天田小字生念塚309番地3 ガ　ラ　ス C 

株式会社ジェイアール西日本ビルト 土田　克己 大阪市北区梅田３丁目４番５号 株式会社ジェイアール西日本ビルト福知山支店 源　徹郎 福知山市字天田小字生念塚309番地3 塗　　装 C 

株式会社ジェイアール西日本ビルト 土田　克己 大阪市北区梅田３丁目４番５号 株式会社ジェイアール西日本ビルト福知山支店 源　徹郎 福知山市字天田小字生念塚309番地3 防　　水 C 

株式会社ジェイアール西日本ビルト 土田　克己 大阪市北区梅田３丁目４番５号 株式会社ジェイアール西日本ビルト福知山支店 源　徹郎 福知山市字天田小字生念塚309番地3 内装仕上 C 

株式会社ジェイアール西日本ビルト 土田　克己 大阪市北区梅田３丁目４番５号 株式会社ジェイアール西日本ビルト福知山支店 源　徹郎 福知山市字天田小字生念塚309番地3 建　　具　 C 

株式会社ジェイアール西日本ビルト 土田　克己 大阪市北区梅田３丁目４番５号 株式会社ジェイアール西日本ビルト福知山支店 源　徹郎 福知山市字天田小字生念塚309番地3 解　　体 C 

株式会社ジオ・ワークス 江口　和広 福知山市石原５丁目３０６ 土木一式 B 

株式会社ジオ・ワークス 江口　和広 福知山市石原５丁目３０６ 建築一式 B 

株式会社ジオ・ワークス 江口　和広 福知山市石原５丁目３０６ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社ジオ・ワークス 江口　和広 福知山市石原５丁目３０６ 解　　体 C 

杉本工業 杉本　直美 福知山市大江町天田内１６９－１ 土木一式 B 

杉本工業 杉本　直美 福知山市大江町天田内１６９－１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

杉本工業 杉本　直美 福知山市大江町天田内１６９－１ 法面処理 B 

杉本工業 杉本　直美 福知山市大江町天田内１６９－１ 管 B 

杉本工業 杉本　直美 福知山市大江町天田内１６９－１ 水道施設 B 

杉本工業 杉本　直美 福知山市大江町天田内１６９－１ 解　　体 B 

世紀建設株式会社 前田　義晴 福知山市字猪崎小字沼口１３６４－１ 土木一式 A1

世紀建設株式会社 前田　義晴 福知山市字猪崎小字沼口１３６４－１ 建築一式 B 
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世紀建設株式会社 前田　義晴 福知山市字猪崎小字沼口１３６４－１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

世紀建設株式会社 前田　義晴 福知山市字猪崎小字沼口１３６４－１ 舗　　装 B 

株式会社セイデンテクノ 吉田　政浩 福知山市駅南町三丁目９９番地 電　　気 A 

株式会社西部建設 文山　秀朗 福知山市字興３８８番地の２ 土木一式 A 

株式会社西部建設 文山　秀朗 福知山市字興３８８番地の２ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社西部建設 文山　秀朗 福知山市字興３８８番地の２ 法面処理 B 

株式会社西部建設 文山　秀朗 福知山市字興３８８番地の２ 舗　　装 A 

株式会社西部建設 文山　秀朗 福知山市字興３８８番地の２ 塗　　装 B 

株式会社西部建設 文山　秀朗 福知山市字興３８８番地の２ 水道施設 B 

株式会社西部建設 文山　秀朗 福知山市字興３８８番地の２ 解　　体 A 

セイリョウ建設株式会社 秋本　雅史 福知山市字堀２６００番地の８ 土木一式 A1

セイリョウ建設株式会社 秋本　雅史 福知山市字堀２６００番地の８ 建築一式 A1

セイリョウ建設株式会社 秋本　雅史 福知山市字堀２６００番地の８ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

セイリョウ建設株式会社 秋本　雅史 福知山市字堀２６００番地の８ 石 A 

セイリョウ建設株式会社 秋本　雅史 福知山市字堀２６００番地の８ 管 A 

セイリョウ建設株式会社 秋本　雅史 福知山市字堀２６００番地の８ 舗　　装 A 

セイリョウ建設株式会社 秋本　雅史 福知山市字堀２６００番地の８ 造　　園 A 

セイリョウ建設株式会社 秋本　雅史 福知山市字堀２６００番地の８ 水道施設 A 

セイリョウ建設株式会社 秋本　雅史 福知山市字堀２６００番地の８ 解　　体 A 

積水ハウス株式会社 仲井　嘉浩 大阪市北区大淀中一丁目１番８８号 積水ハウス株式会社近畿西支店 木村　勲 福知山市厚東町２番地 建築一式 A1

瀬戸内建設工業株式会社 田坂　享洋 福知山市字天田３８６番地の２ 土木一式 A 

瀬戸内建設工業株式会社 田坂　享洋 福知山市字天田３８６番地の２ 建築一式 B 

瀬戸内建設工業株式会社 田坂　享洋 福知山市字天田３８６番地の２ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

瀬戸内建設工業株式会社 田坂　享洋 福知山市字天田３８６番地の２ 法面処理 B 

瀬戸内建設工業株式会社 田坂　享洋 福知山市字天田３８６番地の２ 舗　　装 A 

瀬戸内建設工業株式会社 田坂　享洋 福知山市字天田３８６番地の２ 水道施設 A 

瀬戸内建設工業株式会社 田坂　享洋 福知山市字天田３８６番地の２ 解　　体 B 

創生建設株式会社 林田　昌芳 福知山市大江町河守小字宮川２番地 土木一式 A1

創生建設株式会社 林田　昌芳 福知山市大江町河守小字宮川２番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

創生建設株式会社 林田　昌芳 福知山市大江町河守小字宮川２番地 法面処理 A 

創生建設株式会社 林田　昌芳 福知山市大江町河守小字宮川２番地 舗　　装 A 

創生建設株式会社 林田　昌芳 福知山市大江町河守小字宮川２番地 水道施設 A 

創生建設株式会社 林田　昌芳 福知山市大江町河守小字宮川２番地 解　　体 A 

曾根電工株式会社 曾根  雄介 福知山市字牧１３３９－４ 土木一式 A 

曾根電工株式会社 曾根  雄介 福知山市字牧１３３９－４ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

曾根電工株式会社 曾根  雄介 福知山市字牧１３３９－４ 電　　気 A 

太陽工業株式会社 田中　幹人 福知山市岩井東町５９－１ 土木一式 B 

太陽工業株式会社 田中　幹人 福知山市岩井東町５９－１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

太陽工業株式会社 田中　幹人 福知山市岩井東町５９－１ 鋼構造物 C 

太陽工業株式会社 田中　幹人 福知山市岩井東町５９－１ 舗　　装 C 

太陽工業株式会社 田中　幹人 福知山市岩井東町５９－１ 塗　　装 B 

有限会社高石建設 高石　奉和 福知山市字土３－７４ 土木一式 B 

高岡管工 高岡　正秀 福知山市字堀１２７０－２ 管 C 

株式会社高尾組 髙尾　浩徳 福知山市夜久野町井田７３９番地 土木一式 A1

株式会社高尾組 髙尾　浩徳 福知山市夜久野町井田７３９番地 建築一式 B 

株式会社高尾組 髙尾　浩徳 福知山市夜久野町井田７３９番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社高尾組 髙尾　浩徳 福知山市夜久野町井田７３９番地 管 A 

株式会社高尾組 髙尾　浩徳 福知山市夜久野町井田７３９番地 舗　　装 A 

株式会社高尾組 髙尾　浩徳 福知山市夜久野町井田７３９番地 造　　園 A 
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株式会社高尾組 髙尾　浩徳 福知山市夜久野町井田７３９番地 水道施設 A 

株式会社高尾組 髙尾　浩徳 福知山市夜久野町井田７３９番地 解　　体 A 

有限会社高澤建設 高澤　明弘 福知山市字土８５－９ 建築一式 B 

株式会社高見組 高橋　智哉 福知山市字天田３１番地の１ 土木一式 A1

株式会社高見組 高橋　智哉 福知山市字天田３１番地の１ 建築一式 A1

株式会社高見組 高橋　智哉 福知山市字天田３１番地の１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社高見組 高橋　智哉 福知山市字天田３１番地の１ 管 A 

株式会社高見組 高橋　智哉 福知山市字天田３１番地の１ 舗　　装 A 

株式会社高見組 高橋　智哉 福知山市字天田３１番地の１ 機械器具設置 A 

株式会社高見組 高橋　智哉 福知山市字天田３１番地の１ 水道施設 A 

株式会社高見組 高橋　智哉 福知山市字天田３１番地の１ 解　　体 A 

タキノデンキ株式会社 滝野　ゆかり 福知山市大江町河守７４７番地の３ 土木一式 B 

タキノデンキ株式会社 滝野　ゆかり 福知山市大江町河守７４７番地の３ 電　　気 A 

タキノデンキ株式会社 滝野　ゆかり 福知山市大江町河守７４７番地の３ 管 A 

タキノデンキ株式会社 滝野　ゆかり 福知山市大江町河守７４７番地の３ 機械器具設置 B 

タキノデンキ株式会社 滝野　ゆかり 福知山市大江町河守７４７番地の３ 水道施設 A 

株式会社拓一工業 中村　肇 福知山市字長田７０２番地の２ 土木一式 B 

株式会社拓一工業 中村　肇 福知山市字長田７０２番地の２ 舗　　装 B 

株式会社タクラ 田倉　徹也 福知山市厚中町２１８番地 建築一式 B 

株式会社タクラ 田倉　徹也 福知山市厚中町２１８番地 内装仕上 A 

株式会社竜城工務店 芦田　克弘 京都府福知山市字堀２３０４番地の２ 土木一式 A 

株式会社竜城工務店 芦田　克弘 京都府福知山市字堀２３０４番地の２ 建築一式 B 

株式会社竜城工務店 芦田　克弘 京都府福知山市字堀２３０４番地の２ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社竜城工務店 芦田　克弘 京都府福知山市字堀２３０４番地の２ 舗　　装 A 

株式会社竜城工務店 芦田　克弘 京都府福知山市字堀２３０４番地の２ 解　　体 B 

竜進工業 植村　雄一郎 福知山市字猪崎小字東４４４－４ 土木一式 C 

有限会社田中組 田中  悦博 福知山市字内記６丁目９１番地の２４ 土木一式 B 

株式会社田中工務店 柿野　剛清 舞鶴市字倉谷１０１６ 株式会社田中工務店福知山営業所 稲田　康雄 京都府福知山市前田新町２－２０ 土木一式 A1

株式会社田中工務店 柿野　剛清 舞鶴市字倉谷１０１６ 株式会社田中工務店福知山営業所 稲田　康雄 京都府福知山市前田新町２－２０ 舗　　装 A 

株式会社田中工務店 柿野　剛清 舞鶴市字倉谷１０１６ 株式会社田中工務店福知山営業所 稲田　康雄 京都府福知山市前田新町２－２０ 水道施設 A 

株式会社田中工務店 柿野　剛清 舞鶴市字倉谷１０１６ 株式会社田中工務店福知山営業所 稲田　康雄 京都府福知山市前田新町２－２０ 解　　体 A 

田渕建設株式会社 田淵　輝道 福知山市字前田１４０６番地 土木一式 B 

田渕建設株式会社 田淵　輝道 福知山市字前田１４０６番地 建築一式 B 

田渕建設株式会社 田淵　輝道 福知山市字前田１４０６番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

玉井建設株式会社 玉井　康義 宇治市宇治宇文字１７番地の７ 玉井建設株式会社福知山営業所 大山　勇一 福知山市字堀小字馬場２５５６－３－２０１号 土木一式 A1

玉井建設株式会社 玉井　康義 宇治市宇治宇文字１７番地の７ 玉井建設株式会社福知山営業所 大山　勇一 福知山市字堀小字馬場２５５６－３－２０１号 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

玉井建設株式会社 玉井　康義 宇治市宇治宇文字１７番地の７ 玉井建設株式会社福知山営業所 大山　勇一 福知山市字堀小字馬場２５５６－３－２０１号 舗　　装 A 

玉井建設株式会社 玉井　康義 宇治市宇治宇文字１７番地の７ 玉井建設株式会社福知山営業所 大山　勇一 福知山市字堀小字馬場２５５６－３－２０１号 水道施設 A 

玉井建設株式会社 玉井　康義 宇治市宇治宇文字１７番地の７ 玉井建設株式会社福知山営業所 大山　勇一 福知山市字堀小字馬場２５５６－３－２０１号 解　　体 A 

株式会社丹新ビルサービス 新庄　昭仁 福知山市東羽合町１６４番地 電　　気 B 

株式会社丹新ビルサービス 新庄　昭仁 福知山市東羽合町１６４番地 管 B 

株式会社丹新ビルサービス 新庄　昭仁 福知山市東羽合町１６４番地 消防施設 B 

但南建設株式会社 衣川　義弘 朝来市山東町滝田１４８番地の１ 但南建設株式会社福知山支店 米田　和弘 福知山市字荒河１２番地の３８ 土木一式 A1

但南建設株式会社 衣川　義弘 朝来市山東町滝田１４８番地の１ 但南建設株式会社福知山支店 米田　和弘 福知山市字荒河１２番地の３８ 建築一式 A1

但南建設株式会社 衣川　義弘 朝来市山東町滝田１４８番地の１ 但南建設株式会社福知山支店 米田　和弘 福知山市字荒河１２番地の３８ 大　　工 A 

但南建設株式会社 衣川　義弘 朝来市山東町滝田１４８番地の１ 但南建設株式会社福知山支店 米田　和弘 福知山市字荒河１２番地の３８ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

但南建設株式会社 衣川　義弘 朝来市山東町滝田１４８番地の１ 但南建設株式会社福知山支店 米田　和弘 福知山市字荒河１２番地の３８ 管 A 

但南建設株式会社 衣川　義弘 朝来市山東町滝田１４８番地の１ 但南建設株式会社福知山支店 米田　和弘 福知山市字荒河１２番地の３８ 鋼構造物 A 

但南建設株式会社 衣川　義弘 朝来市山東町滝田１４８番地の１ 但南建設株式会社福知山支店 米田　和弘 福知山市字荒河１２番地の３８ 舗　　装 A 
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但南建設株式会社 衣川　義弘 朝来市山東町滝田１４８番地の１ 但南建設株式会社福知山支店 米田　和弘 福知山市字荒河１２番地の３８ 解　　体 A 

大栄工業株式会社 角井　俊一 福知山市字天田８４８－３ 土木一式 A1

大栄工業株式会社 角井　俊一 福知山市字天田８４８－３ 建築一式 A 

大栄工業株式会社 角井　俊一 福知山市字天田８４８－３ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

大栄工業株式会社 角井　俊一 福知山市字天田８４８－３ 管 A 

大栄工業株式会社 角井　俊一 福知山市字天田８４８－３ 舗　　装 A 

大栄工業株式会社 角井　俊一 福知山市字天田８４８－３ 造　　園 A 

大栄工業株式会社 角井　俊一 福知山市字天田８４８－３ 水道施設 A 

大栄工業株式会社 角井　俊一 福知山市字天田８４８－３ 解　　体 A 

大永産業株式会社 西山　永久 福知山市三和町菟原中８４１番地の２ 土木一式 A 

大永産業株式会社 西山　永久 福知山市三和町菟原中８４１番地の２ 建築一式 B 

大永産業株式会社 西山　永久 福知山市三和町菟原中８４１番地の２ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

大永産業株式会社 西山　永久 福知山市三和町菟原中８４１番地の２ 石 B 

大永産業株式会社 西山　永久 福知山市三和町菟原中８４１番地の２ 屋　　根 B 

大永産業株式会社 西山　永久 福知山市三和町菟原中８４１番地の２ 管 B 

大永産業株式会社 西山　永久 福知山市三和町菟原中８４１番地の２ 舗　　装 B 

大永産業株式会社 西山　永久 福知山市三和町菟原中８４１番地の２ 防　　水 B 

大永産業株式会社 西山　永久 福知山市三和町菟原中８４１番地の２ 造　　園 B 

大永産業株式会社 西山　永久 福知山市三和町菟原中８４１番地の２ 水道施設 A 

大永産業株式会社 西山　永久 福知山市三和町菟原中８４１番地の２ 解　　体 B 

有限会社ＤＡＩＣＨＩ建設 片山　大地 福知山市字堀小字今宮２６７１番地 土木一式 B 

有限会社ＤＡＩＣＨＩ建設 片山　大地 福知山市字堀小字今宮２６７１番地 舗　　装 C 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 土木一式 A1

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 プレストレスト A 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 建築一式 A1

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 法面処理 A 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 屋　　根 A 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 鋼構造物 A 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 鋼橋上部 A 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 舗　　装 A 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 塗　　装 A 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 防　　水 A 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 内装仕上 A 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 建　　具　 A 

大鉄工業株式会社 荻野　浩平 大阪市淀川区西中島３－９－１５ 大鉄工業株式会社福知山支店 門脇　政嗣 福知山市駅南町２丁目１３２番地 解　　体 A 

大立工業株式会社 大槻　喬規 福知山市字立原４３番地の１ 土木一式 A1

大立工業株式会社 大槻　喬規 福知山市字立原４３番地の１ 建築一式 A1

大立工業株式会社 大槻　喬規 福知山市字立原４３番地の１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

大立工業株式会社 大槻　喬規 福知山市字立原４３番地の１ 法面処理 A 

大立工業株式会社 大槻　喬規 福知山市字立原４３番地の１ 管 A 

大立工業株式会社 大槻　喬規 福知山市字立原４３番地の１ 舗　　装 A 

大立工業株式会社 大槻　喬規 福知山市字立原４３番地の１ 水道施設 A 

大立工業株式会社 大槻　喬規 福知山市字立原４３番地の１ 解　　体 A 

中丹住工株式会社 原　和典 福知山市字猪崎１４０２番地３５ 土木一式 B 

中丹住工株式会社 原　和典 福知山市字猪崎１４０２番地３５ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

中丹住工株式会社 原　和典 福知山市字猪崎１４０２番地３５ 解　　体 C 

月御工業 西山　広三 福知山市字前田１６８３番地の１ 土木一式 B 

月御工業 西山　広三 福知山市字前田１６８３番地の１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 
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月御工業 西山　広三 福知山市字前田１６８３番地の１ 舗　　装 B 

株式会社テクノ創建 大槻　勝成 福知山市字長田２７５６番地の３ 土木一式 A 

株式会社テクノ創建 大槻　勝成 福知山市字長田２７５６番地の３ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社テクノ創建 大槻　勝成 福知山市字長田２７５６番地の３ 舗　　装 B 

株式会社テクノ創建 大槻　勝成 福知山市字長田２７５６番地の３ 水道施設 A 

株式会社都一 川島　一弘 福知山市内記一丁目４２番地の８ 建築一式 C 

株式会社都一 川島　一弘 福知山市内記一丁目４２番地の８ 鋼構造物 B 

株式会社トミタ 呉　徳伊 福知山市字長田小字木戸１０４番地３ 土木一式 B 

株式会社トミタ 呉　徳伊 福知山市字長田小字木戸１０４番地３ 建築一式 B 

株式会社トミタ 呉　徳伊 福知山市字長田小字木戸１０４番地３ 解　　体 B 

トミタ環境株式会社 城山　恵二 宮津市字波路８２６ トミタ環境株式会社福知山営業所 池田　英夫 福知山市字長田２０８－４１ 土木一式 B 

トミタ環境株式会社 城山　恵二 宮津市字波路８２６ トミタ環境株式会社福知山営業所 池田　英夫 福知山市字長田２０８－４１ 管 A 

中小路建設株式会社 横山　清子 福知山市字立原１３番地 土木一式 A 

中小路建設株式会社 横山　清子 福知山市字立原１３番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

中小路建設株式会社 横山　清子 福知山市字立原１３番地 舗　　装 B 

南陵工業株式会社 大槻　重德 福知山市字堀小字上高田２１４０ 土木一式 B 

南陵工業株式会社 大槻　重德 福知山市字堀小字上高田２１４０ 管 A 

南陵工業株式会社 大槻　重德 福知山市字堀小字上高田２１４０ 舗　　装 A 

南陵工業株式会社 大槻　重德 福知山市字堀小字上高田２１４０ 水道施設 A 

西田工業株式会社 西田　吉宏 福知山市字天田小字犬丸１３１番地の１ 土木一式 A1

西田工業株式会社 西田　吉宏 福知山市字天田小字犬丸１３１番地の１ 建築一式 A1

西田工業株式会社 西田　吉宏 福知山市字天田小字犬丸１３１番地の１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

西田工業株式会社 西田　吉宏 福知山市字天田小字犬丸１３１番地の１ 舗　　装 A 

西田工業株式会社 西田　吉宏 福知山市字天田小字犬丸１３１番地の１ 水道施設 A 

西田工業株式会社 西田　吉宏 福知山市字天田小字犬丸１３１番地の１ 解　　体 A 

株式会社西日本エスエスシー 加藤　晋吾 福知山市問屋町２０番地の８ 建築一式 B 

株式会社西日本エスエスシー 加藤　晋吾 福知山市問屋町２０番地の８ 造　　園 B 

株式会社西日本エスエスシー 加藤　晋吾 福知山市問屋町２０番地の８ 消防施設 B 

株式会社ニチゾウテック 柴田　弘 大阪市大正区鶴町二丁目１５－２６ 株式会社ニチゾウテック福知山事業所 柴原　幸仁 福知山市字長田小字宿７５－３ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社ニチゾウテック 柴田　弘 大阪市大正区鶴町二丁目１５－２６ 株式会社ニチゾウテック福知山事業所 柴原　幸仁 福知山市字長田小字宿７５－３ 電　　気 A 

株式会社ニチゾウテック 柴田　弘 大阪市大正区鶴町二丁目１５－２６ 株式会社ニチゾウテック福知山事業所 柴原　幸仁 福知山市字長田小字宿７５－３ 管 A 

株式会社ニチゾウテック 柴田　弘 大阪市大正区鶴町二丁目１５－２６ 株式会社ニチゾウテック福知山事業所 柴原　幸仁 福知山市字長田小字宿７５－３ 鋼構造物 A 

株式会社ニチゾウテック 柴田　弘 大阪市大正区鶴町二丁目１５－２６ 株式会社ニチゾウテック福知山事業所 柴原　幸仁 福知山市字長田小字宿７５－３ 塗　　装 A 

株式会社ニチゾウテック 柴田　弘 大阪市大正区鶴町二丁目１５－２６ 株式会社ニチゾウテック福知山事業所 柴原　幸仁 福知山市字長田小字宿７５－３ 水道施設 A 

日産工業株式会社 西　克裕喜 福知山市字新庄渕ノ上７３４番地の１ 土木一式 B 

日産工業株式会社 西　克裕喜 福知山市字新庄渕ノ上７３４番地の１ 建築一式 A 

株式会社日商建材 深江　仁志 京都市南区吉祥院西ノ庄渕ノ西町３５番地 株式会社日商建材福知山支店 深江　公司 福知山市土師新町一丁目１５７番地 屋　　根 A 

株式会社日商建材 深江　仁志 京都市南区吉祥院西ノ庄渕ノ西町３５番地 株式会社日商建材福知山支店 深江　公司 福知山市土師新町一丁目１５７番地 塗　　装 A 

株式会社日商建材 深江　仁志 京都市南区吉祥院西ノ庄渕ノ西町３５番地 株式会社日商建材福知山支店 深江　公司 福知山市土師新町一丁目１５７番地 防　　水 A 

株式会社日商建材 深江　仁志 京都市南区吉祥院西ノ庄渕ノ西町３５番地 株式会社日商建材福知山支店 深江　公司 福知山市土師新町一丁目１５７番地 内装仕上 B 

株式会社能見土建 曾根  有策 福知山市字雲原１９４番地 土木一式 A1

株式会社能見土建 曾根  有策 福知山市字雲原１９４番地 建築一式 B 

株式会社能見土建 曾根  有策 福知山市字雲原１９４番地 舗　　装 A 

株式会社能見土建 曾根  有策 福知山市字雲原１９４番地 水道施設 A 

株式会社能見土建 曾根  有策 福知山市字雲原１９４番地 解　　体 A 

野口建設 野口　昌彰 福知山市字前田１１１３番地 土木一式 B 

橋本工業株式会社 橋本　良一 福知山市字土１１１７番地の２８７ 建築一式 A1

パナソニック電材京都株式会社 白石　好範 京都市南区吉祥院西ノ庄西中町４６－２ パナソニック電材京都株式会社福知山営業所 藤田　雄一 福知山市厚中町１９７番地 消防施設 B 

有限会社ヒカワ 日川　有広 福知山市字堀１７１４番地の１ 土木一式 B 
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有限会社ヒカワ 日川　有広 福知山市字堀１７１４番地の１ 建築一式 B 

有限会社ヒカワ 日川　有広 福知山市字堀１７１４番地の１ 管 B 

有限会社ヒカワ 日川　有広 福知山市字堀１７１４番地の１ 水道施設 C 

ヒガシ・エンタープライズ株式会社 伊東　佑哉 福知山市厚東町１４５番地の２ 土木一式 A 

ヒガシ・エンタープライズ株式会社 伊東　佑哉 福知山市厚東町１４５番地の２ 建築一式 B 

ヒガシ・エンタープライズ株式会社 伊東　佑哉 福知山市厚東町１４５番地の２ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

ヒガシ・エンタープライズ株式会社 伊東　佑哉 福知山市厚東町１４５番地の２ 法面処理 A 

ヒガシ・エンタープライズ株式会社 伊東　佑哉 福知山市厚東町１４５番地の２ 舗　　装 B 

日吉電機株式会社 吉田　徹平 福知山市字堀１９７１番地の２ 電　　気 B 

日吉電機株式会社 吉田　徹平 福知山市字堀１９７１番地の２ 管 A 

日吉電機株式会社 吉田　徹平 福知山市字堀１９７１番地の２ 機械器具設置 A 

広瀬産業株式会社 廣瀨　秀隆 福知山市石原二丁目３８番地 建築一式 B 

福井建設株式会社 福井　美樹男 兵庫県養父市薮崎１６６番地 福井建設株式会社福知山支店 堀　勝治 福知山市末広町６－４ 土木一式 A1

福井建設株式会社 福井　美樹男 兵庫県養父市薮崎１６６番地 福井建設株式会社福知山支店 堀　勝治 福知山市末広町６－４ 建築一式 A1

福井建設株式会社 福井　美樹男 兵庫県養父市薮崎１６６番地 福井建設株式会社福知山支店 堀　勝治 福知山市末広町６－４ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

福井建設株式会社 福井　美樹男 兵庫県養父市薮崎１６６番地 福井建設株式会社福知山支店 堀　勝治 福知山市末広町６－４ 法面処理 A 

福井建設株式会社 福井　美樹男 兵庫県養父市薮崎１６６番地 福井建設株式会社福知山支店 堀　勝治 福知山市末広町６－４ 舗　　装 A 

福井建設株式会社 福井　美樹男 兵庫県養父市薮崎１６６番地 福井建設株式会社福知山支店 堀　勝治 福知山市末広町６－４ 塗　　装 A 

福井建設株式会社 福井　美樹男 兵庫県養父市薮崎１６６番地 福井建設株式会社福知山支店 堀　勝治 福知山市末広町６－４ 防　　水 A 

福井建設株式会社 福井　美樹男 兵庫県養父市薮崎１６６番地 福井建設株式会社福知山支店 堀　勝治 福知山市末広町６－４ 解　　体 A 

福井土木株式会社 福井　忠俊 福知山市字岡ノ３２番地 土木一式 B 

福井土木株式会社 福井　忠俊 福知山市字岡ノ３２番地 建築一式 B 

福井土木株式会社 福井　忠俊 福知山市字岡ノ３２番地 舗　　装 B 

福井土木株式会社 福井　忠俊 福知山市字岡ノ３２番地 解　　体 B 

有限会社福環 角井　俊一 福知山市字天田８４８－２３ 土木一式 B 

株式会社福多電気商会 福多　弘祐 綾部市井倉町杉ノ木１２－１ 株式会社福多電気商会福知山営業所 吉田　薫 福知山市天田８４８番地３ 電　　気 A 

株式会社福多電気商会 福多　弘祐 綾部市井倉町杉ノ木１２－１ 株式会社福多電気商会福知山営業所 吉田　薫 福知山市天田８４８番地３ 機械器具設置 A 

株式会社福多電気商会 福多　弘祐 綾部市井倉町杉ノ木１２－１ 株式会社福多電気商会福知山営業所 吉田　薫 福知山市天田８４８番地３ 電気通信 A 

株式会社福多電気商会 福多　弘祐 綾部市井倉町杉ノ木１２－１ 株式会社福多電気商会福知山営業所 吉田　薫 福知山市天田８４８番地３ 消防施設 A 

株式会社福知山クリーンセンター 大西　満 福知山市字牧小字神谷１３０３－４ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

福知山小谷産業株式会社 小谷　洪一 福知山市字荒河小字狭間４番地の３ 土木一式 B 

福知山小谷産業株式会社 小谷　洪一 福知山市字荒河小字狭間４番地の３ 建築一式 A 

福知山小谷産業株式会社 小谷　洪一 福知山市字荒河小字狭間４番地の３ 管 B 

株式会社福知山さく泉 大内　利典 福知山市字拝師１８４番地 土木一式 B 

株式会社福知山さく泉 大内　利典 福知山市字拝師１８４番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社福知山さく泉 大内　利典 福知山市字拝師１８４番地 法面処理 B 

株式会社福知山さく泉 大内　利典 福知山市字拝師１８４番地 さ　く　井 B 

福知山設備工業株式会社 西村　健 福知山市字荒河小字狭間４番地の３ 管 A 

福知山設備工業株式会社 西村　健 福知山市字荒河小字狭間４番地の３ 水道施設 B 

福知山電気株式会社 西村　一起 福知山市問屋町２７－５ 電　　気 A 

福知山電気株式会社 西村　一起 福知山市問屋町２７－５ 電気通信 A 

福知山電気株式会社 西村　一起 福知山市問屋町２７－５ 消防施設 A 

福知山ハウジング株式会社 鎌田  行雄 福知山市字荒河小字狭間４番地の３ 土木一式 B 

福知山ハウジング株式会社 鎌田  行雄 福知山市字荒河小字狭間４番地の３ 建築一式 B 

福知山ハウジング株式会社 鎌田  行雄 福知山市字荒河小字狭間４番地の３ 電　　気 B 

福知山木材株式会社 芦田　享子 福知山市末広町１丁目２８番地 建築一式 A 

福知山木材株式会社 芦田　享子 福知山市末広町１丁目２８番地 鋼構造物 A 

株式会社冨士興業 松田　一矢 福知山市字天田５０２番地１ 土木一式 A1

株式会社冨士興業 松田　一矢 福知山市字天田５０２番地１ 建築一式 A 
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株式会社冨士興業 松田　一矢 福知山市字天田５０２番地１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社冨士興業 松田　一矢 福知山市字天田５０２番地１ 管 A 

株式会社冨士興業 松田　一矢 福知山市字天田５０２番地１ 舗　　装 A 

株式会社冨士興業 松田　一矢 福知山市字天田５０２番地１ 水道施設 A 

株式会社冨士興業 松田　一矢 福知山市字天田５０２番地１ 解　　体 A 

フジタ建設株式会社 藤田　勉 福知山市字半田６６６番地の２ 土木一式 B 

有限会社藤本工業 藤本　敦志 福知山市字京１９番地 土木一式 A 

有限会社藤本工業 藤本　敦志 福知山市字京１９番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

有限会社藤本工業 藤本　敦志 福知山市字京１９番地 管 A 

有限会社藤本工業 藤本　敦志 福知山市字京１９番地 舗　　装 B 

有限会社藤本工業 藤本　敦志 福知山市字京１９番地 水道施設 A 

有限会社藤本工業 藤本　敦志 福知山市字京１９番地 解　　体 B 

株式会社ＢＬＵＥ　ＷＯＲＬＤ 矢野　栄治 福知山市長田野町三丁目１６番地９ 土木一式 A 

株式会社ＢＬＵＥ　ＷＯＲＬＤ 矢野　栄治 福知山市長田野町三丁目１６番地９ 建築一式 B 

株式会社ＢＬＵＥ　ＷＯＲＬＤ 矢野　栄治 福知山市長田野町三丁目１６番地９ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社ＢＬＵＥ　ＷＯＲＬＤ 矢野　栄治 福知山市長田野町三丁目１６番地９ 舗　　装 B 

株式会社ＢＬＵＥ　ＷＯＲＬＤ 矢野　栄治 福知山市長田野町三丁目１６番地９ 解　　体 B 

有限会社ベストリビング 関　佳津行 福知山市字長田４６８９番地の８ 建築一式 C 

有限会社ベストリビング 関　佳津行 福知山市字長田４６８９番地の８ 電　　気 C 

有限会社ベストリビング 関　佳津行 福知山市字長田４６８９番地の８ 管 B 

北陵興業株式会社 木下　賢一郎 福知山市厚東町１７０ 土木一式 A1

北陵興業株式会社 木下　賢一郎 福知山市厚東町１７０ 建築一式 B 

北陵興業株式会社 木下　賢一郎 福知山市厚東町１７０ 電　　気 A 

北陵興業株式会社 木下　賢一郎 福知山市厚東町１７０ 管 A 

北陵興業株式会社 木下　賢一郎 福知山市厚東町１７０ 舗　　装 A 

北陵興業株式会社 木下　賢一郎 福知山市厚東町１７０ 造　　園 A 

株式会社細見組 細見　昌嗣 福知山市字堀１６８６番地 土木一式 B 

株式会社細見組 細見　昌嗣 福知山市字堀１６８６番地 建築一式 B 

株式会社細見工業 細見　隆一 福知山市三和町菟原下９４－６ 土木一式 B 

株式会社細見工業 細見　隆一 福知山市三和町菟原下９４－６ 建築一式 B 

株式会社細見工業 細見　隆一 福知山市三和町菟原下９４－６ 舗　　装 B 

株式会社細見工業 細見　隆一 福知山市三和町菟原下９４－６ 水道施設 B 

株式会社細見工業 細見　隆一 福知山市三和町菟原下９４－６ 解　　体 B 

ホソミデンキ 細見　忠則 福知山市字堀１４５４番地 電　　気 C 

ホソミデンキ 細見　忠則 福知山市字堀１４５４番地 管 C 

株式会社堀通信 堀　智章 福知山市字天田３９１番地の乙 電　　気 A 

株式会社堀通信 堀　智章 福知山市字天田３９１番地の乙 電気通信 A 

前田工業株式会社 前田　秀和 福知山市字岩井小字大津江８５番地の２０ 土木一式 A1

前田工業株式会社 前田　秀和 福知山市字岩井小字大津江８５番地の２０ 建築一式 A1

前田工業株式会社 前田　秀和 福知山市字岩井小字大津江８５番地の２０ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

前田工業株式会社 前田　秀和 福知山市字岩井小字大津江８５番地の２０ 舗　　装 A 

前田工業株式会社 前田　秀和 福知山市字岩井小字大津江８５番地の２０ 水道施設 A 

前田工業株式会社 前田　秀和 福知山市字岩井小字大津江８５番地の２０ 解　　体 A 

株式会社前田産業 前田　修司 福知山市字田和１０ 土木一式 B 

前橋工業株式会社 前橋　新士 福知山市字上小田４７３番地の１ 機械器具設置 B 

株式会社誠工務店 足立　誠 福知山市字堀２９５３番地サンライズビル２階 土木一式 C 

株式会社誠工務店 足立　誠 福知山市字堀２９５３番地サンライズビル２階 建築一式 C 

株式会社誠工務店 足立　誠 福知山市字堀２９５３番地サンライズビル２階 石 C 

株式会社誠工務店 足立　誠 福知山市字堀２９５３番地サンライズビル２階 鋼構造物 C 
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株式会社誠工務店 足立　誠 福知山市字堀２９５３番地サンライズビル２階 舗　　装 C 

株式会社誠工務店 足立　誠 福知山市字堀２９５３番地サンライズビル２階 しゅんせつ C 

株式会社誠工務店 足立　誠 福知山市字堀２９５３番地サンライズビル２階 塗　　装 C 

株式会社誠工務店 足立　誠 福知山市字堀２９５３番地サンライズビル２階 水道施設 C 

真下塗装工業有限会社 今井　一志 福知山市字拝師２５５番地の２ 塗　　装 A 

松崎建設株式会社 松崎　晴彦 福知山市夜久野町平野１０２０－１ 土木一式 A 

松崎建設株式会社 松崎　晴彦 福知山市夜久野町平野１０２０－１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

松崎建設株式会社 松崎　晴彦 福知山市夜久野町平野１０２０－１ 法面処理 B 

松崎建設株式会社 松崎　晴彦 福知山市夜久野町平野１０２０－１ 管 B 

松崎建設株式会社 松崎　晴彦 福知山市夜久野町平野１０２０－１ 舗　　装 B 

松崎建設株式会社 松崎　晴彦 福知山市夜久野町平野１０２０－１ 水道施設 B 

松崎建設株式会社 松崎　晴彦 福知山市夜久野町平野１０２０－１ 解　　体 B 

株式会社松村組 村上　修 大阪市北区天満一丁目３番２１号 株式会社松村組福知山営業所 堀江　弘彦 福知山市内記６丁目２２番地 建築一式 A1

株式会社松村組 村上　修 大阪市北区天満一丁目３番２１号 株式会社松村組福知山営業所 堀江　弘彦 福知山市内記６丁目２２番地 大　　工 A 

株式会社松村組 村上　修 大阪市北区天満一丁目３番２１号 株式会社松村組福知山営業所 堀江　弘彦 福知山市内記６丁目２２番地 屋　　根 A 

株式会社松村組 村上　修 大阪市北区天満一丁目３番２１号 株式会社松村組福知山営業所 堀江　弘彦 福知山市内記６丁目２２番地 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ A 

株式会社松村組 村上　修 大阪市北区天満一丁目３番２１号 株式会社松村組福知山営業所 堀江　弘彦 福知山市内記６丁目２２番地 内装仕上 A 

松本鋼機株式会社 藤尾　昌義 神戸市兵庫区湊町１丁目８８番地の１ 松本鋼機株式会社北近畿支店 高階　雅彦 福知山市土師宮町１丁目１０１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

松本鋼機株式会社 藤尾　昌義 神戸市兵庫区湊町１丁目８８番地の１ 松本鋼機株式会社北近畿支店 高階　雅彦 福知山市土師宮町１丁目１０１ 法面処理 A 

株式会社丸協 藤居　敏之 福知山市字上小田１３９７ 土木一式 A 

株式会社丸協 藤居　敏之 福知山市字上小田１３９７ 建築一式 B 

株式会社丸協 藤居　敏之 福知山市字上小田１３９７ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社丸協 藤居　敏之 福知山市字上小田１３９７ 法面処理 A 

株式会社丸協 藤居　敏之 福知山市字上小田１３９７ 石 B 

株式会社丸協 藤居　敏之 福知山市字上小田１３９７ 舗　　装 B 

株式会社丸協 藤居　敏之 福知山市字上小田１３９７ 解　　体 A 

水間工業株式会社 水間　正人 福知山市夕陽が丘７４番地 土木一式 B 

水間工業株式会社 水間　正人 福知山市夕陽が丘７４番地 舗　　装 B 

ミツワ建設株式会社 芦田　正道 福知山市石原５丁目２９０ 土木一式 B 

ミツワ建設株式会社 芦田　正道 福知山市石原５丁目２９０ 建築一式 B 

ミツワ建設株式会社 芦田　正道 福知山市石原５丁目２９０ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

株式会社ミノベ 水口　直樹 福知山市荒河新町１０３番地 土木一式 A 

株式会社ミノベ 水口　直樹 福知山市荒河新町１０３番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社ミノベ 水口　直樹 福知山市荒河新町１０３番地 舗　　装 A 

株式会社ミノベ 水口　直樹 福知山市荒河新町１０３番地 水道施設 B 

三和建設工業株式会社 安谷　清春 福知山市三和町千束５０２番地 土木一式 A 

三和建設工業株式会社 安谷　清春 福知山市三和町千束５０２番地 建築一式 B 

三和建設工業株式会社 安谷　清春 福知山市三和町千束５０２番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

三和建設工業株式会社 安谷　清春 福知山市三和町千束５０２番地 舗　　装 A 

三和建設工業株式会社 安谷　清春 福知山市三和町千束５０２番地 水道施設 A 

メイコー建設株式会社 坂本　浩一 福知山市駒場新町一丁目２９番地 土木一式 A1

メイコー建設株式会社 坂本　浩一 福知山市駒場新町一丁目２９番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

メイコー建設株式会社 坂本　浩一 福知山市駒場新町一丁目２９番地 舗　　装 A 

メイコー建設株式会社 坂本　浩一 福知山市駒場新町一丁目２９番地 水道施設 B 

森下建設株式会社 森下　時彦 福知山市字猪崎１４０２番地の３２ 土木一式 A1

森下建設株式会社 森下　時彦 福知山市字猪崎１４０２番地の３２ 建築一式 A1

森下電設工業 森下　徳雄 福知山市字長田１１７９番地の５ 電　　気 B 

株式会社森田建設 森田　雄二 福知山市字榎原２０４３番地の１ 土木一式 A 

株式会社森田工務店 足立　信二 兵庫県丹波市氷上町横田５８４－５ 株式会社森田工務店福知山支店 足立　宏樹 福知山市篠尾新町２－７５－２ 建築一式 A1
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森電気工業株式会社 森　政博 京丹後市網野町島津２９６１番地 森電気工業株式会社福知山営業所 中川　啓 福知山市問屋町１－２ 電　　気 A 

森電気工業株式会社 森　政博 京丹後市網野町島津２９６１番地 森電気工業株式会社福知山営業所 中川　啓 福知山市問屋町１－２ 電気通信 A 

森電気工業株式会社 森　政博 京丹後市網野町島津２９６１番地 森電気工業株式会社福知山営業所 中川　啓 福知山市問屋町１－２ 消防施設 A 

夜久野土木企業組合 中村　敏昭 福知山市夜久野町板生２６９７－２ 土木一式 A 

夜久野土木企業組合 中村　敏昭 福知山市夜久野町板生２６９７－２ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

夜久野土木企業組合 中村　敏昭 福知山市夜久野町板生２６９７－２ 法面処理 B 

夜久野土木企業組合 中村　敏昭 福知山市夜久野町板生２６９７－２ 解　　体 B 

株式会社安谷組 安谷　一秀 京都府船井郡京丹波町和田寺谷７番地１ 株式会社安谷組福知山支店 安谷　かなや 福知山市三和町千束５０２番地 土木一式 A1

株式会社安谷組 安谷　一秀 京都府船井郡京丹波町和田寺谷７番地１ 株式会社安谷組福知山支店 安谷　かなや 福知山市三和町千束５０２番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社安谷組 安谷　一秀 京都府船井郡京丹波町和田寺谷７番地１ 株式会社安谷組福知山支店 安谷　かなや 福知山市三和町千束５０２番地 法面処理 A 

株式会社安谷組 安谷　一秀 京都府船井郡京丹波町和田寺谷７番地１ 株式会社安谷組福知山支店 安谷　かなや 福知山市三和町千束５０２番地 舗　　装 A 

株式会社安谷組 安谷　一秀 京都府船井郡京丹波町和田寺谷７番地１ 株式会社安谷組福知山支店 安谷　かなや 福知山市三和町千束５０２番地 水道施設 B 

山喜エンジニアリング株式会社 竹下　康樹 福知山市字観音寺２３８－１ 電　　気 B 

山喜エンジニアリング株式会社 竹下　康樹 福知山市字観音寺２３８－１ 機械器具設置 B 

山下住建有限会社 山下　幸夫 福知山市字上小田６６９ 建築一式 C 

山下住建有限会社 山下　幸夫 福知山市字上小田６６９ 大　　工 C 

山下電工株式会社 山下　正章 福知山市字堀３３８２番地の９７ 電　　気 B 

株式会社山寅組 井上　敏 京丹後市峰山町安２０４－７ 株式会社山寅組福知山支店 桐村　俊昭 福知山市篠尾１３７番の６ 土木一式 A1

株式会社山寅組 井上　敏 京丹後市峰山町安２０４－７ 株式会社山寅組福知山支店 桐村　俊昭 福知山市篠尾１３７番の６ 建築一式 A1

株式会社山寅組 井上　敏 京丹後市峰山町安２０４－７ 株式会社山寅組福知山支店 桐村　俊昭 福知山市篠尾１３７番の６ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社山寅組 井上　敏 京丹後市峰山町安２０４－７ 株式会社山寅組福知山支店 桐村　俊昭 福知山市篠尾１３７番の６ 舗　　装 A 

株式会社山寅組 井上　敏 京丹後市峰山町安２０４－７ 株式会社山寅組福知山支店 桐村　俊昭 福知山市篠尾１３７番の６ 水道施設 A 

ユーアール株式会社 浦川　めぐみ 福知山市字堀２６９７番地１ 土木一式 C 

ユーアール株式会社 浦川　めぐみ 福知山市字堀２６９７番地１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

ユーアール株式会社 浦川　めぐみ 福知山市字堀２６９７番地１ 管 C 

ユーアール株式会社 浦川　めぐみ 福知山市字堀２６９７番地１ 舗　　装 C 

ユーアール株式会社 浦川　めぐみ 福知山市字堀２６９７番地１ 水道施設 C 

株式会社悠和建設 澤村　有輝 福知山市字天田小字西川９５番地の１ 土木一式 C 

株式会社悠和建設 澤村　有輝 福知山市字天田小字西川９５番地の１ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

株式会社悠和建設 澤村　有輝 福知山市字天田小字西川９５番地の１ 舗　　装 C 

株式会社悠和建設 澤村　有輝 福知山市字天田小字西川９５番地の１ 塗　　装 C 

株式会社悠和建設 澤村　有輝 福知山市字天田小字西川９５番地の１ 解　　体 C 

有限会社油利工務店 油利　英樹 福知山市大字報恩寺小字西左織８番地 建築一式 B 

株式会社油利総合設備 油利　広志 福知山市土師宮町１丁目１７９－５ 土木一式 A 

株式会社油利総合設備 油利　広志 福知山市土師宮町１丁目１７９－５ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

株式会社油利総合設備 油利　広志 福知山市土師宮町１丁目１７９－５ 管 A 

株式会社油利総合設備 油利　広志 福知山市土師宮町１丁目１７９－５ 舗　　装 B 

株式会社油利総合設備 油利　広志 福知山市土師宮町１丁目１７９－５ 水道施設 A 

株式会社油利総合設備 油利　広志 福知山市土師宮町１丁目１７９－５ 解　　体 B 

株式会社横田石材 横田　幸則 福知山市前田新町１８番地 土木一式 B 

株式会社横田石材 横田　幸則 福知山市前田新町１８番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ C 

株式会社横田石材 横田　幸則 福知山市前田新町１８番地 石 C 

株式会社横田石材 横田　幸則 福知山市前田新町１８番地 造　　園 C 

吉村工業株式会社 吉村　学 福知山市字猪崎１３７５番地 土木一式 A 

吉村工業株式会社 吉村　学 福知山市字猪崎１３７５番地 建築一式 B 

吉村工業株式会社 吉村　学 福知山市字猪崎１３７５番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

吉村工業株式会社 吉村　学 福知山市字猪崎１３７５番地 舗　　装 A 

吉村工業株式会社 吉村　学 福知山市字猪崎１３７５番地 水道施設 A 

吉村工業株式会社 吉村　学 福知山市字猪崎１３７５番地 解　　体 B 
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株式会社ヨネダ 米田　洋一 福知山市字堀小字道場２４３３番地 土木一式 A1

株式会社ヨネダ 米田　洋一 福知山市字堀小字道場２４３３番地 建築一式 A1

株式会社ヨネダ 米田　洋一 福知山市字堀小字道場２４３３番地 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ A 

株式会社ヨネダ 米田　洋一 福知山市字堀小字道場２４３３番地 屋　　根 A 

株式会社ヨネダ 米田　洋一 福知山市字堀小字道場２４３３番地 電　　気 A 

株式会社ヨネダ 米田　洋一 福知山市字堀小字道場２４３３番地 管 A 

株式会社ヨネダ 米田　洋一 福知山市字堀小字道場２４３３番地 舗　　装 A 

株式会社ヨネダ 米田　洋一 福知山市字堀小字道場２４３３番地 塗　　装 A 

株式会社ヨネダ 米田　洋一 福知山市字堀小字道場２４３３番地 内装仕上 A 

株式会社ヨネダ 米田　洋一 福知山市字堀小字道場２４３３番地 造　　園 A 

株式会社ヨネダ 米田　洋一 福知山市字堀小字道場２４３３番地 解　　体 A 

株式会社ライフライン 藤田　智 福知山市土師宮町二丁目１８７番地 管 B 

両丹管工事株式会社 田中　悟 福知山市字堀小字下高田２３３３－１ 土木一式 A 

両丹管工事株式会社 田中　悟 福知山市字堀小字下高田２３３３－１ 管 A 

両丹管工事株式会社 田中　悟 福知山市字堀小字下高田２３３３－１ 水道施設 A 

株式会社若松電業社 小林　進 福知山市土師宮町二丁目１００番地 電　　気 A 

渡辺建設株式会社 中井　美好 福知山市字常願寺８８６ 土木一式 A 

渡辺建設株式会社 中井　美好 福知山市字常願寺８８６ 建築一式 B 

渡辺建設株式会社 中井　美好 福知山市字常願寺８８６ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ B 

渡辺建設株式会社 中井　美好 福知山市字常願寺８８６ 管 B 

渡辺建設株式会社 中井　美好 福知山市字常願寺８８６ 舗　　装 A 

渡辺建設株式会社 中井　美好 福知山市字常願寺８８６ 造　　園 B 

渡辺建設株式会社 中井　美好 福知山市字常願寺８８６ 水道施設 A 

渡辺建設株式会社 中井　美好 福知山市字常願寺８８６ 解　　体 B 


