
消防団協力表示事業所一覧（延べ327事業所　令和2年12月1日現在）

【熊本市（35事業所）】 【玉名市（9事業所）】 【天草市（60事業所）】 【山都町（13事業所）】

株式会社　山内産業 松本建設　株式会社 障害者支援施設苓南寮 矢部開発　株式会社

株式会社　岩永組 有限会社　本田産業 有限会社　海老本電設 有限会社　清和建設

社会福祉法人　慈愛園 有限会社　廣田組 株式会社　横山建設天草支店 株式会社　坂本建設

公栄設備工業　株式会社 有限会社　サイトー電設 株式会社　川崎建設 大栄企業　株式会社

株式会社　髙木建設 有限会社　嶋津建設 北野建設　有限会社 三栄総合建設　株式会社

飯塚電機工業　株式会社 有限会社　不動組 有限会社　冨山建設 株式会社　尾上建設

株式会社　杉本建設 株式会社　京写　九州工場 株式会社熊電施設　天草支店 株式会社　今村建設

株式会社　村田建設 株式会社　ウッドスペース 株式会社　セグチ 有限会社　本田興業

有限会社　城北ガーデン 末広建設　株式会社 小林建設 有限会社　スギ工業

株式会社　吉本商事 【山鹿市（36事業所）】 天草設備　株式会社 株式会社　山都水道機工

株式会社　志水工務店 鹿本農業協同組合山鹿支所 樫山商会　有限会社 有限会社　山中興業

有限会社　芦塚工業 鹿本農業協同組合山鹿支所北取次店 有限会社　田中設備 有限会社　佐藤重機建設

明治建設　株式会社 幡豆工業株式会社　九州工場 天草地域森林組合 株式会社　協信総業

中村スポーツ土木工業　有限会社 株式会社　岩下建設 有限会社　中村建設工業 【氷川町（1事業所）】

株式会社　潮崎興業 株式会社　皆本建設 中野工業 （株）山口建設

有限会社　庄村建設 株式会社　古城建設 苓陽工業　株式会社 【芦北町（8事業所）】

株式会社　ＨＡＣＣＹＯＵ 有限会社　虎口建設 社会福祉法人　北斗会星光園 株式会社　佐藤産業

株式会社　豊建 株式会社　小川建設 吉田自動車整備工場・石油 合資会社　橋本建設

株式会社　星山商店 株式会社　フチガミ 上田陶石　合資会社 株式会社　木崎建設

熊本利水工業　株式会社 株式会社　ハタノ 株式会社　ホープ建設コンサルタント天草本店 株式会社　松下組

株式会社　センター建設 有限会社　古田建設 有限会社　落合建設 株式会社　平松建設

株式会社　大政工業建設 財団法人　山鹿市地域振興公社 苓州建設工業　株式会社 株式会社　橘新建設

有限会社　インテリア熊本 有限会社　野中建設 株式会社　野上電設 中村建設　株式会社

株式会社　小竹組 藤工業　株式会社 前川建設株式会社　河浦営業所 株式会社　泉建設工業

有限会社　熊本植木センター 有限会社　古澤建設 昭和建設工業　株式会社 【津奈木町（4事業所）】

株式会社　創輝建設 有限会社　とみた工業 有限会社　舩島建設 南興建設　株式会社

有限会社　村上建設 有限会社　牛島工務店 株式会社　堀信組 有限会社　新立産業

タイヘイテクノス　株式会社 有限会社　佐間野土木 株式会社　吉田組 有限会社　坂口建設

不二電気工業株式会社 有限会社　元田工務店 有限会社　早井建設 株式会社　野崎土木

武末建設株式会社 花昭建設　株式会社 井手建設　有限会社 【錦町（2事業所）】

天風建設　株式会社 有限会社　康栄土木 野上建設　株式会社 有限会社　小園建設

一組　株式会社 有限会社　八代設備 株式会社　五和産業 【多良木町（4事業所）】

日栄平井　株式会社 株式会社　村井建設 株式会社　浦中建設 味岡建設　株式会社

社会福祉法人　寿量会  特別養護老人ホーム　天寿園 有限会社　中村工務店 株式会社　寿建設 株式会社　ハリマ建設

佐藤電機株式会社 有限会社　友枝モータース 金子産業　株式会社 松下建設　株式会社

【八代市（20事業所）】 荒川建設　株式会社 有限会社　猪原電気 株式会社　川口建設

日本製紙株式会社　八代工場 鹿本農業協同組合鹿北支所 有限会社　歩産業 【水上村（2事業所）】

株式会社　江川組 有限会社　竹熊建設 株式会社　鍬田電設 上球磨森林組合

東設備工業　株式会社 鹿本農業協同組合菊鹿支所 株式会社　中村建設 株式会社　武田建設

株式会社　高野組 鹿本農業協同組合鹿本町支所 共栄建設　株式会社 【五木村（4事業所）】

有限会社　堺建設 シマノ熊本　株式会社 有限会社　猪口組 株式会社　尾方組

株式会社　土井組 三共ポリエチレン　株式会社九州事業所 株式会社　礎 株式会社　技建日本

株式会社　マツミ工業 株式会社　鹿本町振興公社 株式会社　千原組 有限会社　丸一産業

有限会社　村川建設 株式会社　丸山ステンレス工業 有限会社　早﨑海洋潜水 味岡三和生コンクリート株式会社

株式会社　光里環境 鹿本農業協同組合鹿央支所 有限会社　大塚建設 【山江村（2事業所）】

有限会社　宮崎工業所 有限会社　九憲土木 株式会社　アカイテクノ 有限会社　山本建設

岩奥産業　株式会社 【菊池市（4事業所）】 有限会社　天草警備保障社 株式会社　中央設備

有限会社　森田組 株式会社　緒方建設 ホシザキ南九株式会社　天草営業所 【あさぎり町（4事業所）】

株式会社　小笹建設 株式会社　荒木建設 株式会社　宮﨑建設 蓑田環境開発　有限会社

株式会社　井上組 株式会社　水上工務店 株式会社　豊建設 有限会社　尾方建設

株式会社　ユーテックス 世紀建設　株式会社 合資会社　平田工務所 株式会社　恒松組

株式会社　ホリタシステム 【宇土市（15事業所）】 有限会社　浜本建設 有限会社　横山造園

有限会社　宮崎工業 株式会社　吉田組 有限会社　新拓 【苓北町（12事業所）】

合資会社　野田建設 熊本宇城農業協同組合宇土支所 株式会社　やくそうの島天草社 苓北町農業協同組合

有限会社　小林電工 山口工業　株式会社 杉本建設 天草漁業協同組合
苓北支所


有限会社　増田土木 株式会社　YSK企画 有限会社　熊本建設 有限会社　松栄建設

【人吉市（29事業所）】 有限会社　熊本電建 牛深建材商事　株式会社 株式会社　レイジュウ

医療法人愛生会 株式会社　日置組 株式会社　吉永産業 有限会社　山錦産業

社会福祉法人人吉市社会福祉事業団 株式会社　佐藤秀建設 社会福祉法人　積愛会 前川建設　株式会社

株式会社泉林業 株式会社　ロッケン 三和電工設備株式会社　天草支店 有限会社　野田組

くま中央森林組合 株式会社　村上産業 【美里町（11事業所）】 有限会社　共立組

有限会社青井運送 有限会社　吉野商会 株式会社　明宝 田尻建設　有限会社

人吉電気工事株式会社 有限会社　浦本緑化工業 菊池組　有限会社 株式会社　カネマツ

球磨地域農業協同組合 有限会社　山本建設 岩田建設会社 株式会社　長濱興業

人吉衛生設備管理有限会社 合同会社　伊豫工業 有限会社　酒井工務店

住友重機エンバイロメント株式会社人吉球磨事業所 有限会社上野工業所 株式会社　ニシスイ

介護老人保健施設リバーサイド御薬園 【上天草市（18事業所）】 有限会社　大伸企画

医療法人精翠会吉田病院 株式会社　拓洋天草養魚事業部龍ヶ岳工場 有限会社　プログレ 〔上記以外の消防団協力事業所　表示制度導入市町村〕

九州武蔵精密株式会社 あまくさ農業協同組合大矢野統括支所 JA熊本宇城 　　合志市、湯前町、相良村、球磨村

丸昭建設株式会社 あまくさ農業協同組合松島支所 新誠建設　有限会社

株式会社　曙建設 あまくさ農業協同組合姫戸支所 有限会社　岩本組

株式会社　速永工務店 ヤマハ天草製造　株式会社 田中建設　株式会社

三和建設　株式会社 社会福祉法人　姫戸福祉会 【長洲町（1事業所）】

あいだこども園 株式会社　山口工務店 興亜建設工業株式会社

泉田こども園 有限会社　山本建設工業 【和水町（5事業所）】 ※企業名は各市町村での登録順に掲載しております。

おこば保育園 有限会社　寄河電気 株式会社　菊水建設

さざなみ保育園 有限会社　池田工務店 株式会社　桜井組

こばと保育園 有限会社　吉田建設 有限会社　髙岡建設

せん月保育園 株式会社　西山電設 有限会社　杉村電気設備工業

善隣保育園 公益社団法人　上天草市シルバー人材センター 【産山村（6事業所）】

中原こども園 株式会社　吉田組上天草支店 髙橋建築

林保育園 筑紫菱光株式会社　天草工場 有限会社　田中建設

人吉乳児保育園 有限会社　渡辺建設 有限会社　志賀建設

蓬莱保育園 【宇城市（9事業所）】 合資会社　井建設

人吉こども園 熊本宇城農業協同組合 大塚産業

【荒尾市（2事業所）】 株式会社　モリオ建設工業 有限会社　古沢建設

株式会社吉村建設 有限会社　西村造園 【高森町（1事業所）】

有限会社加來建設 株式会社　園村建設 有限会社　きら

【水俣市（5事業所）】 株式会社　いさお建設 【南阿蘇村（5事業所）】

JNC株式会社水俣製造所 有限会社　松井建設 株式会社　藤本建設工業

JNCセントラル株式会社 株式会社　吉田企業 株式会社　南陽建設

特別養護老人ホーム　白梅の里 株式会社　満本建設 有限会社　橋本建設

特別養護老人ホーム　白梅荘 令和企画株式会社 合資会社　泉建設

徳富モータース 有限会社　福本産業開発

※複数市町村で登録されている事業者は、本社所在市町
村にのみ掲載しております。


