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00000083 舗装 1,453 A 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２-１ 舗 維 特舗

00000083 舗装 1,453 A 今井産業（株） 今井　久師 島根県江津市桜江町川戸４７２-１ 邑智支店 中村　義郎
島根県邑智郡邑南町中野２４２８-
４

舗 維 特舗

32002287 舗装 1,452 A 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

舗 維 特舗

00000297 舗装 1,451 A 松江土建（株） 川上　裕治 島根県松江市学園南２-３-５ 舗 維 特舗

32008077 舗装 1,350 A 日発工業（株） 藤岡　隆義 島根県松江市灘町１-４３ 舗 維 特舗

32008911 舗装 1,347 A 平井建設（株） 平井　徹 島根県安来市安来町７６３-３ 舗 維 特舗

32000393 舗装 1,345 A （株）毛利組 毛利　栄就 島根県浜田市熱田町１４６１ 舗 維 特舗

32000393 舗装 1,345 A （株）毛利組 毛利　栄就 島根県浜田市熱田町１４６１ 金城営業所 隅田　勝幸
島根県浜田市金城町七条イ９７１-
２３

舗 維 特舗

32004470 舗装 1,325 A 山陰建設工業（株） 磯田　真左一 島根県出雲市神西沖町２３３４-３ 舗 維 特舗

32001273 舗装 1,315 A 雲南建設（株） 常松　則義
島根県雲南市加茂町南加茂５５０
-１

舗 維 特舗

32000193 舗装 1,269 A 中国道路（株） 大畑　勉 島根県益田市大谷町３７-２ 舗 維

32002077 舗装 1,259 A ヒカワ工業（株） 福田　美樹 島根県出雲市斐川町沖洲９２２ 舗 維 特舗

32001186 舗装 1,256 A 東幸建設（株） 波多野　諭 島根県大田市大田町吉永１２６６ 舗 維 特舗

32001394 舗装 1,230 A （株）ダイニ 安達　稔 島根県出雲市高岡町１３４１ 舗 維 特舗

32002407 舗装 1,219 A 石成道路（株） 半田　弘運 島根県浜田市下府町３２７-７３ 舗 維 特舗

32000910 舗装 1,196 A （株）佐々木建設 佐々木　裕 島根県松江市八幡町８８３-２ 舗 維 特舗

32003635 舗装 1,190 A 山口建設（株） 山口　弥 島根県出雲市国富町７９７ 舗 維

32005058 舗装 1,167 A 第一建設（株） 佐藤　正明 島根県松江市西津田２-９-１２ 舗 維

32003318 舗装 1,164 A （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

舗 維 特舗

32002753 舗装 1,131 A （株）ナカサン 藤江　等 島根県出雲市知井宮町１番地 舗 維 特舗

32002896 舗装 1,122 A 昌和道路（株） 中谷　保宣
島根県鹿足郡津和野町枕瀬５４１
-２

舗 維

32001436 舗装 1,118 A 大軌建設（株） 中村　忠治 島根県松江市比津町３４-６ 舗 維

32000029 舗装 1,118 A （株）中島建設 中島　和訓 島根県安来市赤江町１５６３ 舗 維

32003078 舗装 1,115 A 飯古建設（有） 田仲　寿夫
島根県隠岐郡海士町大字福井３８
７-２

舗 維 特舗

32007693 舗装 1,093 B 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

舗 維 特舗

32003089 舗装 1,089 B 双葉建設（有） 吉田　博之 島根県松江市佐草町２１２ 舗 維 特舗

32004766 舗装 1,055 B （有）大一建設 麻尾　繁利 島根県大田市川合町吉永４１０-１ 舗 維 特舗
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32002711 舗装 1,051 B （有）宗正建設 宗正　仁 島根県鹿足郡吉賀町朝倉８７０ 舗 維 特舗

32002537 舗装 1,045 B （株）藤原建設 藤原　昌一 島根県飯石郡飯南町都加賀６９ 舗 維 特舗

32005137 舗装 1,043 B （有）丸久建設 馬場　清敏 島根県浜田市後野町１７７９-７ 舗 維 特舗

32007363 舗装 1,034 B （有）一幸建設工業 柳楽　邦雄 島根県出雲市松寄下町１１９２-１ 舗 維 特舗

32005760 舗装 1,025 B （有）松本産業建設 松本　守 島根県松江市野原町３５０-１ 舗 維 特舗

32005744 舗装 1,016 B 協栄道路（有） 森　詔司
島根県浜田市三隅町西河内１９８
２-１

舗 維 特舗

32001314 舗装 1,010 B （株）増原産業建設 増原　修一
島根県松江市宍道町白石１８３３-
１

舗 維 特舗

32008831 舗装 1,006 B 平成道路（株） 高橋　完太 島根県益田市乙吉町イ８９-１０ 舗 維 特舗

00024524 舗装 1,006 B 石見銀山建設（株） 黒田　突義 島根県大田市鳥井町鳥井９６３-２ 舗

32005214 舗装 1,002 B 豊生建設（株） 田中　賢悟 島根県浜田市三隅町三隅３１３-４ 舗 維 特舗

32008313 舗装 990 C パブリックロード（株） 斎藤　定信 島根県大田市久手町刺鹿３５０-１ 舗

32003475 舗装 983 B （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 舗 維

32005870 舗装 978 B 松田建設（株） 松田　馨
島根県飯石郡飯南町上来島３８４
-８

舗 維 特舗

32006928 舗装 950 B （有）安喰工業 安喰　秀司 島根県出雲市塩冶町１６００ 舗 維 特舗

32005806 舗装 947 B （有）景山建設 景山　幹雄 島根県飯石郡飯南町上来島７４４ 舗 維

32000245 舗装 940 B （有）伊藤工事 伊藤　康孝 島根県出雲市斐川町原鹿７６７ 舗 維 特舗

00025399 舗装 905 B （株）天松産業 松本　力男 島根県松江市八束町江島５９８ 舗 維 特舗

32005568 舗装 887 B 峰谷組（有） 峯谷　俊美 島根県松江市西津田１０-１７-１１ 舗 維 特舗

32000920 舗装 865 B （株）植田建設 植田　耕志 島根県雲南市大東町飯田１３０-２ 舗 維 特舗

32007928 舗装 854 B 森島建設（株） 森島　功武
島根県飯石郡飯南町下赤名４７３
-１

舗 維 特舗

32002815 舗装 846 C （有）寺本建設 寺本　豪 島根県邑智郡邑南町原村５６１-１ 舗 維

32002441 舗装 830 C （株）後藤建設 後藤　幹司 島根県飯石郡飯南町頓原２１４４ 舗 維 特舗

32002949 舗装 830 C （株）トウケン 落部　俊幸
島根県松江市東出雲町意宇南５
丁目１番地３

舗 維

32000996 舗装 821 C （株）田中建設 田中　孝仁 島根県安来市西赤江町４７３-１ 舗 維 特舗

32002449 舗装 814 C 日進建設（有） 武田克美
島根県松江市宍道町佐々布８６８
-５０

舗 維 特舗

32007325 舗装 799 C （有）誠和道路 和田　誠 島根県益田市久城町１１３７-４ 舗 維 特舗

32009101 舗装 720 C 島根ニチレキ（株） 平沼　宏治 島根県出雲市斐川町荘原２４２０ 舗 維 特舗
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32006965 舗装 679 C （有）オクダ 奥田　馨
島根県安来市伯太町安田山形６１
８-１

舗 維

32006676 舗装 621 C （有）佐々木建設 佐々木　富隆 島根県鹿足郡吉賀町七日市８３１ 舗 維

32008833 舗装 609 C （株）倉栄 坪倉　久壽 島根県益田市久々茂町イ９８０ 舗 維
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00006059 舗装 849 （株）フクダ 長岡　秀治 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０ 特舗

32002593 舗装 787 （有）中田建設 中田　孝幸 島根県安来市赤江町１６４ 特舗

32000499 舗装 781 （株）佐藤組 佐藤　尚士 島根県松江市堂形町７３７-３ 特舗

32000699 舗装 777 宮田建設工業（株） 宮田　智裕 島根県浜田市朝日町９１-１３ 特舗

00008613 舗装 767 カナツ技建工業（株） 金津　任紀 島根県松江市春日町６３６ 特舗

32000610 舗装 737 （株）サンクラフト 中垣　健 島根県浜田市熱田町１５９８ 特舗

32009287 舗装 737 （有）山崎組 山崎　敬子
島根県大田市久手町刺鹿２２９０-
５

維

32000002 舗装 733 （株）コンドウ 近藤　剛 島根県安来市広瀬町広瀬３９６ 維

32001408 舗装 733 一畑工業（株） 田村　陽介 島根県松江市千鳥町２４ 特舗

32000134 舗装 726 （有）山根建設 山根　英利
島根県雲南市大東町中湯石９３６
-１

特舗

32003702 舗装 724 （株）新井建設 新井　龍水
島根県出雲市佐田町上橋波１０１
-３

特舗

32000138 舗装 718 日新建設（株） 宮地　正浩 島根県益田市下本郷町２１９-２ 特舗

32000244 舗装 718 （株）原工務所 原　諭 島根県江津市敬川町１３０６-３ 特舗

32000176 舗装 716 大福工業（株） 福代　明正 島根県出雲市枝大津町２-７ 特舗

32008320 舗装 715 （株）都間土建 都間　正隆
島根県雲南市三刀屋町給下６２２
-１

特舗

32004701 舗装 712 （有）足立建設 足立　邦夫
島根県安来市広瀬町下山佐１０５
６

維 特舗

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

32002635 舗装 707 （株）土井豆組 土井豆　勝磨
島根県出雲市佐田町八幡原１２２
５-４

特舗

00025330 舗装 706 祥洋建設（株） 今井　久晴 島根県浜田市下府町３２７-４１ 特舗

32000893 舗装 706 （有）米原組 米原　建 島根県安来市矢田町８ 特舗

32000957 舗装 706 梅木建設（株） 梅木　秀昭
島根県雲南市三刀屋町三刀屋１２
２-１

特舗

32003468 舗装 704 （有）岡田建設 岡田　治一
島根県雲南市吉田町吉田２７１０-
１２

特舗

32001271 舗装 703 （株）中澤建設 中澤　豊和
島根県雲南市掛合町掛合２４２９-
２

特舗

32007976 舗装 701 出雲土建（株） 石飛　裕司 島根県出雲市知井宮町１３８-３ 特舗
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32000505 舗装 699 田中工業（株） 田中　浩二
島根県雲南市木次町下熊谷１０９
８-８

維

32003427 舗装 697 （有）松原組 松原　一夫 島根県安来市安来町８１１-６ 維 特舗

32008829 舗装 697 （株）イズコン 福田　康伴 島根県出雲市大津町１７７８-１ 特舗

32004143 舗装 692 （株）シンコー工業 曽田　郁雄 島根県出雲市白枝町８３９-２ 維 特舗

32000733 舗装 688 （株）野村組 野村　喜代志 島根県益田市遠田町２５５４ 維 特舗

32005340 舗装 683 （有）金築組 金築　清 島根県出雲市大社町入南１０８２ 特舗

32005757 舗装 676 （株）伯水工務店 岩崎　正紀
島根県安来市伯太町安田中１５０
-７

特舗

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

32002561 舗装 672 （株）松和 安達　好夫 島根県松江市下東川津町１５０-８ 特舗

32001306 舗装 671 島根水道（株） 田本　稔
島根県松江市宍道町佐々布２１３
-２５

特舗

32001306 舗装 671 島根水道（株） 田本　稔
島根県松江市宍道町佐々布２１３
-２５

雲南営業所 吾郷　均 島根県雲南市木次町山方６４９-１ 特舗

32001580 舗装 671 （株）江ノ川開発 山口　嘉夫
島根県邑智郡川本町大字谷戸２９
０８-７

特舗

32001113 舗装 668 （株）森本建設 森本　恭史 島根県益田市あけぼの本町９-８ 維

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

32002344 舗装 664 （株）岩崎建設 岩崎　哲也
島根県出雲市佐田町八幡原１０３
-１

維

32002332 舗装 663 （株）今岡興産 今岡　裕統 島根県出雲市稗原町１４９-４ 特舗

32005106 舗装 661 （有）福井建設 福井　竜夫 島根県邑智郡邑南町市木７３８-３ 特舗

32002507 舗装 656 （有）小畑土建 小畑　定義
島根県雲南市三刀屋町多久和１９
６６

維 特舗

32004305 舗装 654 富士建設（株） 持田　隆志
島根県松江市宍道町佐々布１８４
９

維

32001421 舗装 653 （株）常松土建 常松　則義
島根県雲南市加茂町神原１３８２-
１

特舗

32004495 舗装 652 （有）松浦建設 内田　当俊 島根県安来市大塚町５３７-２ 特舗

32005988 舗装 650 （株）三建技術 三輪　正樹 島根県益田市中吉田３６４-２ 特舗

32004200 舗装 641 （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

32006292 舗装 639 （有）大迫組 大迫　千恵美 島根県浜田市長沢町６４５-１ 特舗
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許可業種：舗装（特殊舗装） 平成２９年１０月１日現在
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32004492 舗装 637 グリーン産業（株） 平井　司 島根県安来市安来町７６３-３ 特舗

32000282 舗装 635 （有）井口建設 井口　聰
島根県大田市大田町大田ロ９９１
-１１

特舗

32000282 舗装 635 （有）井口建設 井口　聰
島根県大田市大田町大田ロ９９１
-１１

瑞穂支店 井口　泰裕 島根県邑智郡邑南町高見３２５-１ 特舗

32003873 舗装 635 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

特舗

32006459 舗装 630 中海建設（有） 渡部　護
島根県松江市八束町二子１０９７-
１

特舗

32001109 舗装 627 （有）森脇組 森脇　豊敏
島根県邑智郡邑南町下亀谷６９６
-４

特舗

32008513 舗装 621 丸永建設（株） 永島　隆哉 島根県安来市黒井田町１８９５-３ 特舗

32002693 舗装 619 （有）小林建設 小林　憲治
島根県邑智郡邑南町下田所３６０
-３

特舗

32004322 舗装 615 極東インフラプロテクト（株） 美田　耕一郎 島根県松江市学園２-１８-２６ 特舗

32006189 舗装 615 （有）三島工業所 三島　輝久
島根県松江市八雲町日吉２８２-１
４

特舗

32005839 舗装 609 （株）佐田建設 和田　國男 島根県出雲市佐田町須佐７４２-６

32000650 舗装 592 宍道湖建設（株） 増原　眞一
島根県松江市宍道町白石１４０８-
７

維 特舗

32009211 舗装 566 （株）正建工業 黒川　正 島根県松江市佐草町４３３-１ 特舗

32007793 舗装 555 （株）山陰産業 天野　裕 島根県出雲市江田町２０５-３ 特舗

32008630 舗装 530 （株）宏田屋 石飛　衛 島根県松江市西嫁島３-３-２２ 維

32005690 舗装 526 平川工業（有） 平川　英美 島根県益田市久城町９５７-４ 維 特舗

32007794 舗装 524 拓洋建設（株） 中原　博士 島根県浜田市元浜町２３１-１ 維

32004054 舗装 522 （有）鎌田組 鎌田　実 島根県出雲市松寄下町１９６５

32008182 舗装 420 （有）エム開発 松下　政行 島根県出雲市神西新町１４２ 維
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