＜高知県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名
株式会社 朝日工業
株式会社 生田組

事業所名

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
1人 高知県土佐市北地７２１－１
4人 高知県高岡郡四万十町古市町７－３４

所属仮設安全監理者名

TEL

FAX

088-852-0075

088-852-0542

富永 俊一

【13021】

0880-22-1225

0880-22-3678

下元 克也

【12998】

門脇 安則

【12999】

前田 和彦

【16957】

山本 好伸

【16958】

上村 光基

【13022】

石崎建設 株式会社

2人 高知県宿毛市平田町戸内２３１０

0880-66-1323

0880-66-2498

株式会社 大谷興産

1人 高知県高知市春野町内ノ谷２１６６－１

088-842-4522

088-842-5570

大林道路 株式会社

1人 高知県高知市春野町引岡下親田２４８３－１

088-894-3167

088-894-4722

株式会社 尾﨑工務店

1人 高知県土佐市家俊１５０１－１

088-855-0791

088-855-0965

濵岡 海人

【16975】

有限会社 かがみ建設

1人 高知県香美市土佐山田町旭町２－１－３２

0887-53-4317

0887-52-1341

亀井 誠一

【13008】

和建設 株式会社

1人 高知県高知市北本町４－３－２５

088-885-5888

088-885-6070

藤戸 康博

【13044】

株式会社 上岡工務店

9人 高知県高知市縄手町４０番地４

088-875-1484

088-826-6494

関西新洋西山 株式会社

3人 高知県高知市仁井田１６３１－８

088-802-5010

088-837-3290

株式会社 北村塗装店

1人 高知県高知市百石町４－１７－１８

088-832-1301

088-833-3608

大藤 進也

【13025】

協業組合 竹内・新輝

1人 高知県高知市九反田１３番１１号

088-883-6201

088-884-0798

クロシオ建設 株式会社

2人 高知県南国市大埇甲１４１０番地１

088-865-4511

088-864-1210

啓大建設 有限会社

2人 高知県高知市長浜４５５０

088-842-8123

088-842-8132

武田 圭吾

【16981】

仮谷 正作

【16982】

有限会社 芸東建設

1人 高知県室戸市吉良川町乙２００６－２

0887-25-2030

0887-25-2023

岩川 満

【13020】

高知セキスイファミエス 株式会社

2人 高知県高知市葛島４－１－１６

088-882-0824

088-882-0823

藤田 猛

【13013】

羽田 吉一

【13018】

高陽開発 有限会社

1人 高知県土佐市高岡町甲５２

088-852-5820

088-852-5820

吉岡 寅三

【16966】

有限会社 小崎建設

1人 高知県四万十市西土佐薮ヶ市４８７番地

0880-53-2309

0880-53-2411

谷脇 実

【13039】

小松建設 株式会社

1人 高知県高知市高須１－７－２６

088-882-5501

088-883-7051

和田 義幸

【13032】

栄宝生建設 株式会社

1人 高知県高知市塚ノ原３５２

088-843-2122

088-843-1791

岡林 祐輔

【13045】

三洋建設 株式会社

1人 高知県高知市仁井田中州４３４１番地

088-847-0400

088-847-0401

濱田 剛

【13017】

株式会社 四国工営

1人 高知県高知市布師田１５８１－５

088-845-8645

088-845-8646

西澤 仁志

【13015】

有限会社 柴原建設

1人 高知県安芸郡田野町９４３－１

0887-38-2885

0887-38-3008

柴原 りさ

【13038】

株式会社 勝賀瀬土建

2人 高知県吾川郡いの町天王北１－１－１６

088-891-6444

088-891-6246

ショーボンド建設 株式会社

2人 高知県高知市大津乙１２１８－１

088-866-3000

088-866-0360

下村 直史

【13035】

西尾 馨

【13052】

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

仮設安全監理者情報一覧
会社名

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
1人 高知県室戸市室戸岬町２５０３－１

所属仮設安全監理者名

TEL

FAX

0887-23-0211

0887-23-2648

森近 史彦

【13005】

1人 高知県高知市針木東町２６－５１

088-844-5171

088-844-9312

松村 清隆

【13009】

須工ときわ 株式会社

1人 高知県高知市潮新町２丁目１２番地３２号

088-837-8800

088-837-8808

山崎 志津雄

【11653】

西南綜合建設 株式会社

1人 高知県幡多郡黒潮町入野２５８４

0880-43-2891

0880-43-0220

濱田 文生

【13006】

有限会社 大栄建設

1人 高知県高岡郡佐川町黒原３３０２

0889-22-9151

0889-22-7171

建沼 貴博

【12994】

大旺新洋 株式会社

28人 高知県高知市仁井田１６２５番地２

088-847-2112

088‐837‐6664

前田 郁男

【13019】

杉本サンコウ建設 株式会社

事業所名
室戸本社
高知本店

株式会社 タカラ塗装

2人 高知県高知市南川添４番５号

088-884-0045

088-884-0047

協業組合 竹内建設

4人 高知県高知市九反田１３番１１号

088-883-6201

088-884-0798

辰巳組

1人 高知県四万十市西土佐用井６３８－１

0880-31-6178

0880-31-6180

芝 文彦

【13031】

株式会社 田邊建設

4人 高知県高岡郡四万十町大正２３０番地８

0880-27-0231

0880-27-0188

芝 恭一郎

【14717】

北村 卓也

【16948】

武内 洋志

【16949】

原 浩三

【16950】

伊與木 康

【16959】

田辺 政二

【16960】

吉村 博臣

【16961】

高橋 豪紀

【16962】

渡邉 稔彦

【16963】

松元 孝文

【13000】

中田 廣海

【13026】

株式会社 谷渕組

5人 高知県高知市南久万２９－２

088-802-1051

088-802-1052

有限会社 手箱建設

2人 高知県吾川郡いの町戸中８１－５

088-869-2311

088-869-2310

土佐新高建設 株式会社

1人 高知県高知市北竹島町４９０

088-832-3931

088-832-3536

中勝建設 株式会社

3人 高知県高知市葛島４－５－１４

088-884-3166

088-884-3197

株式会社 中田建設

1人 高知県高知市寿町６－１５

088-823-5737

088-823-5729

株式会社 南国・西村

1人 高知県南国市久礼田２２３３－３番地

088-862-2345

088-862-2346

有限会社 西山建設

1人 高知県安芸郡田野町３５２２－１

0887-38-2124

0887-38-7282

鎌田 慎二

【12997】

日建リース工業 株式会社

四国支店 高知営業部

1人 高知県高岡郡日高村下分字清水３７０８

0889-24-5400

0889-24-5299

広下 公治

【01989】

日綜産業 株式会社

四国支店

6人 香川県丸亀市川西町北１８２

0877-58-7270

0877-58-7271

浅野 修

【00928】

池内 弘

【00570】

大谷 正二

【01025】

大政 聖

【01844】

尾白 篤志

【01031】

受付担当：桐原

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

仮設安全監理者情報一覧
会社名

日本推進建設 株式会社

事業所名

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所

TEL

2人 高知県高知市葛島４－１－１４

088-882-0066

所属仮設安全監理者名

FAX

088-882-0098

有限会社 畑山建設

1人 高知県高岡郡梼原町島中２７番地

0889-66-0334

0889-66-0335

福留開発 株式会社

8人 高知県高知市南宝永町１９－１１

088-883-7251

088-883-7295

有限会社 藤田組

1人 高知県須崎市浦ノ内東分３９１３番地

0889-49-0855

0889-49-0873

株式会社 藤田建設

1人 高知県高岡郡四万十町仁井田７２５番地

0880-22-8118

0880-22-8998

有限会社 藤本組

2人 高知県高岡郡佐川町永野１９３３

0889-22-3338

0889-22-4353

桐原 一郎

【00332】

浜田 孝彦

【13014】

森脇 浩一

【13016】

仁井田 祐二

【13001】

山本 博

【13002】

岡上 泰三

【13003】

氏原 孝

【13004】

長者 和見

【16293】

西森 広志

【16294】

足達 大輔

【16295】

森 修身

【16296】

藤田 優介

【13007】

伊藤 八代井

【13042】

藤本 早智子

【13043】

株式会社 益岡工務店

1人 高知県高知市葛島２丁目７－９

088-883-2235

088-883-2480

前田 洋佑

【16939】

有限会社 ムクタ工業

2人 高知県長岡郡大豊町津家２４－１２

0887-72-1550

0887-72-1043

畑野 光司

【16978】

林 幹夫

【16979】

藤坂 公士

【13049】

渡辺 毅人

【13036】

山﨑 賢

【13037】

株式会社 森本興業

3人 高知県吾川郡いの町波川１７３３番地３

088-892-0223

088-892-0112

柳生基礎センター 株式会社

1人 高知県高知市仁井田４６１０

088-847-7771

088-847-7773

株式会社 山本建設

6人 高知県安芸市津久茂町７－１

0887-35-8005

0887-35-8081

隆盛工業

2人 高知県高知市比島町２－８－３３

088-875-7939

088-875-7939

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