《男女共同参画社会づくり協定事業所の取り組み》
兵庫県では、平成１４年４月から男女共同参画社会づくり条例を施行し、その中で、事業者の事業活動における男女共同
参画社会づくりに向けた自主的な取り組みを促進するため、県と事業者が協定を締結する制度を定めました。
この協定制度は、
「仕事と家庭、地域活動の両立に向けた職場環境づくり」
、
「女性の活躍支援」
、
「セクシュアル・ハラスメ
ントの防止」など、男女共同参画社会づくりに向けた職場づくりに積極的に取り組む県内の事業所と県が協定を結び、県が
協定締結事業所の取り組み内容を広くＰＲするとともに、必要な情報提供を通じて、事業所の取り組みを支援するものです。
男女共同参画社会づくり条例第１３条に基づき、次の１２２２社３団体と協定を締結しています。

◆◆ 協定締結事業所一覧 ◆◆
１４
年度

１５
年度

１６
年度

【H15. 1.29 締結】
１５社

平成２９年２月２０日現在

㈱アシックス、川崎重工業㈱、㈱神戸凮月堂、㈱コベルコ科研、生活協同組合コープこうべ、
第一コンピューターサービス㈱営業本部、㈱大丸松坂屋百貨店 大丸神戸店、㈱ノーリツ、㈱フェリシモ、
㈱ポレ・ポレ、モロゾフ㈱、㈱夢工房、㈱ラジオ関西、㈱ロック・フィールド、㈱ワールド

【H15. 7. 5 締結】 伊藤ハム㈱、㈱ウーマンライフ新聞社神戸支局、㈱神戸新聞社、日本放送協会神戸放送局、
６社
日本山村硝子㈱、兵庫トヨタ自動車㈱、
【H15.11.26 締結】 エム・シーシー食品㈱、千鳥屋宗家㈱、関西電力㈱神戸支店、
８社
日本生命保険相互会社（北大阪支社、神戸支社、明石支社、阪神支社、姫路支社）
【H16. 7. 3 締結】 ㈱アクティブライフ、大阪ガス㈱（導管事業部兵庫導管部、リビング事業部兵庫リビング営業部、
１４社１団体
エネルギー事業部兵庫エネルギー営業部）、㈱関西スーパーマーケット、関西電力㈱姫路支店、
資生堂販売㈱神戸支社、㈱電通西日本、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、阪神測建㈱、菱井商事㈱、
兵庫県経営者協会、広畑印刷㈱、富士通テン㈱、Ｐ＆Ｇジャパン㈱
【H16.10.22 締結】 ＩＳＲグループ、㈱エス・アイ、セコム損害保険㈱神戸支店、日本イーライリリー㈱、
５社
三菱電機㈱神戸製作所・電力システム製作所
【H17. 2.18 締結】 共栄印刷㈱、㈱さくらケーシーエス、㈲サント・アン、白鶴酒造㈱、フジッコ㈱、
７社
㈱ポピンズコーポレーション、三ツ星ベルト㈱
【H17. 7. 2 締結】 アクサ生命保険㈱神戸支社、オリバーソース㈱、㈱シービット、㈱ホテルプラザ神戸、㈱マニックス
５社

１７
年度

【H17.11.11 締結】 石原薬品㈱、ウオクニ㈱、クリーンテックス・ジャパン㈱、㈱神戸デジタル・ラボ、㈱神戸ポートピアホテル
１２社
コカ･コーラウエスト㈱、㈱シャルレ、㈱そごう神戸店、田崎真珠㈱、兵庫ヤクルト販売㈱
松谷化学工業㈱、UCC 上島珈琲㈱
【H18. 2.23 締結】
８社

【H18. 7. 3 締結】
８社

１８
年度

【H19. 2. 8 締結】
２０社

【H19. 7.11 締結】
１７社

１９
年度

㈱協同病理、小泉製麻㈱、㈱神戸クルーザー、㈱神戸製鋼所、㈱東芝姫路工場、㈱日本旅行神戸支店､
バンドー化学㈱、六甲バター㈱
㈱大城工業所、㈱神島組、窪田工業㈱、㈱山陽百貨店、㈱ソネック、ニシカワ食品㈱、
㈱プランナーズインターナショナル、古野電気㈱
㈱大浦組、㈱オカモト・コンストラクション・システム、オリエンタル・テクノ㈱、㈱共友建設、
麒麟麦酒㈱近畿圏統括本部神戸統括支社、㈱国木建設、㈱コマドメ建設、㈱サクシード三晶建設、
㈱新神野建設、建部工業㈱、特別養護老人ホーム淡路ふくろうの郷、長野運輸㈱、
㈱羽衣組、㈱ヒメフジ、㈱兵庫建設、㈱富士土木興業、前田建設㈱、㈱マルイチ、
丸正建設㈱、港建設㈱
淡路土建㈱、㈱金田土木、㈱アース建設、㈱阿野建設、光洋建設㈱、㈱神鋼環境ソリューション、
第一生命保険相互会社（神戸支社、姫路支社）、大栄環境㈱、常田設備㈱、㈱ディスプレイミワボシ、
常盤興業㈱、㈱巴建設、㈱中田工務店、兵神機械工業㈱、㈱本城根組、㈱安井工務店

【H19.10.25 締結】 石井建材㈱、㈱カンキョウ、神プレ建設㈱、㈱大設、ダイニチ・コンストラクション㈱、
１２社
徳山土木㈱、㈱中西組、平錦建設㈱、福井建設㈱、㈱藤本組、㈱宮本建設、㈱モノポリス森下組
【H20. 1.22 締結】
(社)兵庫県測量設計業協会
１団体

【H20. 1.29 締結】
１０社

【H20. 3.25 締結】
１２社

２０
年度

【H20. 7. 7 締結】
１８社

芦屋都市管理㈱、㈱酒井園芸、㈱神和商事、㈱永瀬、(社福)西谷会、㈱光建設、双葉産業㈱、
三菱重工業㈱高砂製作所、三菱電機㈱高周波光デバイス製作所、山村倉庫㈱
㈲アオイ、㈱大給組、㈱鍵田組、㈱榧谷建設、晃進建設㈱、㈱さくら緑化、㈲集楽園、大喜建設㈱、
㈱ダイセン、㈲高砂カッター、タカヤマ土木道路㈱、㈱森長組
㈱アーステック、㈱アイム、㈲うりた重機興業、㈱海成工業、㈱光邦建設、㈱サンコム、神姫バス㈱、
㈱神名工務店、セントラルマイクロメーション㈱、㈲但馬建設、㈱福島組、福田土木工業㈱、
富士通周辺機㈱、㈱平成建設、㈱松本組、㈱マルヤマ建設、㈱夢舞台、吉野建設㈱

２０
年度

【H20.11.17 締結】 ㈱朝日測量設計事務所、朝日テック㈱、㈱淡路開発コンサルタント、㈱泉建設、泉建設㈱、㈱イデア、
４４社
㈱岩本建設、㈱オーシスマップ､㈱金谷建設興業､㈲関工建設コンサルタント､㈱関西開発測量事務所､
㈱神崎測量設計、㈱河南測量設計、㈲光建、㈲国際体育研修所、㈱コスモ、㈱コンサルタント関西、
㈱新光測量設計、新日本設計㈱、㈱西播設計、全淡建設㈱、㈱ソクチ、園田コンサル㈱、㈱第一測量、
㈲髙島測量設計、㈱中央開発コンサルタント、㈱テクセル、㈱ニコス、㈱日進サーベー、
日本機動建設㈱、㈱はまつ組、㈱播磨設計コンサルタント、廣川建設㈱、㈲ヒロ測量、
㈱福本測量設計事務所､㈱藤岡組､㈱ホクト、北斗測量設計㈱、㈱星コンサルタント、松本建設㈱、
ミツヤ設計㈱､南あわじ調査設計㈱、八幡建設測量㈱、㈲ヤマト測量
【H21.1.23 締結】 ㈲アイ・サプラ、㈱秋義建設、栄興電機工業㈱、㈲エルデ企画、㈱大林、㈱柏原測量、㈱加東測量、
２９社
北垣建設㈱、㈱楠田建設、㈱国実コンサルタント、㈲倉本測量、㈱鍵友建設、㈱下村測量設計事務所、
㈱昭和測量設計、㈱清流建設、高柴商事㈱、㈲田村土建、㈲トライテック、内藤建設㈱、
西村建設工業㈱、㈱阪神開発、㈲氷上測量、㈱平野住建、㈱ふじ、㈱ホソノテック、㈱宮本技建、
㈱メイセイコンサルタント、㈱山本設計、㈱吉岡建設
【H21.3.26 締結】 ㈱アメニティー・カンパニー、伊藤建設㈱、㈱ウエダ建設、内海建設㈱、㈲オオタニ、㈱大山土建、
５１社
㈱かすが、桂建設㈱、㈱鎌田組、㈱関西エンジニヤリング、関西技術工業㈱、㈱関西コンサルタント、
㈱関西テック、㈲岸本工業､木下建設㈱､近畿測量㈱､邦設備工業㈱､㈱鶏北測量設計､幸進建設㈱､
広洋測量設計㈱､㈱小林工務店、㈱コーワ測量設計、㈱坂本建設、崎塩興業㈱、三協建設㈱、㈱伸栄､
㈱新土木開発コンサルタント、進路工業㈱、西部造園土木㈱、袖長建設㈲、大日建設㈱、
竹田テント装備㈱､㈱武仲､㈱田村組､中央測量設計㈱､㈱テイ建設､㈱東洋建設工業､
㈱パスコ神戸支店、㈱ハマサカ建設コンサルタント、㈱平野組、藤原建設㈱、堀建設㈱、
松田土木工業㈱、三宅建設㈱、㈱宮本商店、㈱森津工務店、㈱ヤス測量設計、山本工業、㈲有建、
㈲ユウビ建設、㈲吉田建設、㈱緑栄
【H21.5.27 締結】
㈱ローソン
１社

【H21.7.28 締結】

㈱アアク設計、㈱ＩＳエンジニアリング、㈲合橋測量、㈱秋田組、㈱朝日コンサル、㈲アスビー開発、
㈱アーバンクリエイト、㈱イスズベーカリー、板家建設㈱、㈱上野組、㈱宇鷹建設、㈱内山測量設計、
栄和測量設計㈱、㈱エルクコンサルタント、㈲岡田測量設計、㈱カイヤマグチ、㈱カネヘイ、㈱和技研、
協同建設㈱、日下部建設㈱、黒田測量設計㈱、グローリー建設㈱、㈱建設コンサルタント大誠、
孔明建設㈱、幸陽測量設計㈱、㈱コフジ建設、㈱小堀組、㈱古来造園土木、㈱斉藤鐵工所、
三永建設興業㈱、㈲三協技建、㈱サン コンサルタント、三和建設㈱、㈱ジオテクノ関西、伸栄開発㈱、
宗和建設㈱、㈲ダイキ開発、大喜建設㈱、太陽測量、㈲大量建設、大和リース㈱神戸支店、㈱高山組、
㈱タツミ測量設計事務所、㈲典座、東英建設㈱、㈱永川組建設、㈱西田土木、㈱西塚測量設計事務所、
原田建設㈱、㈱ハリマテック、播磨土建工業㈱、㈱ハンワ、福松建設㈱、㈲平成開発設計、㈱前川技研、
㈱マサル建設、㈲松岡調査測量、松本工業㈱、㈱丸尾計画事務所、㈲水野屋運輸建設、
宮下設備工業㈱、㈱宮本組、㈱宮本工務設計事務所、㈱基泰組、㈱八嶋組、安井測量設計㈱、
山崎仲川建工㈱、㈱山本測量事務所、若鈴コンサルタンツ㈱兵庫営業所
【H21.10.30 締結】 ㈲アキシノ、㈱アース、㈲足立設計、家島建設㈱、㈱池内工務店、㈱石本建設、㈱Ｅ・Ｂ・Ｓ、㈱岩本組、
５２社
㈱エイダブリューエンジニアリング、大廣建設㈱、㈱オフィスマーメイド、カワイハウジング㈱、
川西土木㈱、北淡路産業㈱、広栄産業㈱、㈲坂本建材土木、㈱サン測量設計、㈱ジェットクリエイト、
㈱新岡本組、第一建設㈱、㈱大興エンジニアリング、㈱大幸建設、大翔興業㈲、㈲大伸土木興業、
㈲大日本工業、高松興業㈱、田中建設、㈲中央測地開発、㈱ツダ、㈱ツタヤ電機、
㈱寺尾組、中一建設㈱、㈱中勝建設、㈱日建技術コンサルタント 神戸事務所、㈱新田組、
日本緑化防災㈱、則政建設㈱、はりま建設協同組合、㈲東谷口組、兵庫新光土木㈱、広吉組工業㈱、
フジモト測量事務所、㈱松田組、松本建設㈱、松本電工㈱、道岡建設㈱、㈱森崎組、山田工業㈱、
㈱山中建設、㈲豊土建工業、㈱ユーテック、㈱リオプラン
【H22.1.21 締結】 ㈲アクシス測量設計、淡路測量設計㈱、安西工業㈱、池田建設㈱、池田興産㈱、
６５社
㈱井上測量設計事務所、伊保川土木、井本建設㈱、植田組㈱、栄和興業㈱、遠藤好城事務所、
太田土建㈱、オカモト電気㈱、㈱荻野工務店、甲斐建設㈱、㈱金山組、㈱金海興業、環境測量設計、
㈱北野組、㈱吉美、グリーン興業㈱、工成建設㈱、㈱幸陽商会、㈱小西工務店、澤西建設㈱、
㈱三共建設、サンスイコンサルタント㈱姫路支店、三和興産㈱、㈲ジーエスプラン、信栄測量設計、
㈱シンメイ建設技研、シンロテック㈱、㈲人和、㈱スリーエスコンサルタンツ、世紀開発㈱、㈱台地企画、
㈱大東園、㈲大福、㈱太豊建設、㈱地測、㈲土田土建工業、㈱テクノ・ハリマ、㈱テナム、㈱土居建設、
戸田建設㈱神戸総合営業所、㈱長尾工業、日芳建設㈱、㈱ニッソク、橋本測量設計事務所、
㈱日ノ田組、㈱兵庫エンジニアリング、㈱兵庫コンサルタント、㈱福田組、藤田測量事務所、
ヒューマントップ㈱、㈱邦和建設、㈱堀川忠義商店、前田建設㈱、㈱マツモトエンジニアリング、
松山建設㈱、海月建設㈱、都コンサルタント㈱兵庫営業所、㈱村岡組、㈲リファイト、臨海建設工業㈱
６８社

２１
年度

２１
年度

【H22.3.9 締結】
７５社

【H22.4.15締結】
１社

【H22.6.22締結】
７３社

【H22.7.29締結】
１社

２２
年度

【H22.11.1締結】
４５社

【H22.11.4締結】
１社

【H23.3.14締結】
５６社

２３
年度

【H23.4.1締結】
５４社

㈱愛晃興産、㈱アイコン、㈲あしもく、㈲明日香、㈱足立組、㈲荒田造園、石塚建設工業㈱、㈱一高、
猪名川技建工業㈱、㈲エム、オカダ電工、㈱越智工務店、㈱小原土木工業、開田建設㈱、
加藤コンサルタント㈱、㈱金山組、㈲亀井組、川西技建工業㈲、関西緑地建設㈱、㈱木島組、
㈱キシモト、共栄建設㈱、㈱近畿興産、㈱グリーン興産、㈲グリーンテック、㈲弘成建設、㈱交邦、
弘和建設㈱、㈲郡工務店、、㈲小林商店、㈱佐公間建設工業、㈱昌建、松陽建設㈱、㈱新憲産業、
㈱伸明建設、杉本建設㈱、㈱誠宏、㈱総合グリーン、太栄建設㈱、㈲ダイコー、大宝建設㈱、
㈲高岸工業、㈱田口建設、㈱武貞興業、㈱但馬緑化土木、寺田建設、飛島建設㈱ 神戸営業所、
㈲豊富建設、㈲中建、中兵庫建設㈱、㈱西村風晃園、日光建設工業㈱、日本興発㈱、
㈲鼻登電気ボーリング、播磨地質開發㈱、春名建設㈱、阪神工測㈱、㈱平田園芸、福泉興業㈱、
福田産業㈲、㈱フジケン、㈱フジタ 神戸営業所、㈱藤本組、㈱藤保工務店、船越工務店㈱、
船曳土木興業㈱、㈱古川組、平和建設㈱、㈲宮本工務店、㈱モトセ、山口組、吉見建設㈱、
㈲ライフアート、六神建設㈲、㈱六甲測建
㈱セブン-イレブン・ジャパン
㈱アド、㈱イシイ、石井造園緑化㈱、イトデン㈱、㈱今里三合園、㈱イマナカ、イワサキ工業㈱、
㈱ウエスコ 兵庫支社、上原建材工業㈱、㈱うがい商店、㈱ウノ、エイ・エム・テック、㈱圓奈、㈱岡井組、
㈱岡﨑建設、㈱小川電設、折田建設㈱、垣本建設工業㈱、㈲勝貴建設、亀山造園土木㈱、㈱河合建設、
㈱関工エンジニア、㈱北村工務店、㈱久華園、京庭園カクリン㈲、㈲クレール、㈱黒田建設、
㈱後藤工務店、㈲小山建設、㈱斉藤工務店、㈱佐貫測量、三洋開発㈱、㈱三和産業、㈱昭和組、
㈲鈴木建設、㈱聖和建設、善和建設㈱、第一興産、大伸開発㈱、㈱タクト測量、田中造園、
㈲テクノスリー、㈱内藤組、㈲中井建設、㈱長尾、㈱中谷建設、長野建設㈱、㈱中兵庫土木、㈱西田組、
㈱西原土木、㈱長谷川土木、ヒカリ電業㈱、兵庫造園土木㈱、㈱福岡建設、㈱フクスイ、㈱扶桑興業、
㈱平成技術コンサルタント、平成設備工業㈱、前川建設㈱、前川建設㈱、前田建設工業㈱神戸営業所、
松岡土木㈱、松下工業㈲、㈲松島建築、丸山造園土木㈱、㈲みたけ造園土木、ミナト建設工業㈱、
三原開発㈱、㈱ミヤ測量設計、向内造園㈱、㈱山口商会、㈱山本建設、緑地建設㈱
㈱ファミリーマート
明石測量設計㈱、㈲イザナギ開発、今津建設㈱、栄新商事㈱、㈱大見建設、岡崎建設㈱、小畠電工㈱、
㈱カツラ、金山建設工業㈱、㈱かんぎ、㈱K-TEC、神戸建機㈱、光和興業、寿建設㈱、
サーベイライン測量調査事務所、勝和測量設計㈱、㈱白山基礎、㈱シンコー、㈱シンワ、
㈲セイコー・コーポレーション、㈱ソイルテック、㈱大成スポーツ施設、㈱大地、
大和リース㈱ 姫路営業所、高山設備㈱、㈲多紀水工、㈱但馬近畿工業、津名土木㈱、
テラモトコンストラクション㈱、㈱東播開発、中尾測量、㈱中川工務店、中佐治電工㈱、㈱永谷建設、
㈱原田工務店、㈱ビリーブ、㈲的場測量設計事務所、㈱森元建設、㈲山中掬水緑化、㈲湯口建材、
㈲ユニテック、㈱横溝測量設計、㈱吉村建設、ヨリフジ建設㈱、㈱リング
㈱サークルＫサンクス
㈱ＡＩＣ、㈱秋本組、アーバンクリエイト㈱、㈱新井組、㈱池上建設、㈱池田組、石井造園土木㈱、
伊藤建設㈱、㈱上田組、㈱エスケイ、尾﨑建設㈱、門上建設㈱、㈱カナック工業、㈱香山組、
㈱川嶋建設 本社、㈱廣運、㈱サージ・コア、㈱栄建設、㈱坂本組、㈱サクラ技建、㈱さくら建設、
佐藤工業㈱ 神戸営業所、㈲山高建設、シキサイ土木㈲、㈱七福建設工業、島谷建設㈱、㈱正建設、
城山造園土木㈲、新陽建設㈱、住徳建設㈱、住徳工業㈱、㈲セイワ、泰成建設㈱、㈱タカコー、
高砂重量建設㈱、㈱宝塚電業社、但馬土建工業㈱、㈱龍野土木、タナカ工業㈱、㈱東洋総合建設、
ナカノ興業、㈱中村商店、㈱西原組、㈱日光、㈱林本興業、㈱光土木、㈱藤原建設、㈱藤原工業、
藤原電工㈱、枡川光輝㈱、㈱萬山土建工業所、森工務店㈱、㈱森下建設、山口興業㈲、㈱山本組、
㈱横山建設工業、
㈱アカツキコーポレーション、旭設備㈱、㈲アーステック、㈲植昇組、㈱ＳＥＣ、㈱エネックス、
金川電業㈱、㈱関西建設、㈲関西マックス、㈱幾章住研、㈲近畿水道サービス、㈱コタニ産商、
㈱近藤建工、㈱サンデン、ＪＦＥ電制㈱関西支店、㈱シーテック、㈱シビルクリエイト、昭洋電工㈱、神東建
設㈱、
杉本建設㈱、㈱千里、大昭建設㈱、高井建設㈱、㈱高階、宝塚岸田建設㈱、田染設備工業㈱、
㈱タテイワ、丹波開発㈱、㈱筒井工務店、㈱テクノトライ、㈲テリム、㈲中町プロパン藤本商店、㈱西川組、
㈱西村組、㈱西森組、㈱日進土木、㈲長谷川建工、㈱ハマダ、早水電機工業㈱、㈲ハリマ園芸、
㈱播新設備、日置産業㈱、㈱ビッグ、ヒット水設工業㈲、㈱平岡建設 氷上営業所、藤原土木興業㈱、
別府造園土木㈲、前川建設㈱、㈱丸山造園、㈱村上工務店、㈱村田組、㈱モア、㈱モリケン、
㈱ワコウグループ

２３
年度

２４
年度

２５
年度

２６
年度

２７
年度

池田建設㈱、㈱井沢設計 神戸営業所、㈱伊藤テック、
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 神戸お客様サービスプラザ、エスケーケー㈱、㈱海老名組、
㈱オーク、㈱大澤工務店、㈲オーシャン建設、岡田総合設備、㈱加古川組、㈱カナモト建設、㈱共栄、
㈱KAK 兵庫事務所、㈱合同建設、㈱神山組、㈱洸陽、さくらビルテクノ㈲、㈲三條建設
㈱ＧＥＯソリューションズ、宍東開発㈱、㈲シナジー、㈲清水工業、㈱下土井、新盛土木㈱
【H24.1.25 締結】 進和測量設計㈱、スズキ建設工業㈱、㈲ダイゴ、㈱大勝、大雅建設㈱、大松建設㈱、㈱橘土木開発
６２社１団体
㈲チェリース、㈱塚前組、徳永測量設計㈱、㈱都市設計コンサルタンツ、友田建設㈱、㈱中嶋測量、
ナカムラ電設㈱、㈱西尾設備、西川測量設計事務所、㈱西田商会、㈱野村土木、橋詰建設㈱畠山興業、
㈱P＆K、㈱ピーエス三菱 兵庫営業所、兵庫県農業会議、藤原設備、㈱細見組、㈲堀田土木、
㈱本馬建設、前田建設、㈱まことグリーン、㈱益田工務店、㈱三枝設備工業所、㈱森口園芸土木、
㈱森田工務店、森村測量設計㈱八雲建設㈱、湯浅鉄工㈱、㈱ユウター興産、
㈱横河住金ブリッジ 兵庫営業所
旭建設㈱、㈱浅見企業、㈱安部日鋼工業 兵庫営業所、㈱アルコン、㈲アングル測量設計、㈲安東建設
㈱一剛組、上林建設㈱、上山建設㈱、㈲ウタケン、㈱エイテック 関西支社、㈱大上建設
㈱オーニシ電機、㈱尾上組、㈱金岡光輝園、㈱川本組、㈲木村工務店、㈱木村測量設計
㈱共栄建設工業、グローバル建設㈱、㈱賢神建設、㈱小井手建築店、㈱小林組、㈲シーエー興業
【H24.9.24 締結】 JFE エンジニアリング㈱ 神戸営業所、塩見測量設計㈱、㈱秀栄、㈱神報建設工業所、
５７社
㈱伸和設計事務所、㈱清和建設、㈱創夢建築設計、㈱泰眞建設、竹内設備㈱、テラマエ設備工業㈱
㈲東神建設、㈲中野建設、㈲西田設備工業所、長谷川建設㈱、㈱原田工業所、福崎電業㈱、藤本興業
㈱北摂道路、本多電気㈱、前忠工業㈱、㈱ミウラ工業、㈱三島組、㈱水谷建設、㈱三宅工務店
向井工業㈱、森川建設工業、森口興業、ヤサキ建工、㈱安室組コーポレーション、㈱山根工務店
㈱ヤマヒロテクノサービス、㈱ユハラ、㈱ライノー
㈱IHI インフラ建設神戸営業所、朝野ケアシステム㈱、㈲アスカ、板井建設㈱、㈱一誠、㈱岩田建設
㈱eco's、荻野建設㈱、オザキ住建㈱、㈲尾嶋防水、金澤建設㈱、カネダ工業㈱、㈱加納測量
川平電機㈱、㈱関西技術コンサルタント、㈱北近畿緑地建設、㈱木戸建設、㈱共同建設工業
㈱巨勢工務店、㈱コタニ、㈲小西測量設計、㈱佐治工務店、㈱沢尾建設、三興建設㈱、㈱塩屋基礎
【H25.3.18 締結】
志方建設㈱、㈱柴田工務店、㈱島正建設、㈱秀峰、白瀬浚渫興業㈱、㈲セイシン創建、摂丹電気工事㈱
５４社
第一舗道㈱、㈱塚本建設、土井建設㈱、東洋建設㈱神戸営業所、㈱中川建材、㈱ナダック
㈱西山工務店、㈱日本ピーエス神戸営業所、日本国土開発㈱神戸営業所、橋本建設工房㈱
㈲ハリマ総合開発、㈱氷上興業、㈱福島組、㈱マツバラ、㈲マツモト、丸二開発㈱、㈱ミツワ、㈱売布建設
㈱ヤマデン、㈱山村組、㈱ワールドコンストラクション、ワタナベ電気㈱
㈱飛鳥土木、㈱安藤・間 神戸営業所、㈱出雲建設、岡本海洋建設㈱、関西建設工業㈱、㈱國崎土建、
【H25.9.26 締結】 ㈲コーヨ建設、国際航業㈱ 兵庫支店、㈱ジャパックス、政祐建設、千代田塗装工業㈱、辻建設㈱、
２５社
㈲ＴＳＫ、㈲電技社、㈱成田、㈱昇産業、兵岡建設㈱、松尾組、㈱村上建設、山下建設㈱、ヤマハ石材
㈱、㈱山本組、㈱吉竹工務店、㈱四ッ橋組、和以貴建設㈱
アース、アート開発㈱、明石土建工業㈱、あすなろコンサル㈱、㈱アスノ、アポロテック㈱、㈱イズイ建設、
㈱イタヘル、㈱伊藤組、㈱オイコスジャパン、㈱扇土建、カワノ設備工業㈱、㈱岸本組、㈲上月電設、
【H26.2.19 締結】
幸豊建設㈱、㈱幸和、㈱古波蔵舗道、㈱幸建設、㈲佐用環境整備、三協㈱、ジョイントロードサービス㈱、
３２社
シンワ建設㈱、大協建材㈱、㈱ツボタクリーン、東和建設㈱、なかがわ測量設計事務所、（資）中村組、
㈱中弥技建工業、㈱西畑土建、八紘建設㈱、㈱播陽、㈱松本組
朝来ハウジング㈱、新井建設工業㈱、㈱イトデンエンジニアリング、エムテック㈱、㈱大竹組、㈲オオヤマ
岡本建設㈱、株本建設工業㈱、㈲カワイ設計、岸本建設㈱、宏博産業㈱、光明建設㈱、㈱水明堂
【H26.9.24 締結】
第一建設機工㈱、㈱大一興業、㈲大和テクノス 、田岡企業㈱、竹内建設㈱、㈱秩父工務店、中上組
３０社
㈱中村建設、西岡建設㈱、㈱西山、㈲花田建設、原田電機㈱、まや測量設計㈱
三井住友建設㈱ 神戸営業所、ミナト電機工業㈱、㈱柳土木、㈱友興組
アイエス建設㈱、㈲晃、㈱あさひ工務店、㈲アサヒテック、㈱井上工務店、㈲栄光技建、㈱岡本建設、
オリエンタル白石㈱ 兵庫営業所、柏原建設㈱、㈱金下工務店、㈱関西土木興業、㈱協栄、㈱共栄土木、
協同建設㈱、近畿エコシス㈱、㈱楠組、熊本建設㈱、㈱黒済組、㈱ケイアール、興生建設㈱、
【H27.2.16 締結】 甲南電設工業㈱、塩谷建設㈱、㈲秀和工建、㈱新栄、㈱Sin コンストラクション、㈱住元建設、
４７社
㈱洲本建設、㈱セイトー、成臨興業㈱、㈱ソイル工学兵庫、㈱創美、㈲高尾造園土木、㈱建部電気工事、
棚田建材㈱、㈲ツノダ工業、㈱坪田工務店、㈲中道土木、㈱西吾建設、日興建設㈱、㈱長谷川組、
㈱深口組、㈱松下舗道、三井共同建設コンサルタント㈱、八幡建設㈱、㈱山口工務店、㈲山本工務店、
ローデックス㈱
㈱アイテック西岡、池本建建㈱、㈱今後建設、㈱ウィルコン、宇都宮建㈱、㈱オオバ 神戸営業所、
岡野建設工業㈱、㈱貝塚工務店、㈲紙川防水興業、㈲カミカワ興産、㈱協伸電気設備、光貴テック㈱、
【H27.9.18 締結】 ㈱小笹建設、小林電気工事㈱、坂上建㈱、㈲サンエステートエンジニアリング、三神工業㈱、
３４社
サン電設工業㈱、㈱城洋商事、昭和瀝青工業㈱、スケール㈱、大拓電気㈱、㈱大有工舎、㈱テル測量、
㈱中西調査・測量事務所、西本建㈱、日興建設㈱、日本ロード・メンテナンス㈱、㈱福右衛門、
㈲藤田設備、美樹工業㈱、㈱モリモト、㈱八千代緑地、吉田建㈱

２７
年度

２８
年度

㈱アイ企画、㈲明建設、秋元建設㈱、㈲アストラ、㈱アットワークス、栄伸工業㈱、大阪塗工㈱、
㈱尾田建設、㈱金子建設、共進建設㈱、協伸マテック㈱、㈲清田組、㈱久保田組、㈲光明、㈲三海建設、
【H28.2.18 締結】
新教育総合研究会㈱、㈲寺田組、㈲寺谷建設、中谷建材㈱、㈲中村電設興業、㈱西中工務店、
３０社
㈱波部商店、㈱ハミング、日向土木興業㈱、㈱ヒョウ工務店、㈱平尾工務店、㈱福谷建設、
松尾電設工業㈱、㈱森川設備工業所、ワタナベ忠電㈱
㈱有田造園土木、有元温調㈱、イイダセツビ㈱、㈲郁雄建設、㈱壱建設、㈱エース、㈱大城建設、おぐら
測量設計事務所、㈱片岡建設、㈱カワサキモータースジャパン、川田建設㈱神戸営業所、三栄ブル、しな
【H28.9.14 締結】
のや電機㈱、㈱神鋼エンジニアリング＆メンテナンス、㈱神盟、神和工業㈱、㈱須々木工務店、㈱大功
３０社
組、大豊建設㈱神戸営業所、㈲大輪、大和工務店㈱、㈱徳網建設、㈲ハナフサデンキ、藤井設備工業
㈱、㈱ほうらい電気、未輝建設工業㈱、㈱山口電機、山村ロジスティクス㈱、裕真建設、㈲ワダックス
㈱岩田組、㈱エスアンドエムテクニカルサービス、㈱鳳建設、尾崎工務店、㈱神崎組、神崎電設㈱、㈱菊
池工務店、㈱岸本建材運輸、㈱城崎設備、㈱くらしコーポレーション、㈲三共、㈱サンワ、㈱セイワ電設、
【H29.2.20 締結】
泰成建設㈱、中央電工㈱、㈲テンセイ、中川電気工業、沼田建設工業㈱、㈱ノバック、藤澤工業㈱、㈱富
３０社
士ピー・エス 兵庫営業所、マサニ電気㈱、㈱松孝興業、㈱松田管工業、㈱三木組、㈱森川建設工業、山
崎生コン㈱、㈱友基建設、㈱吉田組、龍生建設㈱

